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（委託研究） 

－令和 3 年度 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業－ 

 

日本原子力研究開発機構 福島研究開発部門 福島研究開発拠点 

廃炉環境国際共同研究センター 

 

東京大学 

 

（2022 年 10 月 28 日受理） 

 

日本原子力研究開発機構（JAEA）廃炉環境国際共同研究センター（CLADS）では、令和 3 年度 英

知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業（以下、「本事業」という）を実施している。 

本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の廃炉等を始めとした原

子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従前

の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進する

ことを目的としている。 

平成 30 年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省から JAEA に移行することで、JAEA とア

カデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続

的に実施する体制を構築した。 

本研究は、研究課題のうち、令和 2 年度に採択された「合理的な処分のための実機環境を考慮

した汚染鉄筋コンクリート長期状態変化の定量評価」の令和 3 年度の研究成果について取りまと

めたものである。 

本研究は、原子炉建屋内の鉄筋コンクリート部材における汚染濃度分布定量予測データベース

構築を目的としている。令和 3 年度は、コンクリートのメソスケールのひび割れ挙動を評価する

ため、モルタルの乾燥、再吸水によって生じる変形および水分移動に関するデータを取得した。

並行して、剛体バネモデルを用いて、コンクリートの材齢変化および温度・水・応力条件を考慮

できるプログラムの開発を進めた。コンクリートマトリクスへの長期的な核種の浸透挙動を評価

するため、収着に関するデータ取得および数理モデルの構築を行った。ひび割れを介したコンク

リートへの核種の浸透挙動を評価するために、ひび割れ幅の異なるモルタル試験体に対する、事

故直後の冷却水相当濃度での Cs、Sr の浸透状況をオートラジオグラフィにより評価した。さらに、

模擬ひび割れを導入したコンクリート試料を用意した。また、α 核種のコンクリートマトリクス

への浸透挙動を調べるため、セメントペースト試験片の長期浸漬試験を開始するとともに、骨材、

塗料、鉄筋に対する α核種の分配比を測定した。 

 

本報告書は、日本原子力研究開発機構の英知事業における委託業務として、東京大学が実施した

成果を取りまとめたものである。 

廃炉環境国際共同研究センター：〒979-1151 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 790-1
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The Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science (CLADS), Japan Atomic Energy 
Agency (JAEA), had been conducting the Nuclear Energy Science & Technology and Human Resource 
Development Project (hereafter referred to “the Project”) in FY2021.  

The Project aims to contribute to solving problems in the nuclear energy field represented by the 
decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Tokyo Electric Power Company 
Holdings, Inc. (TEPCO). For this purpose, intelligence was collected from all over the world, and basic 
research and human resource development were promoted by closely integrating/collaborating knowledge 
and experiences in various fields beyond the barrier of conventional organizations and research fields.  

The sponsor of the Project was moved from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology to JAEA since the newly adopted proposals in FY2018. On this occasion, JAEA constructed a 
new research system where JAEA-academia collaboration is reinforced and medium-to-long term 
research/development and human resource development contributing to the decommissioning are stably and 
consecutively implemented. 

Among the adopted proposals in FY2020, this report summarizes the research results of the “Quantitative 
evaluation of long-term state changes of contaminated reinforced concrete considering the actual 
environments for rational disposal” conducted in FY2021. 

The present study aims to construct a database for quantitative prediction of contaminated reinforced 
concrete inside the reactor building. In FY2021, data on deformation and water movement caused by drying 
and reabsorption of mortar were obtained to evaluate the mesoscale cracking behavior of concrete. A rigid-
body spring model was used to develop a program that can consider changes in concrete age and temperature, 
water, and stress conditions. To evaluate the long-term penetration behavior of radionuclides into the factual 
matrix, data on sorption were acquired, and a mathematical model was developed. To assess the penetration 
behavior of radionuclides into the concrete through cracks, the penetration of Cs and Sr into mortar specimens 
with different crack widths at concentrations equivalent to the cooling water immediately after the accident 
was evaluated by autoradiography. Moreover, imitated cracked concrete specimens were prepared. In 
addition, to investigate the penetration behavior of α-radionuclides into the concrete matrix, long-term 
immersion tests of cement paste specimens were initiated, and distribution ratios of α-radionuclides to 
aggregate, paint, and steel bars were measured. 

 
Keywords: Reinforced Concrete, Radionuclide, Carbonation, Drying, Crack, Penetration, Sorption, 

Simulation 
This work was performed by the University of Tokyo under contract with Japan Atomic Energy Agency. 
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1. 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業の概要 

 

文部科学省では、「東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等研究開発の加速プラン（平

成 26 年 6 月文部科学省）」等を踏まえ、平成 27 年度から「英知を結集した原子力科学技術・人材

育成推進事業」（以下、「本事業」という。）を立ち上げ、「戦略的原子力共同研究プログラム」、「廃

炉加速化研究プログラム」及び「廃止措置研究・人材育成等強化プログラム」を推進している。 

具体的には、国内外の英知を結集し、国内の原子力分野のみならず様々な分野の知見や経験を、

機関や分野の壁を越え、国際共同研究も含めて緊密に融合・連携させることにより、原子力の課

題解決に資する基礎的・基盤的研究や産学が連携した人材育成の取組を推進している。 

一方、日本原子力研究開発機構（以下、「JAEA」という。）では、平成 27 年に廃炉国際共同研究

センター（以下、「CLADS」という。現：廃炉環境国際共同研究センター）を組織し、「東京電力ホ

ールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」等を踏

まえ、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所廃炉（以下、「1F 廃炉」という。）

に係る研究開発を進めている。 

また、平成 29 年 4 月に CLADS の中核拠点である「国際共同研究棟」の運用を開始したことを踏

まえ、今後は CLADS を中核に、廃炉の現場ニーズを踏まえた国内外の大学、研究機関等との基礎

的・基盤的な研究開発及び人材育成の取組を推進することにより、廃炉研究拠点の形成を目指す

ことが期待されている。 

このため、本事業では平成 30 年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省から JAEA に移行

することで、JAEA とアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成

をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築することとし、従来のプログラムを、①共通基盤

型原子力研究プログラム、②課題解決型廃炉研究プログラム、③国際協力型廃炉研究プログラム、

④研究人材育成型廃炉研究プログラム（令和元年度より新設）に再編した。 
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2. 平成 30 年度 採択課題 

 

 平成 30 年度採択課題については以下のとおりである。 

 

課題数：19 課題 

共通基盤型原子力研究プログラム 11 課題（若手研究 6 課題、一般研究 5 課題） 

課題解決型廃炉研究プログラム  6 課題 

国際協力型廃炉研究プログラム  2 課題（日英共同研究） 

 

 

平成 30 年度 採択課題一覧 

 

共通基盤型原子力研究プログラム 

【若手研究】 

課題名 研究代表者 所属機関 

被災地探査や原子力発電所建屋内情報収集のための

半自律ロボットを用いたセマンティックサーベイマ

ップ生成システムの開発 

河野 仁 東京工芸大学 

汚染土壌の減容を目的とした重液分離による放射性

微粒子回収法の高度化 
山﨑 信哉 筑波大学 

ラドンを代表としたアルファ核種の吸入による内部

被ばくの横断的生体影響評価 
片岡 隆浩 岡山大学 

炉心溶融物の粘性及び表面張力同時測定技術の開発 大石 佑治 大阪大学 

iPS 細胞由来組織細胞における放射線依存的突然変

異計測系の確立 
島田 幹男 東京工業大学 

レーザー共鳴イオン化を用いた同位体存在度の低い

ストロンチウム 90 の迅速分析技術開発 
岩田 圭弘 東京大学 
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共通基盤型原子力研究プログラム 

【一般研究】 

課題名 研究代表者 所属機関 

放射性核種の長期安定化を指向した使用済みゼオ

ライト焼結固化技術の開発 
新井 剛 芝浦工業大学 

燃料デブリ取り出しを容易にするゲル状充填材の

開発 
牟田 浩明 大阪大学 

レーザー蛍光法を用いた燃料デブリ変質相の同定 斉藤 拓巳 東京大学 

過酷炉心放射線環境における線量測定装置の開発 岡本 保 
木更津工業 

高等専門学校 

レーザー加工により発生する微粒子の解析と核種

同定手法の開発 
長谷川 秀一 東京大学 

 

課題解決型廃炉研究プログラム 

課題名 研究代表者 所属機関 

合金相を含む燃料デブリの安定性評価のための基

盤研究 
桐島 陽 東北大学 

ガンマ線画像スペクトル分光法による高放射線場

環境の画像化による定量的放射能分布解析法 
谷森 達 京都大学 

燃料デブリ取出し時における放射性核種飛散防止

技術の開発 
鈴木 俊一 東京大学 

アルファダストの検出を目指した超高位置分解能

イメージング装置の開発 
黒澤 俊介 東北大学 

ナノ粒子を用いた透明遮へい材の開発研究 渡邉 隆行 九州大学 

先端計測技術の融合で実現する高耐放射線燃料デ

ブリセンサーの研究開発 
萩原 雅之 

高エネルギー 

加速器研究機構 
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河野 仁 東京工芸大学 
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微粒子回収法の高度化 
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国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究） 

課題名 研究代表者 所属機関 

放射性微粒子の基礎物性解明による廃炉作業リスク

低減への貢献 
五十嵐 康人 茨城大学 

放射線耐性の高い薄型 SiC 中性子検出器の開発 三澤 毅 京都大学 
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3. 令和元年度 採択課題 

 

令和元年度採択課題については以下のとおりである。 

 

課題数：19 課題 

共通基盤型原子力研究プログラム  7 課題（若手研究 2課題、一般研究 5 課題） 

課題解決型廃炉研究プログラム   4 課題 

国際協力型廃炉研究プログラム   4 課題（日英共同研究 2 課題、日露共同研究 2 課題） 

研究人材育成型廃炉研究プログラム 4 課題 

 

 

令和元年度 採択課題一覧 

 

共通基盤型原子力研究プログラム 

【若手研究】 

課題名 研究代表者 所属機関 

ウラニル錯体化学に基づくテーラーメイド型新規海

水ウラン吸着材開発 
鷹尾 康一朗 東京工業大学 

動作不能からの復帰を可能とする多連結移動ロボッ

トの半自律遠隔操作技術の確立 
田中 基康 電気通信大学 

 

 

 

国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究） 

課題名 研究代表者 所属機関 

放射性微粒子の基礎物性解明による廃炉作業リスク

低減への貢献 
五十嵐 康人 茨城大学 

放射線耐性の高い薄型 SiC 中性子検出器の開発 三澤 毅 京都大学 

 

 

JAEA-Review 2022-057

- 5 -



 

 

 

共通基盤型原子力研究プログラム 

【一般研究】 

課題名 研究代表者 所属機関 

一次元光ファイバ放射線センサを用いた原子炉建

屋内放射線源分布計測 
瓜谷 章 名古屋大学 

低線量・低線量率放射線被ばくによる臓器別酸化ス

トレス状態の検討 
鈴木 正敏 東北大学 

単一微粒子質量分析法に基づくアルファ微粒子オ

ンラインモニタリングに向けた基礎検討 
豊嶋 厚史 大阪大学 

幹細胞動態により放射線発がんを特徴付ける新た

な評価系の構築 
飯塚 大輔 

量子科学技術 

研究開発機構 

耐放射線性ダイヤモンド半導体撮像素子の開発 

梅沢 仁 

（～R2.3.31） 

大曲 新矢 

（R2.4.1～） 

産業技術総合 

研究所 

 

課題解決型廃炉研究プログラム 

課題名 研究代表者 所属機関 

Multi-Physics モデリングによる福島 2・3 号機ペデ

スタル燃料デブリ深さ方向の性状同定 
山路 哲史 早稲田大学 

燃料デブリ取出しに伴い発生する廃棄物のフッ化

技術を用いた分別方法の研究開発 
渡邉 大輔 

日立ＧＥ 

ニュークリ

ア・エナジー 

アパタイトセラミックスによる ALPS 沈殿系廃棄物

の安定固化技術の開発 

竹下 健二 

（～R3.6.30） 

塚原 剛彦

（R3.7.1～） 

東京工業大学 

拡張型スーパードラゴン多関節ロボットアームに

よる圧力容器内燃料デブリ調査への挑戦 
高橋 秀治 東京工業大学 
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国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究） 

課題名 研究代表者 所属機関 

高い流動性および陰イオン核種保持性を有するア

ルカリ刺激材料の探索と様々な放射性廃棄物の安

全で効果的な固化 

佐藤 努 北海道大学 

再臨界前の中性子線増に即応可能な耐放射線 FPGA

システムの開発 
渡邊 実 

静岡大学 

（～R3.3.31） 

岡山大学 

（R3.4.1～） 

 

国際協力型廃炉研究プログラム（日露共同研究） 

課題名 研究代表者 所属機関 

燃料デブリ取出し臨界安全技術の高度化 小原 徹 東京工業大学

微生物生態系による原子炉内物体の腐食・変質に

関する評価研究 
金井 昭夫 慶應義塾 

 

研究人材育成型廃炉研究プログラム 

課題名 研究代表者 所属機関 

燃料デブリ取り出し時における炉内状況把握のた

めの遠隔技術に関する研究人材育成 
淺間 一 東京大学 

化学計測技術とインフォマティックスを融合した

デブリ性状把握手法の開発とタイアップ型人材育

成 

高貝 慶隆 福島大学 

放射線・化学・生物的作用の複合効果による燃料デ

ブリ劣化機構の解明 

大貫 敏彦 

（～R2.3.31） 

竹下 健二 

（R2.4.1～） 

東京工業 

大学 

燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発 永井 康介 東北大学 

 

 

 

 

共通基盤型原子力研究プログラム 

【一般研究】 

課題名 研究代表者 所属機関 

一次元光ファイバ放射線センサを用いた原子炉建

屋内放射線源分布計測 
瓜谷 章 名古屋大学 

低線量・低線量率放射線被ばくによる臓器別酸化ス

トレス状態の検討 
鈴木 正敏 東北大学 

単一微粒子質量分析法に基づくアルファ微粒子オ

ンラインモニタリングに向けた基礎検討 
豊嶋 厚史 大阪大学 

幹細胞動態により放射線発がんを特徴付ける新た

な評価系の構築 
飯塚 大輔 

量子科学技術 

研究開発機構 

耐放射線性ダイヤモンド半導体撮像素子の開発 

梅沢 仁 

（～R2.3.31） 

大曲 新矢 

（R2.4.1～） 

産業技術総合 

研究所 

 

課題解決型廃炉研究プログラム 

課題名 研究代表者 所属機関 

Multi-Physics モデリングによる福島 2・3 号機ペデ

スタル燃料デブリ深さ方向の性状同定 
山路 哲史 早稲田大学 

燃料デブリ取出しに伴い発生する廃棄物のフッ化

技術を用いた分別方法の研究開発 
渡邉 大輔 

日立ＧＥ 

ニュークリ

ア・エナジー 

アパタイトセラミックスによる ALPS 沈殿系廃棄物

の安定固化技術の開発 

竹下 健二 

（～R3.6.30） 

塚原 剛彦

（R3.7.1～） 

東京工業大学 

拡張型スーパードラゴン多関節ロボットアームに

よる圧力容器内燃料デブリ調査への挑戦 
高橋 秀治 東京工業大学 
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4. 令和 2年度 採択課題 

 

令和 2 年度は、2 つのプログラムにおいて、研究課題の採択を決定した。 

公募の概要は以下のとおりである。 

 

公募期間：令和 2 年 3月 17 日～令和 2 年 5 月 14 日（課題解決型） 

令和 2 年 5月 13 日～令和 2 年 7 月 15 日（国際協力型） 

 

課題数：10 課題 

課題解決型廃炉研究プログラム 8 課題（若手研究 2 課題、一般研究 6 課題） 

国際協力型廃炉研究プログラム 2 課題（日英共同研究） 

 

これらの提案について、外部有識者から構成される審査委員会において、書面審査及び面接審

査、日英共同研究については二国間の合同審査を実施し、採択候補課題を選定した。 

その後、PD（プログラムディレクター）・PO（プログラムオフィサー）会議での審議を経て、採

択課題を決定した。 

 

 

令和 2 年度 採択課題一覧 

 

課題解決型廃炉研究プログラム 

【若手研究】 

課題名 研究代表者 所属機関 

燃料デブリにおける特性の経年変化と環境劣化割れ

の調査 

楊 会龍 

（～R4.7.31） 

 村上 健太 
（～R4.8.1） 

東京大学 

健全性崩壊をもたらす微生物による視認不可腐食の

分子生物・電気化学的診断及び抑制技術の開発 
岡本 章玄 

物質・材料 

研究機構 
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課題解決型廃炉研究プログラム 

【一般研究】 

課題名 研究代表者 所属機関 

遮蔽不要な臨界近接監視システム用ダイヤモンド

中性子検出器の要素技術開発 
田中 真伸 

高エネルギー

加速器研究 

機構 

α／β／γ 線ラジオリシス影響下における格納

容器系統内広域防食の実現：ナノバブルを用いた

新規防食技術の開発 

渡邉 豊 東北大学 

β、γ、X 線同時解析による迅速・高感度放射性核

種分析法の開発 
篠原 宏文 

日本分析 

センター 

合理的な処分のための実機環境を考慮した汚染鉄

筋コンクリート長期状態変化の定量評価 
丸山 一平 東京大学 

溶脱による変質を考慮した汚染コンクリート廃棄

物の合理的処理・処分の検討 
小崎 完 北海道大学 

マイクロ波重畳 LIBS によるデブリ組成計測の高

度化と同位体の直接計測への挑戦 
池田 裕二 アイラボ 

 

 

国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究） 

課題名 研究代表者 所属機関 

革新的水質浄化剤の開発による環境問題低減化技

術の開拓 
浅尾 直樹 信州大学 

無人航走体を用いた燃料デブリサンプルリターン

技術の研究開発 
鎌田 創 

海上・港湾・

航空技術 

研究所 

 

  

 

 

 

4. 令和 2年度 採択課題 

 

令和 2 年度は、2 つのプログラムにおいて、研究課題の採択を決定した。 

公募の概要は以下のとおりである。 

 

公募期間：令和 2 年 3月 17 日～令和 2 年 5 月 14 日（課題解決型） 

令和 2 年 5月 13 日～令和 2 年 7 月 15 日（国際協力型） 

 

課題数：10 課題 

課題解決型廃炉研究プログラム 8 課題（若手研究 2 課題、一般研究 6 課題） 

国際協力型廃炉研究プログラム 2 課題（日英共同研究） 

 

これらの提案について、外部有識者から構成される審査委員会において、書面審査及び面接審

査、日英共同研究については二国間の合同審査を実施し、採択候補課題を選定した。 

その後、PD（プログラムディレクター）・PO（プログラムオフィサー）会議での審議を経て、採

択課題を決定した。 

 

 

令和 2 年度 採択課題一覧 

 

課題解決型廃炉研究プログラム 

【若手研究】 

課題名 研究代表者 所属機関 

燃料デブリにおける特性の経年変化と環境劣化割れ

の調査 

楊 会龍 

（～R4.7.31） 

 村上 健太 
（～R4.8.1） 

東京大学 

健全性崩壊をもたらす微生物による視認不可腐食の

分子生物・電気化学的診断及び抑制技術の開発 
岡本 章玄 

物質・材料 

研究機構 
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5. 令和 3年度 採択課題 

 

令和 3 年度は、2 つのプログラムにおいて、研究課題の採択を決定した。 

公募の概要は以下のとおりである。 

 

公募期間：令和 3 年 3月 16 日～令和 3 年 5 月 17 日（課題解決型） 

令和 3 年 4月 13 日～令和 3 年 7 月 1 日（国際協力型 日英共同研究） 

令和 3 年 7月 12 日～令和 3 年 8 月 18 日（国際協力型 日露共同研究） 

 

課題数：12 課題 

課題解決型廃炉研究プログラム 8 課題 

国際協力型廃炉研究プログラム 2 課題（日英）、2 課題（日露） 

 

これらの提案について、外部有識者から構成される審査委員会において、書面審査及び面

接審査、日英・日露共同研究については二国間の合同審査を実施し、採択候補課題を選定し

た。 

その後、PD（プログラムディレクター）・PO（プログラムオフィサー）会議及びステアリ

ングコミッティでの審議を経て、採択課題を決定した。 

 

令和 3 年度 採択課題一覧 

 

課題解決型廃炉研究プログラム 

課題名 研究代表者 所属機関 

建屋応答モニタリングと損傷イメージング技術を

活用したハイブリッド型の原子炉建屋長期健全性

評価法の開発研究 

前田 匡樹 東北大学 

燃料デブリ周辺物質の分析結果に基づく模擬デブ

リの合成による実機デブリ形成メカニズムの解明

と事故進展解析結果の検証によるデブリ特性デー

ターベースの高度化 

宇埜 正美 福井大学 

ジオポリマー等による PCV 下部の止水・補修及び

安定化に関する研究 
鈴木 俊一 東京大学 

世界初の同位体分析装置による少量燃料デブリの

性状把握分析手法の確立 
坂本 哲夫 工学院大学 

アルファ微粒子の実測に向けた単一微粒子質量分

析法の高度化 
豊嶋 厚史 大阪大学 
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課題名 研究代表者 所属機関 

連携計測による線源探査ロボットシステムの開発

研究 
人見 啓太朗 東北大学 

中赤外レーザー分光によるトリチウム水連続モニ

タリング手法の開発 
安原 亮 

自然科学 

研究機構 

福島原子力発電所事故由来の難固定核種の新規ハ

イブリッド固化への挑戦と合理的な処分概念の構

築・安全評価 

中瀬 正彦 
東京工業 

大学 

 

 

 

国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究） 

課題名 研究代表者 所属機関 

福島第一原子力発電所の廃止措置における放射性

エアロゾル制御及び除染に関する研究 

Erkan 

Nejdet 

（～R4.1.31） 

三輪 修一郎

（R4.2.1～） 

東京大学 

燃料デブリ取り出しのための機械式マニピュレー

タのナビゲーションおよび制御 
淺間 一 東京大学 

 

国際協力型廃炉研究プログラム（日露共同研究） 

課題名 研究代表者 所属機関 

福島第一発電所 2、3 号機の事故進展シナリオに基

づく FP・デブリ挙動の不確かさ低減と炉内汚染状

況・デブリ性状の把握 

小林 能直 
東京工業 

大学 

非接触測定法を用いた燃料デブリ臨界解析技術の

高度化 
小原 徹 

東京工業 

大学 

 

 

 

 

5. 令和 3年度 採択課題 

 

令和 3 年度は、2 つのプログラムにおいて、研究課題の採択を決定した。 

公募の概要は以下のとおりである。 

 

公募期間：令和 3 年 3月 16 日～令和 3 年 5 月 17 日（課題解決型） 

令和 3 年 4月 13 日～令和 3 年 7 月 1 日（国際協力型 日英共同研究） 

令和 3 年 7月 12 日～令和 3 年 8 月 18 日（国際協力型 日露共同研究） 

 

課題数：12 課題 

課題解決型廃炉研究プログラム 8 課題 

国際協力型廃炉研究プログラム 2 課題（日英）、2 課題（日露） 

 

これらの提案について、外部有識者から構成される審査委員会において、書面審査及び面

接審査、日英・日露共同研究については二国間の合同審査を実施し、採択候補課題を選定し

た。 

その後、PD（プログラムディレクター）・PO（プログラムオフィサー）会議及びステアリ

ングコミッティでの審議を経て、採択課題を決定した。 

 

令和 3 年度 採択課題一覧 

 

課題解決型廃炉研究プログラム 

課題名 研究代表者 所属機関 

建屋応答モニタリングと損傷イメージング技術を

活用したハイブリッド型の原子炉建屋長期健全性

評価法の開発研究 

前田 匡樹 東北大学 

燃料デブリ周辺物質の分析結果に基づく模擬デブ

リの合成による実機デブリ形成メカニズムの解明

と事故進展解析結果の検証によるデブリ特性デー

ターベースの高度化 

宇埜 正美 福井大学 

ジオポリマー等による PCV 下部の止水・補修及び

安定化に関する研究 
鈴木 俊一 東京大学 

世界初の同位体分析装置による少量燃料デブリの

性状把握分析手法の確立 
坂本 哲夫 工学院大学 

アルファ微粒子の実測に向けた単一微粒子質量分

析法の高度化 
豊嶋 厚史 大阪大学 
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本報告書は、以下の課題の令和 3年度の研究成果を取りまとめたものである。 

 

課題解決型廃炉研究プログラム【一般研究】 

課題名 研究代表者 所属機関 

合理的な処分のための実機環境を考慮した汚

染鉄筋コンクリート長期状態変化の定量評価 
丸山 一平 東京大学 

 

研究成果を取りまとめた成果報告書を付録として添付する。 

 

JAEA-Review 2022-057

- 12 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録 
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本報告書は、以下の課題の令和 3年度の研究成果を取りまとめたものである。 

 

課題解決型廃炉研究プログラム【一般研究】 

課題名 研究代表者 所属機関 

合理的な処分のための実機環境を考慮した汚

染鉄筋コンクリート長期状態変化の定量評価 
丸山 一平 東京大学 

 

研究成果を取りまとめた成果報告書を付録として添付する。 
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概略 

●研究の背景 

 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所（以下、「1F」と略す。）の事故に伴

い汚染した建屋コンクリートは、将来的に解体され、放射性廃棄物となる可能性がある。事故の

影響を受けた 1～4 号機のコンクリート廃棄物量は、原子炉建屋、タービン建屋を合わせて約 80

万 ton とも推計され、大量の発生が見込まれるコンクリート廃棄物の処理・処分方法を検討する

うえで、建屋内の汚染状況の推定は極めて重要である。 

 事故後の建屋内には複数の放射性核種（Cs、Sr、α核種等）が存在し、またコンクリートの部

材によって放射性核種との接触状態が異なるため、放射性核種の分布や浸透状況も異なると想定

される。例えば、地震によって構造的な影響を受けたコンクリート部材では、表層からの浸透の

他、ひび割れに沿った侵入による部材内部の汚染や鉄筋の変質が懸念される。一方で、建屋内部

の核種や水分の浸透を抑制するための被覆材が施されてない部材では、コンクリート表面の中性

化（炭酸化）の影響で、汚染水と接すると汚染水から Cs/Sr は表層の炭酸化部位に吸着され、濃

集する。すなわち、高濃度の汚染箇所は部材全体のごく表層のみで、部材によっては内部まで放

射性核種が浸透していない可能性もある。 

 建屋内除染、建屋の解体作業および廃棄物処理処分の計画を策定する際、実際の鉄筋コンクリ

ート部材の状態から部材別・汚染濃度別に分類し、物量を定量的に予測できれば、合理的に除染・

処理・処分を進めることができ、最終的な廃棄物発生量を抑制できる可能性がある。 

 

●解決すべき課題 

 実際の鉄筋コンクリート部材と放射性核種との接触状態を考慮したうえで、放射性核種の長期

的な浸透挙動を解明することにより、現実的なコンクリート部材の汚染状況の推定情報が提示さ

れる。しかしながら、核種の浸透挙動シミュレーションにおける技術的課題として、以下が挙げ

られる。 

・実際のコンクリート部材で想定される状態（ひび割れの幅、炭酸化深さ、密度等）の設定 

・経年劣化に伴う変質が生じた、およびダメージを受けた（ひび割れが生じた）コンクリート

部材における、放射性核種の移行挙動の評価とモデル化 

・実際の放射性核種の種類・濃度（境界条件）を考慮した収着/浸透挙動評価（低濃度領域での
137Cs と 90Sr の競合浸透、α核種とコンクリートの相互作用、Ca 溶脱） 

 

●本研究の目的 

 令和 2 年度～令和 4 年度の期間に実施する英知事業「合理的な処分のための実機環境を考慮し

た汚染鉄筋コンクリート長期状態変化の定量評価」（以下、「本研究」と略す。）では、廃炉作業の

設計、すなわち建屋内除染、建屋の解体作業および廃棄物処理処分の計画を策定する際に必要と

なる、汚染状況の推定情報に基づいた原子炉建屋内の各鉄筋コンクリート部材における汚染濃度

分布定量予測データベース構築を目的に、以下の検討内容について取り組む。 

① 放射性核種の長期挙動シミュレーションに向けたひび割れ幅・深さと密度を含むコンクリ

ート部材の状態設定（理論的なアプローチによる状態設定） 

② 部材の状態を考慮した放射性核種の浸透挙動解析手法の開発（浸透実験に基づく数値解析

モデル化） 

③ 実際の放射性核種の種類・濃度を考慮した収着/浸透挙動評価 
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④ 処理・処分を見据えたコンクリート廃棄物の状態検討（高濃度汚染の位置、深さ等） 

 

 なお、本研究では核燃料デブリなどにより通常運転条件を超えた温度の影響を受けた部位は対

象としない。これは、通常条件にあるコンクリートでの検討をまず確実に行い、さらに複雑な解

析を要すると想定される部位を検討することが妥当であると考えるからである。 

 

●令和 2 年度の実施内容および成果 

 （JAEA-Review 2021-047、https://doi.org/10.11484/jaea-review-2021-047） 

(1) 核種の長期挙動シミュレーションに向けた部材のひび割れ幅・深さと密度を含む状態設定の

検討 

① メソスケールひび割れ解析で必要な各種物性値の取得 

 メソスケールひび割れ解析で必要となる各種物性値を取得するための試験体の作製および測

定に必要となる備品類を準備するとともに、力学特性の物性評価手法について確認した。また、

長さ変化に対応する治具も開発し、予備実験を実施した。 

 

② メソスケールひび割れ解析の実施とひび割れ量の評価（再委託先：名古屋大学） 

 建設時の温度応力と供用時の乾燥を考慮したひび割れ評価手法として、剛体ばねモデル（以

下、「RBSM」と略す。）を用いて、水和過程から極厚部材の応力・ひび割れを追随できる数値解

析手法を開発した。圧縮応力発生時の物性変化に関する構成則について改良の余地があり、水

和熱によるひび割れ、水分移動と乾燥収縮応力の評価も含め、令和 3 年度も継続して取り組む。 

 

(2) コンクリート部材の状態を考慮した浸透挙動解析の手法検討（再委託先：太平洋セメント、

太平洋コンサルタント） 

① モデルによる核種浸透シミュレーション 

 実際の 1F 建屋コンクリート部材の状態を考慮した浸透挙動を解析するため、平成 29 年度～

令和元年度に実施された英知事業「放射性物質によるコンクリート汚染の機構解明と汚染分布

推定に関する研究」（以下、「前研究」と略す。）[2][39]で作成したケイ酸カルシウム水和物（以

下、「C-S-H」と略す。）による Cs、Sr 収着モデルをアルミノケイ酸カルシウム水和物（以下、

「C-A-S-H」と略す。）による Cs、Sr 収着モデル作成に必要な試験方法を検討および実施した。

C-A-S-H による Cs 収着試験の結果より、C-A-S-H 中の Al および環境中の高濃度のアルカリ金属

元素（Na、K）が Cs の収着反応に影響を及ぼす可能性が再確認された。 

 

② ダメージを受けたコンクリートの核種移行評価 

 ひび割れ部を考慮した物質移行の評価に資するデータ取得と、ひび割れを含むコンクリート

の物質移行のモデル化を目的とし、ひび割れ部のモデル化に向けた課題を整理するとともに、

既往研究の事例を参考にひび割れ導入の予察試験を実施し、概ね目標とする幅でひび割れを導

入できる見通しを得た。また、令和 3 年度以降の試験に供する試験体を作製した。
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(3) 実際の核種の種類・濃度を考慮した収着/浸透挙動評価 

① 低濃度領域での 137Cs と 90Sr の競合浸透の評価（再委託先：国立環境研究所、北海道大学）

前研究[2][38][39]において実施したラジオアイソトープを用いた汚染水濃度レベルでの浸

透実験とイメージングプレート（以下、「IP」と略す。）によるオートラジオグラフィを用いた

浸透解析を北海道大学で実施できるよう実験環境を整備し、名古屋大学で開始した浸漬試験の

長期材齢のデータを得た。また、令和 3 年度以降に予定されるひび割れたコンクリート試験体

への Cs と Sr の浸透を解析する準備として、より大きな試験体の加工手順を設定し、浸漬試験

を実施した。 

② α核種のコンクリート部材への収着挙動評価（連携先：JAEA）

α核種が汚染水と接触したコンクリート部材（床・壁面）に浸透する挙動を、実験的に調べ

るための長期浸漬試験を開始した。浸漬条件を検討するため、予めコンクリートと汚染水の接

触条件に関する情報を整理した。また、浸漬試験に用いる Pu および Am を含む浸漬液を調製す

るとともに、予察試験として、セメントペーストおよびエポキシ樹脂の浸漬を開始した。2 か月

の浸漬を継続した後、長期浸漬に係る詳細な条件を決定する予定である。 

(4) 研究推進 

 本研究を推進するにあたり、研究代表者の下で各研究項目間の連携を密にして、研究を進めた。

また、研究実施計画の策定、全体の結果のとりまとめ等を協議するための全体会合をオンライン

で計 3 回開催した。また、令和 2年度第 1 回英知事業ワークショップ（WS）、英知事業の廃棄物関

連課題に係る情報交換会に参加し、CLADS を介したニーズ側との情報交換を実施した他、研究課題

間の情報交換として、北海道大学小崎完教授との会合も開催した。所期の全体計画は概ね順調に

進んだ。 

●令和 3 年度の実施内容および成果

(1) 核種の長期挙動シミュレーションに向けた部材のひび割れ幅・深さと密度を含む状態設定の

検討 

① メソスケールひび割れ解析で必要な各種物性値の取得

乾燥、再吸水を模擬する実験を行うため、試験体を作製し、試験体の乾燥、再吸水によって

生じるマクローメソスケールの変形および水分移動に関するデータを取得した。巨視的な体積

変化挙動（レーザー変位計）、ひび割れの開閉（画像相関法による画像分析）に関する実験的評

価を行った。また、数値解析の構成則構築に必要となる異なる含水状態、温度状態の試験体の

物性値を取得した。 

② メソスケールひび割れ解析の実施とひび割れ量の評価（再委託先：名古屋大学）

RBSMを用いた建設時の温度応力と供用時の乾燥を考慮したひび割れ評価手法について、温度・

水・応力および材齢変化を考慮できるプログラムの開発を継続して進めた。 

 令和 2 年度までのマスコンクリートに生ずる初期ひび割れの影響の高精度化にくわえ、長期

の乾燥によるひび割れに関する数値解析と水分移動について検討した。また、令和 4 年度に実

施する地震におけるひび割れの検討、事故時における代表的な部材についての解析に資する予

備的検討を行った。
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ⅹ 

 

 

(2) コンクリート部材の状態を考慮した浸透挙動解析の手法検討（再委託先：太平洋セメント、

太平洋コンサルタント） 

① モデルによる核種浸透シミュレーション 

 実際のコンクリート部材における長期的な核種の浸透挙動評価として、令和 2 年度から開始

した、材料、配合、炭酸化状態および物質移行係数が異なる条件における Cs、Sr の浸透深さを

計算するための検討を継続し、令和 2 年度までに検討されたコンクリート部材の浸透挙動のモ

デル化手法により、代表的な初期条件および境界条件における核種の浸透深さを計算した。 

 

② ダメージを受けたコンクリートの核種移行評価 

 ひび割れ部を考慮した物質移行の評価に資するデータ取得と、ひび割れを含むコンクリート

の物質移行のモデル化を目的に、令和 2 年度の調査結果を踏まえ、実構造物におけるひび割れ

部を模擬した試験体の作製方法を試行し、実構造物におけるひび割れ部を模擬した試験体の作

製条件を決定した。また、令和 2 年度に成形したコンクリート試験体について、浸透試験開始

前の分析を行った。さらに、コンクリートのひび割れ試料を作製し、安定核種を用いた溶液（0.1 

MCs+Sr 溶液）への浸漬試験を行った。 

 

(3) 実際の核種の種類・濃度を考慮した収着/浸透挙動評価 

① 低濃度領域での 137Cs と 90Sr の競合浸透の評価（再委託先：国立環境研究所、北海道大学） 

 低濃度領域での 137Cs と 90Sr の競合浸透の評価について、ひび割れ部への浸透挙動評価の基礎

検討として、ひび割れを導入したモルタルへの 137Cs と 90Sr の浸透を、IP で計測する技術開発

を行った。放射性同位元素（以下、「RI」と略す。）試験では使用できる試料寸法に制約がある

ことから、ひび割れを有する試料準備とその後の浸漬試験、さらに元素移動が測定できる断面

の取得方法など測定に必要な技術開発を行った。 

 

② α核種のコンクリート部材への収着挙動評価（連携先：JAEA）  

 令和 2 年度から開始した、セメント試料を用いた長期間のα核種浸漬試験を継続し、表層に

おける堆積や内部への浸透の様子を明らかにした。また、コンクリートの部材として、セメン

トの他に、骨材、塗装、鉄筋等を対象に挙げ、それぞれ Pu 等のα核種を含む溶液に浸漬した。

α核種の収着量を求め、各部材を比較し、実際の現場コンクリートを想定した際にα核種が濃

縮しやすい場所を評価した。 

 

(4) 研究推進 

 研究代表者の下で各研究項目間ならびに CLADS 等との連携を密にして、研究を進めた。また、

研究実施計画を推進するための打合せや会議等を開催した。さらに、英知事業の廃棄物関連課題

に係る研究課題間の情報交換として、北海道大学小崎完教授の研究チームとの会合も開催した。 

 

 

 

JAEA-Review 2022-057

- 26 -



1 

はじめに 

1F の事故に伴い汚染した建屋コンクリートは、将来的に解体され、放射性廃棄物となる。事故

の影響を受けた 1～4 号機のコンクリート廃棄物量は、原子炉建屋、タービン建屋を合わせて約 80 

万 ton とも推計され[1]、大量の発生が見込まれるコンクリート廃棄物の処理・処分方法を検討す

るうえで、建屋内の汚染状況の推定は極めて重要である。 

事故後の建屋内には複数の放射性核種（Cs、Sr、α核種等）が存在し、またコンクリートの部

材によって放射性核種との接触状態が異なるため、放射性核種の分布や浸透状況も異なると想定

される。例えば、地震によって構造的な影響を受けたコンクリート部材では、表層からの浸透の

他、ひび割れに沿った侵入による部材内部の汚染や鉄筋の変質が懸念される。一方で、建屋内部

の核種や水分の浸透を抑制するための被覆材が施されてない部材では、コンクリート表面の中性

化（炭酸化）の影響で、汚染水と接すると汚染水から Cs/Sr は表層の炭酸化部位に吸着され、濃

集する。すなわち、高濃度の汚染箇所は部材全体のごく表層のみで、部材によっては内部まで放

射性核種が浸透していない可能性もある。建屋内除染、建屋の解体作業および廃棄物処理処分の

計画を策定する際、実際の部材状態を考慮した放射性核種の浸透挙動シミュレーションによる汚

染状況の推定結果より、部材別・汚染濃度別（例えば、表層 1 cm が高濃度汚染領域、鉄筋までの

かぶりコンクリートがひび割れ影響を受けた中程度汚染領域、それ以深の大多数の限定汚染コン

クリートなど）に分類し、それらの物量を定量的に予測できれば、合理的に除染・処理・処分を

進めることができ、最終的な廃棄物発生量を抑制できる可能性がある。 

本研究では、廃炉作業の設計、すなわち建屋内除染、建屋の解体作業および廃棄物処理処分の

計画を策定する際に必要となる、汚染状況の推定情報に基づいた原子炉建屋内の各鉄筋コンクリ

ート部材における汚染濃度分布定量予測データベース構築を目的とする。 

なお、本研究では核燃料デブリなどにより通常運転条件を超えた温度の影響を受けた部位は対

象としない。これは、通常条件にあるコンクリートでの検討をまず確実に行い、さらに複雑な解

析を要すると想定される部位は通常部位の解析結果をもとにさらに検討することが妥当であると

考えるからである。 

1.
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2

業務計画 

全体計画 

本研究の全体計画図を図 2-1 に示す。 

図 2-1 全体計画図 

(1) 核種の長期挙動シミュレーションに

向けた部材のひび割れ幅・深さと

密度を含む状態設定の検討

① メソスケールひび割れ解析で

必要な各種物性値の取得

（東京大学）

② メソスケールひび割れ解析の

実施とひび割れ量の評価

（名古屋大学）

(2) コンクリート部材の状態を考慮した

浸透挙動解析の手法検討

① モデルによる核種浸透

シミュレーション

（太平洋セメント）

（太平洋コンサルタント）

② ダメージを受けたコンクリートの

核種移行評価

（太平洋コンサルタント）

b.状態検討

c.試験体作製および評価

d.安定核種を使用した浸透試験

（太平洋セメント）

(3) 実際の核種の種類・濃度を考慮した

収着/浸透挙動評価

① 低濃度領域での137Csと90Srの

競合浸透の評価

（北海道大学）

（国立環境研究所）

② α核種のコンクリート部材への

収着挙動評価

（原子力機構）

(4)  処理・処分を見据えたコンクリート

廃棄物の状態検討

（太平洋コンサルタント）

（国立環境研究所）

(5) 研究推進

（東京大学）

（支援：国立環境研究所）

△は全体会合

a.ひび割れが核種移行に与える影
響に関する文献調査

e.安定核種を使用した試験に基づ
く核種の移行評価

　　年度
令和２年度 令和３年度 令和４年度

項目

実験手法検討・準備

モデル開発方針検討・立案 開発モデルでの解析

各種物性値取得

△ △ △△

全体・個別会合開催

・全体とりまとめ

まとめ・評価 まとめ・評価

解析・検証・まとめ

解析検証用データ取得・まとめ

まとめ・評価

△ △

モデル検討

試験準備

測定

試験実施

調査検討・まとめ

要素研究フェーズ

（基礎データ取得、モデル化手法検討）

評価・検証フェーズ

（基礎データ/モデル化検討とりまとめ）

試験体作製

モデル検討 まとめ

まとめ計算・データ取得計算・データ取得

材料分析・試験体成形・養生

手法検討・まとめ手法検討手法検討

調査・情報収集・整理

測定・解析 測定・解析・まとめ

実験支援 実験支援 実験支援・まとめ

試験実施・まとめ

とりまとめ支援

△ △

全体・個別会合開催
進捗確認・全体とりまとめ

全体・個別会合開催
進捗確認・全体とりまとめ

試験体の作製条件検討 試験体作製試行・作製条件決定

浸透試験開始前分析

安定核種を用いた浸透試験 浸透挙動評価

浸透挙動のモデル化手法の検討

△

2.

2.1
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3 
 

 

本研究の全体像を図 2-2 に示す。前研究[2][38][39]では、セメント系材料における核種の

浸透・収着挙動に関する基礎的な知見とデータを集積した。本研究は、前研究[2][38][39]で

得た知見に加え、実際のコンクリート部材の状態を考慮した放射性核種の長期的な浸透挙動

を解明することにより、実環境と変質履歴を考慮した汚染状況を推定し、最終的には汚染鉄筋

コンクリートの物量を汚染濃度別に定量的に予測することを目指す。本研究は、令和 2 年度よ

り開始し、令和 4 年度までに核種浸透挙動の評価方法および予測手法の構築を目指す。 

 

 

 
 

図 2-2 研究の全体像 
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4

実施体制 

本研究の実施体制図を図 2-3 に示す。 

図 2-3 本研究の実施体制図 

2.2
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5

実施内容および成果 

核種の長期挙動シミュレーションに向けた部材のひび割れ幅・深さと密度を含む状態設定

の検討 

メソスケールひび割れ解析で必要な各種物性値の取得 

令和 2 年度までの実施内容および成果（概要） 

東京大学は、メソスケールのひび割れ挙動を評価するための構成則に資するデータと検

証用となるデータの取得を目的に、乾燥、再吸水によって生じる力学特性（強度、ヤング率）

の変化ならびに体積変化を取得可能な試験体の作製、乾燥、再吸収、外部拘束等を模擬する

ための治具の作製、試験体の弾性係数の変化を測定可能な治具の作製を行い、実験手法の確

立に向け予備試験を実施した。また、令和 3年度に向けた試験体の作製を行った。 

令和 3 年度実施内容および成果 

東京大学は、乾燥、再吸水を模擬する実験を行うため、試験体を作製し、試験体の乾燥、

再吸水によって生じるマクロ～メソスケールの変形の取得を目的として、巨視的な体積変

化挙動（接触型変位計）、ひび割れの開閉（画像相関法による画像分析）に関する実験的評

価を行った。また、数値解析の構成則構築に必要となる異なる含水状態、温度状態の試験体

の物性値を取得した。 

① 巨視的な体積変化挙動

巨視的な体積変化挙動の測定は、厚さ 3 mm×幅 13 mm×長さ 100 mm の薄肉モルタル試験

体を対象に接触型変位計による長さ変化により取得した。測定には、水中養生 28 日以上を

行った飽水状態を基準状態とし、20 ℃、40％RH で暴露中の長さ変化をマイクロメータ、質

量変化を電子天秤により経時的に取得し、質量変化が収束するまで測定し、その時点を

20 ℃、40％RH の乾燥収縮ひずみ、含水率とした。その後、長手方向の両端に接触式デジタ

ルセンサ（KEYENCE 社 GT2-P12K、分解能 0.1 µm、横向き設置時測定力 0.95 N）を接触させ

た状態で人工海水に浸漬し、浸漬中の長さ変化を連続的に計測した。吸水中の長さ変化を図

3-1 に示す。図に示されるように、吸水中の膨潤挙動を対数軸でみると、3 分（180 秒）経

過付近でいちど膨潤が停滞した後に、3 時間（10800 秒）経過から再び膨潤が進展する傾向

がみられた。 

図 3-1 吸水中の長さ変化 
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② ひび割れの開閉

ひび割れの開閉の観測は、外部拘束条件下で乾燥収縮により貫通ひび割れを導入した 100

×190×7.5 mm 板状モルタル試験体を対象にデジタル画像の撮影および画像相関法分析を

実施した。画像の取得および画像相関法分析には、USB カメラ（FLIR 社 Grasshopper3、モ

デルGS3-U3-51S5M-C、画素数5.0 MP、フレームレート75 FPS、イメージセンサーSony IMX250、

Mono）、レンズ（Computar 社 1.1 型サイズカメラ用 12 メガピクセルレンズ、モデル V3528-

MPY、f=35 mm、F2.8）、LED リングライト、画像相関法ソフトウェア（Correlated Solutions

社 VIC-2D）を用いた。試験体は、水中養生 28 日以上を行った試験体に対して、回転研磨板

による観察面と観察裏面の湿式研磨、研磨面全面の白色プライマーの塗布、観察面へのつや

消し黒色スプレーによるスペックルパターンを作製し、室温硬化型変性アクリル系樹脂モ

ルタルにより拘束治具と接着した。試験体、外部拘束、乾燥、再吸水の概要を図 3-2 に示す。

樹脂モルタルの硬化後、基準画像を撮影し、20 ℃、40％RH 環境で、1日おきに比較画像を

撮影し、貫通ひび割れの発生を確認しつつ、計 5日間暴露を行い、乾燥過程の観測を実施し

た。その後、乾燥面の片側を十分な人工海水で満たし、1 日おきに比較画像を撮影し、計 7

日間、吸水過程の観測を実施した。乾燥 5 日後の画像を基準画像としたときの吸水 1 日後と

7 日後の画像相関法の結果を図 3-3 に示す。左側の画像は、最大主ひずみの分布を示し、値

の増加は、モルタルマトリクスの膨潤に相当する。右側の画像は、最小主ひずみを示し、値

の減少は、ひび割れの閉塞に相当する。右側の画像に注目すると、試験体右側に縦方向に伸

びる赤線が確認できるが、これが貫通ひび割れの位置に相当し、赤色であることは、ひび割

れが閉塞していることを示す。左上の画像に注目すると、右側で見られた縦方向に伸びる赤

線の位置の両側に、うっすらと縦方向に伸びる緑線が確認できるが、これが貫通ひび割れに

沿って侵入した水分がひび割れ面のマトリクスに浸透して膨潤しているものと考えられる。 

図 3-2 ひび割れの開閉観測実験概要 
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図 3-3 吸水によるひずみ分布の変化 

③ 異なる含水状態、温度状態の物性値

異なる含水状態、温度状態の圧縮強度の取得は、2×2×4 cm 小型モルタル試験体を対象

に一軸圧縮試験を実施した。試験には、アムスラー式万能試験機を用いて、荷重計が急激に

低下するまで載荷を行い、最大荷重を測定した。試験体は、水中養生 28 日以上を行った試

験体（飽水）、水中養生 28 日後から 20 ℃、40％RH 環境下で恒量に達した試験体（20 ℃、

40％RH）、水中養生 28 日後から 40 ℃環境下で恒量に達した試験体（40 ℃）の 3つの乾燥

状態である。圧縮強度と乾燥状態の関係を図 3-4 に示す。異なる含水状態、温度状態の動ポ

アソン比、動ヤング率の取得は、厚さ 3 mm の薄肉モルタル試験体を対象に超音波伝搬速度

試験を実施した。試験には、OLYMPUS 社製超音波伝搬速度測定器、縦波、横波のトランスデ

ューサーを用いて、反射法により縦波、横波それぞれの伝搬速度を測定し、弾性理論により

動ポアソン比と動ヤング率を算出した。動ヤング率の算出に必要となる見かけの密度は、ア

ルキメデス法による取得した飽水状態の見かけの密度および、それぞれの乾燥状態の含水

率から同定した。それぞれの乾燥状態における見かけの密度を図 3-5 に示し、動ポアソン比

を図 3-6、動ヤング率を図 3-7 に示す。図に示されるように、乾燥後の圧縮強度、動ポアソ

ン比、動ヤング率は飽水時と比較して低下することが確認された。 

図 3-4 異なる含水状態、温度状態の圧縮強度 
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図 3-5 異なる含水状態、温度状態の見かけの密度 

図 3-6 異なる含水状態、温度状態の動ポアソン比 

図 3-7 異なる含水状態、温度状態の動ヤング率 

まとめ 
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・画像相関法によるひび割れの開閉を観察した結果、拘束条件下で乾燥を受けたモルタル

試験体に貫通ひび割れが発生すること、その後、吸水によってモルタルが膨潤し、貫通

ひび割れが閉塞する挙動が確認された。

・異なる含水状態、温度状態の圧縮強度、動弾性係数、動ポアソン比を測定した結果、飽

水時から乾燥によって低下する傾向が確認された。
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メソスケールひび割れ解析の実施とひび割れ量の評価 

（再委託先：名古屋大学） 

令和 2 年度までの実施内容および成果（概要） 

本研究は、原子力発電所の鉄筋コンクリート（RC）造建物で発生する一般的な劣化現象に

おけるひび割れ挙動（ひび割れ量、ひび割れ幅）を、適切に評価できる数値解析手法を開発

することを目的としている。 

令和 2 年度は、RBSM に基づき、巨大 RC 壁構造物のひび割れ挙動を評価した。初期経年で

の熱ひび割れを模擬するため、指針や実験に基づいて、セメント水和による発熱、温度履歴

による体積変化、クリープ挙動を考慮した[3][4][5]。硬化過程の影響を考慮するために、

この目的のために新たに開発された時間依存性構成則：Time dependent constitutive laws 

（以下、「TDC」と略す。）を採用した。これまでの結果から、温度履歴と応力履歴は一定程

度の再現ができたが、温度応力による局所的な貫通ひび割れの再現ができなかった。また、

長期使用時に一般的に発生する乾燥収縮割れの予備解析を実施した。その結果、水分勾配と

分布した表面ひび割れが観察された。 

令和 3 年度実施内容および成果 

令和 3 年度は、大断面コンクリート部材のひび割れ幅を定量的に評価するために、提案手

法の開発を継続したものである。大断面 RC 壁構造物のひび割れ解析を実施し、温度ひび割

れの特性を再現することができた。その後、初期から長期使用期間にわたる温度と水分に関

わる現象を考慮した時間依存性ひび割れ解析を実施した。温度応力による局所的な貫通ひ

び割れや乾燥収縮による表面ひび割れが解析により表現できた。さらに、RBSM では液水の

吸水過程についての導入を行った。1F での事故後、原子力発電所の建物は海水で浸水した

状態がしばらく続いた。このとき、コンクリートの膨張を誘発する液状水の浸入が発生した

と考えられる。このコンクリート膨張は、既存のひび割れの閉塞を誘発する可能性がある。

時間依存のひび割れ挙動を適切に評価するためには、液水の取り込みとコンクリートの膨

張を考慮する必要がある。以下、各解析の詳細について説明する。 

① 大断面鉄筋コンクリート（RC）壁部材の温度ひび割れ解析

公益社団法人日本コンクリート工学会（以下、「JCI」と略す。）で実験的に検討された大

断面 RC 壁部材の初期温度ひび割れを定量的に評価するために、提案する数値解析手法の開

発を継続した。JCI が発行した「マスコンクリートのひび割れ管理指針 2008」の実験シリー

ズ 2 に引き続き着目した。計算結果は、JCI 発行の「マスコンクリートのひび割れ管理指針

2008」の参考実験[3]と照合して妥当性を確認した。 

RBSM にて参考実験の模擬を試みた。最初に水和発熱を考慮した熱伝導解析を実施し、次

に力の釣り合いを解いた。提案した手法の詳細と解析フローについては、令和 2 年度の報告

書に記載した。令和 3 年度は、熱応力による局所的な貫通ひび割れを再現し、ひび割れ幅を

定量的に評価するための TDC をさらに改善した。また、温度ひび割れの発生に不可欠な現象

として、自己収縮があることを明らかにした。以下、開発内容および結果について述べる。 

1) 提案手法の開発

TDC

3.1.2

(1)

(2)

a)
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RBSM では、応力負荷条件下での物性変化を適切に評価するために、TDC を導入した。このモ

デルは、I. Maruyama らによって開発された TDC を元としている[6]。TDM は令和 2 年度か

らさらに発展させ、硬化過程による物性変化と原点移動過程によるマイクロクラックの影

響を導入した。物性変化やマイクロクラックによる塑性変形を考慮し、ひずみと新構成則を

改善した。 

コンクリート材料の自己収縮

コンクリートの自己収縮（W/C=0.55）は、後期になると 10％の引張応力を増加させるこ

とが報告されているので、RILEM の報告[4]に従って、早い時期の巨大コンクリート構造物

の自己収縮を考慮することとした[7]。解析では、JCI 指針[3]の式に基づいて、水セメント

比と最高履歴温度に依存する自己収縮ひずみを算出することとした。 

解析フローの見直し

数値解析のフローを見直し、自己収縮を考慮するようにした。クリープの計算と同様に重

ね合わせの原理で自己収縮を求め、RBSM の初期ひずみとして採用した。 

2) 解析結果

セメントの水和による発熱と養生時の放熱については、測定点の温度履歴を再現し、実験

とよく一致した（図 3-8）。 

拘束された状態では、温度履歴や機械的性質の変化に応じて温度膨張や温度収縮が起こ

り、温度応力が発生する。この温度応力は、最終的に温度が周囲環境と平衡になった後にも

コンクリート構造物内に残存する。本解析では、線膨張係数を一定とし、JCI の指針[3]に

基づいて力学的性質の変化を求めた。提案手法の有効性を検証するために、壁面中央部にお

いて水平方向（拘束条件と同じ方向）に発生する応力を抽出して検討を行った（図 3-9）。

温度上昇の最大点では、1.2 MPa の圧縮応力が発生した。圧縮応力が緩和される（引張応力

が加算されていく）タイミングと応力は、実験と一致している。引張応力は発生後、引張強

度に達した後にひび割れが発生して、除荷が生ずるのが一般的である。応力履歴の一般的な

傾向は十分に再現された。しかし、最高温度到達後の引張応力の発生速度は実験より早く、

また値も大きい。一方で最大引張応力は実験より低かった。数値解析で応力を抽出する点で

は、貫通ひび割れからの距離や周囲の鉄筋の拘束の影響を受けるため、本解析はこれらの影

響を考慮すると、良い傾向を示していると考えられる。 

b)

c)

a)  温度履歴

b)  応力変化
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図 3-8 温度履歴 図 3-9 マスコン部材中の応力履歴 

図 3-10 測定点付近の要素応力評価の感度 図 3-11 熱ひび割れの分布 

実験では、ロードセルに作用する力を弾性ひずみに換算してコンクリートの応力を評価

する有効応力計を用いて応力履歴を計測した。評価される応力は、その剛性、ロードセル部

の長さ、周囲のコンクリートの剛性に大きく依存する[8]。一般に、有効応力は過大評価さ

れることが多く（現実のコンクリート応力の 1.1 程度）、較正が必要とされている。参考実

験では較正に関する報告がないため、コンクリート応力の測定値は修正が必要である可能

性がある。 

数値解析では、図 3-10 に示すように、ひび割れ発生後、測定点近傍のコンクリート要素

の応力が敏感になると考えられるため、測定点近傍のコンクリート要素から平均化した応

力履歴を用いたが、解析における応力履歴のばらつきは同様の傾向を示し、実験結果との対

応は良好と判断した。 

応力履歴の他に、図 3-11 に示すように、マスコンクリート壁構造における熱応力による

局所的な貫通ひび割れを再現した。また、マスコンクリート壁構造におけるひび割れの特性

c)  ひび割れ
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（貫通ひび割れの数、総ひび割れ幅、平均ひび割れ間隔）は実験（表 3-1）と整合している。

また、しかし、解析で得られたひび割れの発生時間は、実験と比較して早かった。 

表 3-1 熱ひび割れの特性 

ひび 

割れ 

本数 

ひび割れ 

間隔 

（m）

時間 
ひび割れ開始時間（時間） 

ひび割れ幅（mm） 

場所 W1 W2 W3 W4 W5 

実験値 

4 

3.8, 3.8, 

2.4, 2.8, 

2.2 

ひび割れ 192 167 264 192 

E 0.18 0.53 0.20 --- 

C 0.20 0.41 0.15 0.09 

解析 

4 

5.0, 1.75, 

2.25, 2.0, 

4.0 

ひび割れ 110 175 100 155 

E 0.197 0.325 0.238 0.350 

C 0.280 0.111 0.317 0.153 

鉄筋コンクリート造の大断面壁構造物のひび割れ近傍の鉄筋ひずみ分布 

局所的な貫通ひび割れが発生した後、鉄筋とコンクリートの付着挙動はひび割れ幅を評

価する上で重要な要素である。提案手法では、鉄筋を離散モデル（梁要素）として明示的に

モデル化することで、鉄筋の構造応答を再現することができた。図 3-12 は、ひび割れ部近

傍の水平鉄筋の鉄筋ひずみ分布を示している。参考文献中に記載されている実験シリーズ 2

については、鉄筋のひずみ分布の実験データがない。しかし、同じ種類の鉄筋と同様のコン

クリートを用いていることから、実験シリーズ 1 の結果を用いて比較した。同じ直径と鉄筋

比であれば、鉄筋のひずみ分布は類似する傾向を示すので、同様な試験体を抽出して比較を

行った。鉄筋のひずみ分布が実験とよく一致していることから、提案した方法が鉄筋コンク

リート付着挙動を評価可能であると判断された。

d)
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図 3-12 局所的な貫通亀裂を挟んだ鉄筋のひずみ分布 

② 巨大鉄筋コンクリート壁構造の初期から長期にわたる時間依存性ひび割れ解析

長期間の使用では、乾燥が進み、コンクリート表面に分布したひび割れが発生する。この

乾燥収縮ひび割れは、水、Cs や Sr イオン、炭酸ガスなどの劣化物質の侵入を促進し、コン

クリートの耐久性に重大な影響を与えうる。令和 3 年度は、大断面 RC 壁構造物の累積劣化

を適切に評価するために、打ち込みから供用期間中の範囲での計算を行った。 

1) 原子力発電所における巨大鉄筋コンクリート構造物の参考条件

本研究では、過去の実験調査に基づいて解析条件を付与した。計算に使用したコンクリー

ト組成は、原子力発電所建屋の条件[9]で求めた。 

セメントの種類、単位セメント量、水セメント比は、ポルトランドフライアッシュセメン

ト B 種、330 kg/m3、0.55 とした。28 日ヤング率、引張強さ、圧縮強さは、それぞれ 22500、

2.372、25.58 MPa であった。鉄筋は縦筋、せん断筋ともに D38 の鉄筋を採用した。 

初期材齢では、セメント水和熱、コンクリート表面での放熱、硬化過程での物性発現、初

期クリープ挙動、自生収縮は、前節の熱ひび割れ解析と同様に設定した。 

乾燥過程では、乾燥前の水分移動、機械的性質の変化、および基本的なクリープ挙動を考

慮した。参考条件として、浜岡原子力発電所建屋の長期乾燥状態（Rymes, J. et al[10]）

で得られた巨大 RC 壁構造物の水分分布にキャリブレーションした水分移動係数を使用した。 

図 3-15 は、解析による壁厚全体の水分分布を示したものであり、実験と整合している。

乾燥工程が物性に及ぼす影響については、過去の実験および数値研究（Sasano, H. et al 

[11]）に基づき検討した。また、機械的性質の劣化は、後述するコンクリート中の含水率に

基づき判断した。 

大断面壁部材の解析

早期（局所的な貫通ひび割れ）から長期使用（分布した表面ひび割れ）までのひび割れ幅

を適切に評価するため、解析モデルおよび条件を設定した。 

大断面壁部材のモデル

解析では、RC 壁構造物の長さ、厚さに対して形状の対称性を考慮した境界条件を持つ 1/4

モデルを採用した。図 3-13 に参考供試体モデルの供試体形状と鉄筋配筋を示す。このモデ

ルは、75 mm サイズのコンクリート要素 26,525 個で構成され、縦筋と横筋には 2 層鉄筋を

採用した。また、RC 壁の周囲には隣接する RC 部材を剛性の高い板要素でモデル化し、200 

2)

a)
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GPa の大きな剛性を持たせた水分移動と構造解析の境界条件（図 3-14）は、現実的な現象を

できるだけとらえるように設定した。 

鉄筋コンクリート壁構造物における乾燥過程の水分移動について

本研究では、コンクリート中の相対含水率に依存する水分移動係数を用いた[12]。乾燥過

程では、水分移動とコンクリート表面での蒸発は以下の式（3-1）、（3-2）で表現した。 

ここで、R は相対含水率（-）、ω は体積換算係数、W�  はセメント水和による水分消費量

（本研究では考慮しない）、D�R� は飽和依存水分拡散係数（mm2/s)、Renv は平衡時の相対水

分量である。n は乾燥面の単位ベクトル、denv はマトリックスから環境への水分移動の境界

条件のための仮想距離（5 mm）である。 

水分輸送計算の検証は、長期乾燥期間後に各深さで実験的に調べた水分量と比較するこ

とで行った。厚さ 1.5 m の壁に関する予備解析から、図 3-15 に示すように、水分分布は実

験と一致させた。 

図 3-13 大断面壁部材の形状と鉄筋の配置変更 

乾燥過程における力学的性質の変化

乾燥の進行に伴い、力学的性質が変化することがわかった[11]。コンクリート材料が不均

一であるため、モルタルや骨材の収縮ひずみの違いにより、コンクリート内部に微小亀裂が

発生し、圧縮強度やヤング率などの機械的性質が低下するからである。コンクリートの力学

1
ω

∂R
∂t � ∂

∂x �D�R� ∂R
∂x� �W� （3-1） 

∂R
∂n � D�R�

denv
�R�Renv��� （3-2） 

b)

c)
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的特性の変化は、相対含水率に依存した関数として表現することとし、実験データ[11]に合

うようにキャリブレーションカーブを作り、計算で採用した。 

図 3-14 境界条件 

図 3-15 巨大 RC 壁構造物の長期乾燥過程に関する実験（Rymes, J. et al[10]）と予備解析 

解析フロー

本項目では、水分移動、乾燥過程での力学的性質の変化を含む解析フローを採用した。水

分輸送は、熱輸送の後に計算した。機械的性質の変化と乾燥収縮は、それぞれ初期段階での

d)
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硬化過程と熱膨張と同じであると考えた。この解析フローにより、初期材齢から供用期間 30

年までの時間依存性ひび割れ解析が行われた。この解析では、計算を 660 ステップに分解し

た。計算時間を最短にするため、1時間から 3ヶ月まで段階的に増加させた。 

3) 解析結果

温度・水分分布

図 3-16 に大断面における温度分布と水分分布を示す。水和熱の蓄積と表面での熱放出に

よる温度勾配が再現された。温度は 30 日前後で周囲と平衡状態に到達した。表面での水分

の蒸発による水分分布も再現された。水分分布は施工後 1年前後で明確に観察され、肉厚全

域で継続的に発達した。 

水平方向および垂直方向の応力分布

拘束条件下での体積変化については、拘束応力が表現された（図 3-17）。壁面中央部では、

温度上昇に伴い、内部拘束による圧縮応力が再現された。最高温度以降、圧縮応力は緩和さ

れ、引張応力に変化した。引張応力は継続的に蓄積され、ひび割れが高拘束領域に集中する

ことがわかった。また、ひび割れ発生後の引張応力緩和も再現された。30 年間の長期乾燥

による体積変化に起因したコンクリート中の引張応力は、鉄筋－コンクリート間の付着挙

動により、コンクリートにひび割れが発生したあとは鉄筋に伝達される。その後、引張応力

は破断部間のコンクリートに徐々に蓄積され、その後の乾燥工程で新たなひび割れを発生

させた。全体的に等間隔（2 次元的に）ひび割れが生じるのはこの付着挙動によってである。 

亀裂の分布

図 3-18 は、長期供用期間後において解析された局所的な貫通ひび割れと分布した表面ひ

び割れを示している。 

初期では、高い拘束条件により、まず支持部付近で局所的な貫通ひび割れが発生した。そ

の後、壁体内部に局所的なひび割れが発生した。後者の局所的なひび割れは、内部拘束によ

り壁厚中央部で発生し、壁面に向かって伝播した。長期乾燥後、壁面に分布する表面ひび割

れが再現された。また、コンクリート表面から発生したひび割れは、壁厚の中心に向かって

進展した。コンクリートの乾燥収縮は、すでに存在していた局所的な貫通ひび割れを著しく

拡大させた。 

30 年間の長期乾燥の結果、局所的な貫通ひび割れと分布ひび割れの平均幅は、それぞれ

約 0.6 mm と 0.03 mm となった。この解析結果は、既存の検討と同様の結果となっている

[13][14][15]。 

実際、初期から長期にわたるひび割れ挙動は、巨大な RC 部材の拘束容積の変化に起因す

るものであった。つまり、支持体からの拘束条件が時間依存的なひび割れ挙動に大きな影響

を及ぼしていることがわかる。また、支持体のモデルが簡略化されているため、計算結果は

現実的な条件から乖離していると推察される。今後、より現実的な拘束条件も考慮して検討

を進める。修正の方向性としては、1)RC 壁は弾性剛体要素でモデル化された隣接する RC 部

材によって拘束される、2)施工段階に応じて拘束条件を適切に割り当てる、3)RC 壁は初期

状態では隣接する全ての RC 部材によって拘束されていないため、隣接する RC 部材が施工

された後に拘束条件を設定する、というものである。 

a)

b)

c)
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図 3-16 温度と 

水分分布 
図 3-17 水平・垂直方向の応力分布 

図 3-18 3 次元ひび割れ分布
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③ セメント系材料における吸水過程の RBSM への適用

セメント系材料の吸水については、他の多孔質材料と比較して異常な挙動が観察される。

この挙動は、セメント水和物である C-S-H の吸水中の膨潤に基づく空隙構造変化にある。こ

のメカニズムに基づく水分移動構成則を検討し、既存の実験結果と比較検証を行った。 

液水の取り込みのメカニズム

令和 3 年度は、コンクリート中の液体水の取り込みに関する開発を目指した。セメント系

材料への液水吸上げを考慮した水分移動シミュレーションの数値モデルを開発した。一般

に、液水の吸い上げは、毛細管現象によって多孔質構造体内部に生じる。液水浸透の特性（浸

透深さ、吸収水量など）は、時間の平方根に比例している。しかし、セメント系材料は異常

な挙動を示し、この傾向から逸脱する。最近の研究により、この異常な挙動は C-S-H 構造の

コロイド挙動によるものであることが判明した[16][17][18]。吸水過程では、まず最も大き

な孔に水が吸収され、その後、C-S-H 層構造への水の再配分が起こる（図 3-19）。このよう

な動的な構造変化と各相の拡散速度の違いにより、吸収プロセス中に拡散速度が低下して

時間の平方根に対する比例関係から逸脱するようになる。 

水分移動解析

本研究では、異常な液水吸収挙動を捉えるために、飽和依存性だけでなく、動的な組織変

化を考慮した水分移動解析をさらに発展させた。前節の支配方程式を用いたが、拡散係数は 

Janota, M. et al[18]が提案した数値モデルに基づいて計算した。拡散係数と細孔緩和の

式は以下の式（3-3）、（3-4）のように記述される。 

ここで、Φ、S、Dはそれぞれ各相の空隙率、飽和度、拡散係数（-、-、mm2/s)である。Φi、
 Φ��は各相の飽和度（-）における動的空隙率および平衡空隙率である。𝜏𝜏���は毛細管孔の緩

和時間（hrs）である。収着の間、毛細管孔と層間孔は同じ緩和時間を持つゲル孔に変化す

る。細孔分布は各ステップで緩和された後に更新される。現実的な条件では、吸収された水

はまず大きな孔に入り、小さな孔に再分配される。交換が速いため、吸収された水は含水率

に応じて再分配後の空隙構造にすぐに変化すると仮定した。 

参考実験[18]に基づき予備解析を行った結果、実験および数値解析と良い一致を示した

（図 3-20）。

𝐷𝐷 � 𝛷𝛷��𝐷𝐷��
𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � 𝑆𝑆��

𝛷𝛷��
� � 𝛷𝛷���𝐷𝐷���

𝑒𝑒 � 1 �𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑆𝑆���
𝛷𝛷���

� � 1� � 𝛷𝛷���𝐷𝐷���
𝑒𝑒 � 1 �𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑆𝑆���

𝛷𝛷���
� � 1� 

（3-3） 

∂Φi
∂t � Φi�-Φi

τcap
;i ∈ �il,cap�

（3-4） 

1)

2)
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図 3-19 セメント系材料の液水異常吸着に関する模式図[16][17][18] 

モルタルへの液体吸水への応用

開発した水分移動解析を用いて、1F 建屋で使用されているコンクリートと同じ混合特性

を持つ普通ポルトランドセメント（以下、「OPC」と略す。）およびフライアッシュセメント

（以下、「FAC」と略す。）モルタルの吸水試験を実施した。ほとんどのパラメータは実験に

基づいて決定した。層間、ゲル、毛細管孔の拡散係数（Dil、DGel、DCap）はそれぞれ

3.857×10-9 m2/s、2.314×10-8 m2/s、1.157×10-7 m2/sとした。毛細管と層間空間の緩和時

間は実験結果に合うように較正した（τcap=5 hrs）。解析から得られた浸透深度と吸水量を

時間の平方根でプロットし、参考実験と比較した。図 3-20 に示す結果から、時間の平方根

で進行する浸透深度を再現することができる。また、初期傾斜、変曲点、異常な挙動に伴う

傾斜の減少も再現できた。しかし、吸水量は再現できていないので今後の改善が必要である。 

さらに提案手法では、吸水過程（図 3-21）での水分分布がまだ再現できていない。解析

では、液水に接触した部分における平坦な水分分布が確認できず、提案手法では実験におけ

る液状水分の取り込みの特徴を再現することができなかった。水分分布の不一致は、高含水

率における水分移動係数が実情より小さいことに起因している可能性がある。水分の移動

係数は、拡散係数から変換するのではなく、毛細管吸引力に基づいてモデル化する必要があ

る。このため、令和 4年度も引き続き調査を行う。

3)
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図 3-20 液体水の異常取り込み特性の比較 

青色は実験によるデータ、黒色は解析によるデータ。点 A は線形関係から外れることが 

観測された変曲点、点 B は線形関係から外れることが観測された変曲点[17] 

図 3-21 液体水分取り込み時の水分分布の比較[17] 
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まとめ 

本研究では、原子力発電所の巨大鉄筋コンクリート部材（部材厚が大きい）の経年劣化に

伴う時間依存性ひび割れ解析を実施した。RBSM で用いられている構成則をさらに発展させ、

初期水和発熱と供用期間中の長期乾燥によるひび割れ挙動を予測するために使用した。初

期材齢については、温度と応力の履歴を十分に再現することができた。また、ひび割れを介

して局所的に発生する熱応力は、本手法により良好に再現できることが確認された。温度ひ

び割れの特性（ひび割れ数、ひび割れ幅の合計、平均ひび割れ間隔など）は、既往の実験と

同程度であった。また、鉄筋を明示的にモデル化することにより、鉄筋の結合挙動を再現す

ることができた。 

長期乾燥プロセスでは、初期から使用期間にかけての時間依存のひび割れ進展挙動を評

価できた。壁圧の大きい壁構造の乾燥過程による水分分布を適切に再現することができた。

また、乾燥収縮に伴う表面ひび割れを合理的に再現することができた。解析結果では、早期

の局所的なひび割れは、支持体から拘束方向に沿って発生し、その後、壁体内部へ伝播した。

また、コンクリートの長期乾燥収縮は、表面ひび割れの発生だけでなく、既存のひび割れを

拡大させることがわかった。このことは、耐久性の観点からも大きな問題である。また、鉄

筋コンクリート部材の経年劣化により発生したひび割れが物質透過を促進し、構造性能の

劣化を促進する可能性がある。 

今後、使用期間に応じたひび割れの時間依存性解析の精度を高めていく予定である。コン

クリートの体積変化によるひび割れ挙動には、拘束条件が大きく寄与している。そのため、

施工段階から逐次拘束条件を検討する必要がある。また、令和 3 年度に継続して吸水挙動に

関するモデル化も進め、事故後の吸水挙動、とくにひび割れに着目した検討を令和 4 年度進

めていく予定である。 

(3)
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コンクリート部材の状態を考慮した浸透挙動解析の手法検討 

（再委託先：太平洋コンサルタント、太平洋セメント） 

モデルによる核種浸透シミュレーション 

令和 2 年度までの実施内容および成果（概要） 

令和 2 年度は、実際の 1F 建屋コンクリート部材の状態を考慮した浸透挙動解析を行うた

めの一方策として、前研究[2][39]で作成した C-S-H による Cs、Sr 収着モデルを C-A-S-H に

よる Cs、Sr 収着モデルに拡張することを検討した。C-A-S-H による Cs、Sr 収着試験の結果

より、C-A-S-H 中の Al が Cs の収着反応に影響を及ぼす可能性が示唆された。また、高濃度

のアルカリ金属元素が共存する環境では、収着量が減少する可能性が示唆された。 

令和 3 年度実施内容および成果 

本項目では、実際のコンクリート部材における長期的な核種の浸透挙動評価として、令和

2 年度[19]から開始した、材料、配合、炭酸化状態および物質移行係数が異なる条件におけ

る Cs、Sr の浸透深さ計算に関する検討を継続し、令和 2 年度までに検討されたコンクリー

ト部材の浸透挙動のモデル化手法により、代表的な初期条件および境界条件における核種

の浸透深さを計算した。 

① セメントペーストの主要水和物による Cs、Sr 収着モデル

本研究は、令和 2 年度[19]において、セメントペースト中の主要な水和物である C-A-S-H

が、材料および配合、炭酸化状態によって Ca/(Al+Si)モル比（以下、「C/(A+S)比」と略す。）

が変化し、Cs、Sr の収着および浸透深さに大きく影響することに着目し、C-A-S-H の Cs、

Sr収着モデルを作成するため、異なるC/(A+S)比の C-A-S-Hの合成およびC-A-S-Hへの Cs、

Sr 収着試験を行った。近年、セメントペースト中でカルシウムシリケート水和物が C-S-H

ではなく C-A-S-H の組成として存在する要因として、セメント間隙液中のアルカリ金属元

素による電荷補償によって、間隙液中の Al(OH)4－が C-S-H 中の Si(OH)4と置換されることが

挙げられている[20]。したがって、本研究においても、C-A-S-H 合成時に Na もしくは K を

共存させた。 

令和 3 年度は、令和 2年度に引き続き、C-A-S-H による Cs、Sr 収着試験を行い、C-A-S-H

による Cs、Sr 収着モデル作成した。 

1) C-A-S-H の合成

表 3-2 に、本研究で合成した C-A-S-H の水準を示す。試料名は、CASH の後に設定した

C/(A+S)比と共存させたアルカリ金属元素を記載して、CASH0.7(Na)、CASH0.9(Na)、

CASH0.9(K)、CASH1.0(Na)、CASH1.0(K)とした。また、合成時に計量した原料の化学組成の

モル比は、Ca/Si を「C/S」、Al/Si を「A/S」、Na/Al を「N/A」、K/Al を「K/A」とした。令和

3 年度は、令和 2 年度[19]と同様に、目標の組成となるよう水酸化カルシウム、非晶質シリ

カ、アルミン酸カリウム三水和物の各試薬を所定量計量して混合粉体とし、Ar 雰囲気下の

グローブボックス内で純水を液固比 30 となるよう加え、50 ℃で 3 週間、ハンドシェイク 1

回/毎営業日の条件で CASH1.0(K)を合成した。 

3.2

3.2.1

(1)

(2)
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表 3-2 合成した C-A-S-H の原料の化学組成および合成年度 

試料名 
原料の化学組成（モル比） 合成年度 

C/(A+S) C/S A/S N/A K/A 令和 2 年度 

CASH0.7(Na) 0.7 0.8 0.15 1.5 令和 2 年度 

CASH0.9(Na) 0.9 1.0 0.15 1.5 令和 2 年度 

CASH0.9(K) 0.9 1.0 0.15 1.5 令和 2 年度 

CASH1.0(Na) 1.0 1.2 0.15 1.5 令和 2 年度 

CASH1.0(K) 1.0 1.2 0.15 1.5 令和 3 年度 

2) C-A-S-H の Cs、Sr 収着試験

表 3-3 に、本研究で実施した C-A-S-H の Cs、Sr 収着試験の水準を示す。「●」は、令和 2

年度に実施した水準、「〇」は令和 3 年度に実施した水準を示す。令和 3 年度の収着試験の

水準は、令和 2 年度合成した C-A-S-H の分析結果および Cs、Sr 収着試験結果を基に設定し

た。収着試験に用いるベースの液相は、収着試験中に C-A-S-H が溶脱して、C/(A+S)比が変

化することを防ぐために、それぞれの C-A-S-H 合成時の平衡液を用いた。収着液は、塩化セ

シウム、塩化ストロンチウム六水和物、塩化ナトリウム、塩化カリウム試薬を用いて、Cs も

しくは Sr を単独で存在する水準（単独相）、Cs と Sr が同量存在する水準、Na、K を 0.1 M

共存させた水準とした。 

収着試験の方法は、令和 2 年度と同様に、液固比 10 で、1 週間、ハンドシェイク 1 回/毎

営業日とした。収着試験後は、Ar ガス雰囲気のグローブボックス内で固液分離後、固相は 3

日間真空乾燥し、液相は ICP 質量分析法（ICP-MS：アジレント・テクノロジー株式会社製 

Agilent 7900 ICP-MS）を用いて、Cs、Sr 濃度を測定し、式（3-5）を用いて分配比を算出し

た。1.0×10-5 M の水準については、令和 2 年度に ICP-MS を用いて測定した際に、収着試験

後の液相中の Cs、Sr 濃度が検出限界以下付近の濃度になり、正しく測定できていない可能

性があった。したがって、令和 3年度は、より低濃度の測定ができるように、137Cs、85Sr を

用いて、オートウェルガンマシステム（NaI シンチレーションカウンタ：Aloka 製 ARC-7001）

により放射能測定を行い、分配比を測定した。 

収着試験によって得られた分配比を表 3-4 に示す。Cs 単独相では、初期液相濃度および

C/(A+S)比が低いほど、分配比が高くなる傾向にあった。また、Cs に対して、Sr を同量共存

させた場合、10-1 M のように初期液相濃度が高い場合は、Cs 単独相より分配比が低くなっ

たが、10-3、10-5 M のように初期液相濃度が低い場合は、Cs 単独相の分配比と大きな違いは

なかった。Cs に対し 0.1 M の Na、K を共存させた場合は、Cs 単独相と比べて分配比が最大

で 1/100 程度に小さくなった。Cs と Sr が同量かつ、0.1 M の Na、K を共存させた場合の分

配比は、Sr を共存させない場合と同程度になった。Sr は、Cs に比べて全体的に分配比が高

い傾向にあったが、Cs と同様に、初期液相濃度および C/(A+S)比が低いほど分配比は高く、

Na、K が共存すると分配比は低くなった。Cs と Sr が同量共存する場合、Sr の分配比は Sr

単独相の場合と大きく変わらなかった。 
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ここで、Kdは分配比（L/kg）、V は液相の体積（L）、M は固相の乾燥重量（kg）、C�はブラン

ク試料の全 Cs 濃度（M）または放射性核種濃度（Bq/L）、Ciは収着試験後の全 Cs 濃度（M）ま

たは放射性核種濃度（Bq/L） 

表 3-3 C-A-S-H の Cs、Sr 収着試験の水準表 

固相名 対象元素 ベース液相 
初期液相濃度(M) 

1.0×10-5 1.0×10-3 1.0×10-1 

CASH0.7(Na) 
Cs CASH0.7(Na) 

平衡液 

○ ● ● 

Sr ○ ○ ○ 

CASH0.9(Na) Cs 
CASH0.9(Na) 

平衡液 
● ● ● 

CASH1.0(Na) 

Cs 
CASH1.0(Na) 

平衡液 

○ ● ● 

Sr ○ ○ ○ 

Cs/Sr=1 ○ ○ ○ 

Cs CASH1.0(Na) 

平衡液 

＋0.1M Na、K

○ ○ ○ 

Sr ○ ○ ○ 

Cs/Sr=1 ○ ○ ○ 

CASH1.0(K) Cs 
CASH1.0(K) 

平衡液 
○ ○ ○ 

●：令和 2年度実施、○：令和 3年度実施

表 3-4 C-A-S-H の Cs、Sr 収着分配比 

固相名 収着液相条件 分配比測定元素
初期液相濃度(M)に対する分配比(L/kg)

1.0×10-5 1.0×10-3 1.0×10-1 

CASH0.7(Na) 
Cs Cs 226 157 9.87 

Sr Sr 14100 5670 13.7 

CASH0.9(Na) Cs Cs 197 149 2.47 

CASH1.0(Na) 

Cs Cs 16.2 6.92 2.06 

Sr Sr 523 508 8.29 

Cs/Sr=1 
Cs 16.3 6.71 0.52 

Sr 529 450 8.52 

Cs 

＋0.1M Na、K 
Cs 2.39 2.06 0.70 

Sr 

＋0.1M Na、K 
Sr 148 69.1 7.92 

Cs/Sr=1 

＋0.1M Na、K 

Cs 2.52 2.02 0.36 

Sr 156 115 7.73 

CASH1.0(K) Cs Cs 7.73 5.58 1.55 

Kd� �V
M� � �C�-Ci�

Ci （3-5） 
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3) C-A-S-H の Cs、Sr 収着モデル化

a) C-A-S-H モデル

前研究[2][39]では、Nonat の提唱する C-S-H の溶解平衡モデル[21]を熱力学的相平衡計

算ツールである PHREEQC に実装したモデルを使用し、C-S-H の Cs、Sr 収着モデルを作成し

た。Nonat の C-S-H 溶解平衡モデルは、C-S-H 内の層状ケイ酸塩構造を構成するシリケート

2 量体の溶解平衡と、層状ケイ酸塩のシラノール基-SiOH の反応に関する複数の反応式で構

成され、各反応式に対し熱力学的平衡定数が与えられている。また、表面の電荷状態も考慮

されている。Haas らは、Nonat の C-S-H 溶解平衡モデルを発展させた C-A-S-H の溶解平衡モ

デル[22]を提唱している。Haas らの C-A-S-H 溶解平衡モデルでは、C-S-H 内の層状ケイ酸塩

構造とアルミン酸イオン Al(OH)4－との反応に関する複数の反応式が追加されており、各反

応式に対し熱力学的平衡定数が与えられている。 

本研究では、Haas らの C-A-S-H 溶解平衡モデルを PHREEQC に実装し、C-A-S-H の Cs、Sr

収着試験結果が再現できるモデルを作成することとした。 

b) C-A-S-H の Na、K 収着モデル

C-A-S-H は、Cs、Sr だけではなく、Na や K も収着することが知られている。Hosokawa ら

[23]は、Haas らの C-A-S-H 溶解平衡モデルを実装した PHREEQC に、C-A-S-H の Na、K 収着反

応式を加え、各反応式に対する平衡定数を、C-A-S-H の Na、K 収着試験結果にフィッティン

グして算出し、C-A-S-H の Na、K 収着を再現できるモデルを提唱している。 

本研究では、C-A-S-H の合成時や一部の収着試験の水準で、Na もしくは Kを共存させてい

ることから、Hosokawa らの C-A-S-H の Na、K 収着モデルを PHREEQC に実装した。 

c) C-A-S-H の Cs、Sr 収着モデルの構築

Haas らの C-A-S-H 溶解平衡モデル、および、Hosokawa らの C-A-S-H の Na、K 収着モデル

を実装した PHREEQC に、C-A-S-H の Cs、Sr 収着反応式を組み込んで、表 3-4 の合成時に Na

を添加した C-A-S-H の Cs、Sr 単独相の収着試験結果にフィッティングするよう各反応式の

平衡定数を算出した。Cs、Sr 単独相の収着試験結果は、本研究の成果のみではなく、富田

ら[24]が報告している Na を共存させて、C/(A+S)比＝1.2 で原料を計量して合成した

CASH1.2(Na)の Cs、Sr 収着試験結果もフィッティングに使用した。富田らの C-A-S-H 合成方

法および収着試験方法は、本研究で実施した方法と同様の方法である。実装した C-A-S-H の

Cs、Sr 収着反応式、および、各反応式の平衡定数を表 3-5 に示す。また、C-A-S-H の Cs、

Sr 収着試験後の液相濃度の試験結果と計算結果をフィッティングさせた結果を図 3-22 に

示す。破線は、試験結果と計算結果が等しくなる値を示す。実験結果と計算結果を概ねフィ

ッティングすることができた。 
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表 3-5 C-A-S-H の Cs、Sr 収着反応式および各 C/(A+S)比に対する各反応式の平衡定数(logK) 

元

素 
反応式 

各 C/(A+S)比の logK 

0.7 0.9 1.0 1.2 

Cs 

-SiOH + Cs
+

 = -SiOCs + H
+

 
-9.97 -10.95 -11.92 -12.9

-SiOSi
0.5
OH + Cs

+

= -SiOSi
0.5
OCs + H

+

-SiOH+ 0.5Al(OH)
4

-

 + 0.5Cs
+

= -SiOAl
0.5
OHCs

0.5
 + H

2
O 1.08 0.66 0.24 -0.18

Sr 

-SiOH + Sr
2+

 = -SiOSr
+

 + H
+

-7.53 -7.76 -7.88
-SiOSi

0.5
OH + Sr

2+

= -SiOSi
0.5
OSr

+

 + H
+

-SiOH + 0.5Sr
2+

= -SiOSr
0.5
 + H

+

-12.74 -14.47 -15.33
-SiOSi

0.5
OH + 0.5Sr

2+

= -SiOSi
0.5
OSr

0.5
 + H

+

-SiOH + 0.5Al(OH)
4

-

 + 0.5Sr
2+

= -SiOAl
0.5
OHSr

0.5

0.5+

+ H
2
O -2.11 -0.34 0.54

-SiOH + 0.5Al(OH)
4

-

 + 0.25Sr
2+

= -SiOAl
0.5
OHSr

0.25
 + H

2
O -3.59 -3.82 -3.94

図 3-22 各 C/(A+S)比の C-A-S-H の Cs、Sr 単独相の収着試験結果に対し 

フィッティングした結果 
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C-A-S-H の Cs、Sr 収着モデルの検証 

構築した C-A-S-H の Cs、Sr 収着モデルを用いて、表 3-4 の合成時に Kを共存させた C-A-

S-H および混合相の Cs、Sr 収着試験結果が再現できるか検証した結果を図 3-23 に示す。概

ね実験結果が再現できたため、本モデルを用いて、C-A-S-H の Cs、Sr 収着を再現できると

判断した。 

図 3-23 構築したモデルの検証結果 

1.0CASH - 収着液に含まれる元素（混合相の場合、結果を示す元素） 

_ 計算手法（フィッティングの場合は「Fit.」、モデルによる解析の場合は「calc.」） 

② 炭酸化したコンクリートに対する Cs、Sr 浸透挙動の再現

炭酸化したコンクリート内では、C-A-S-H の C/(A+S)比の低下とそれに伴う Cs、Sr 収着量

の増加の他、コンクリートの空隙構造の変化による物質移行特性の変化も生じている可能

性がある。したがって、本研究では、1F のコンクリートに対する Cs、Sr 浸透深さを推定す

るため、前項目で作成した C-A-S-H の Cs、Sr 収着モデル（表 3-5）に加え、炭酸化したコ

ンクリートに対する Cs、Sr 浸透試験結果を基にコンクリートの炭酸化部の物質移行係数を

反映させたモデルを構築することとした。 

1) 炭酸化したコンクリート試料の作製

表 3-6 に示す材料を用いて、表 3-7 に示す配合でコンクリートを練り混ぜた後、φ10×20 

cm の型枠に打ち込み、40 ℃で 1 ヶ月養生してコンクリートの供試体を作製した。養生後の

コンクリート供試体は、3×5×3 cm に切断し、3×5 cm の一面を暴露面として、残り 5 面を

エポキシ樹脂で塗装した。塗装後のコンクリート供試体は、20 ℃、60％RH、CO2濃度 5％の

中性化槽内で 2 か月炭酸化させた。 

d)
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表 3-6 解析モデル用コンクリート材料 

材料名 記号 種類 メーカー/採取地 

練混ぜ水 W 上水道水 － 

セメント C OPC 太平洋セメント株式会社 

細骨材 S 
山砂 

（絶乾密度：2.53 g/cm3） 
静岡県掛川市 

粗骨材 G 
砕石 

（絶乾密度：2.63 g/cm3） 
茨城県桜川市 

混和剤 1 No70 

JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」の

AE 減水剤・標準形（Ⅰ種） 

マスターポゾリス No.70 

ポゾリスソリューションズ

株式会社 

混和剤 2 303A 

JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」に

適合する AE 剤（Ⅰ種） 

マスターエア 303A 

ポゾリスソリューションズ

株式会社 

表 3-7 解析モデル用コンクリート配合 

W/C 

(％) 

s/a 

(％) 

単位量（kg/m3） 
空気量 

(％) W C S G No70 
303A  

（100 倍希釈） 

55 46.0 163 296 825 999 
C 

×0.25 

C 

×0.002 
4.6 

2) 炭酸化させたコンクリート試料の分析

炭酸化させたコンクリート供試体（以下、「炭酸化コンクリート」と略す。）を暴露面から

CO2 浸透深さ方向と平行に割裂し、割裂面にフェノールフタレイン溶液を噴霧して中性化深

さを測定した。その結果、中性化深さは 7 mm 程度であった（図 3-24）。また、試料の深さ

ごとの炭素量を測定するため、暴露面から厚さ約 3 mm ごとに試料を切断して採取し、1 昼

夜以上真空乾燥後、セメントペースト部の組成を分析できるようにメノウ乳鉢を用いて粗

粉砕して可能な限り粗骨材を除去後、粗粉砕後の試料の内、125 µm の篩を通過したものを

炭素分析試料とした。試料の調整状況を図 3-25 に示す。 

炭素量は、熱重量示差熱分析装置（TG-DTA：株式会社リガク製、Thermo plus EVO2）を用

いて、N2雰囲気下で室温から 1000 ℃まで加熱した際に、650 ℃付近で生じる CaCO3の脱炭

酸反応に起因する重量変化から算出した。その際、30 ℃から 950 ℃までの減量率を Ig.loss

とした。また、試料中に含まれる骨材量を算出するため、塩酸および水酸化カリウム溶液を

用いて炭素分析試料の Insol.を求めた。また、炭酸化させていないコンクリート供試体（以

下、「健全コンクリート」と略す。）についても、3×4×3 cm の試料を粗粉砕し、125 µm の

篩を通ったものを回収して、炭酸化コンクリートと同様の分析を行った。炭酸化コンクリー

トおよび健全コンクリートの炭素量、Ig.loss、Insol.を求めた結果を表 3-8 に示す。フェ

ノールフタレインで確認できた中性化深さは 7 mm 程度であったが、TG-DTA の結果より、炭

素は 10 mm 程度まで浸透していたことがわかった。 
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図 3-24 炭酸化させたコンクリートの中性化深さ 

図 3-25 分析試料の調整状況 

表 3-8 切断した試料の深さおよび各深さの炭素量、Ig.loss、Insol. 

試料名 

暴露面からの 

深さ(mm) 
中央値

炭素分析結果 

(TG-DTA) 
Ig.loss Insol. 

X0 ～ X1 mm ％ ％ ％ 

炭酸化 

コンクリート 

1 0.0 ～ 2.8 1.4 4.0 22.1 43.3

2 2.8 ～ 5.6 4.2 4.0 22.2 45.3

3 5.6 ～ 8.5 7.0 3.6 20.8 44.3

4 8.5 ～ 11.2 9.9 2.2 17.3 54.0

5 11.2 ～ 14.3 12.8 0.6 16.3 46.5

6 14.3 ～ 17.4 15.8 0.5 16.2 43.5

7 17.4 ～ 19.8 18.6 0.6 15.2 49.5

8 19.8 ～ 23.2 21.5 0.5 16.2 48.8

9 23.2 ～ 28.8 26.0 0.5 15.2 42.0

健全コンクリート ～ 0.5 16.1 33.7
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3) 炭酸化コンクリート試料の Cs、Sr 浸透試験

炭酸化コンクリートを、塩化セシウムおよび塩化ストロンチウム六水和物の試薬を用い

て Cs と Sr の濃度が 0.1 M になるよう調製した溶液に、液固比 5 で 56 日間浸漬し、Cs およ

び Sr の濃度プロファイルを EPMA（日本電子株式会社製 電子線マイクロアナライザー JXA-

8100）を用いて測定した。浸漬試験は、Ar 雰囲気下のグローブボックス内で行った。比較

用に健全コンクリートについても同様の浸漬、測定を行った。浸漬状況を図 3-26 に示す。

また、EPMA で測定した Cs および Sr の濃度プロファイルを図 3-27 に示す。Cs は、健全コン

クリートより炭酸化コンクリートの方が、浸透量が多く、浸透深さは小さかった。Sr は、

健全コンクリートより炭酸化コンクリートの方が、浸透量が多く、浸透深さも大きかった。 

図 3-26 コンクリート試料の浸漬状況 

図 3-27 コンクリート試料の Cs および Sr の濃度プロファイル 

（左：Cs、右：Sr） 

4) モデルの概要および炭酸化部のモデルの構築（炭素プロファイル、物質移行特性）

前項目までに記載した健全および炭酸化コンクリートの Cs、Sr 浸透試験条件を Hosokawa

らが開発した多元素移動計算（物質移動モデル）と相平衡計算（熱力学相平衡モデル）を連

成させた移行予測モデル[25]に入力し、Cs および Sr 浸透プロファイルを計算して、EPMA に
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よって得られた測定結果（図 3-27）と比較した。モデルには、Haas らの C-A-S-H 溶解平衡

モデル[22]、Hosokawa らの C-A-S-H の Na、K 収着モデル[23]、および、本研究で作成した

C-A-S-H の Cs、Sr 収着モデル（表 3-5）を組み込んだ。それ以外に本モデルで用いた水和物

の反応式とその平衡定数（logK）を表 3-9 に示す。さらに、これ以外の液相化学種や固相の

反応式と平衡定数については、PHREEQC に付属のデータベース（WATEQ4F[26]）を用いた。 

また、同モデルには、前研究[2]で作成した骨材の Cs、Sr 収着モデルも実装した。骨材に

よる収着には、骨材の陽イオン交換容量（CEC）が大きく影響する。前研究[2]でモデル化し

た細骨材の CEC は 2.0 cmol/kg であったのに対し、本研究で浸透試験を行ったコンクリー

トに使用した細骨材の CEC は 3.6 cmol/kg であった。CEC が大きいということは、浸漬液中

の Cs や Sr をより収着する可能性がある。したがって、本解析では、浸透試験に用いた骨材

の CEC を本モデルで使用した。 

前研究[2]では、炭酸化コンクリートの炭酸化部分の炭素量をコンクリート表面からの深

さによらず一定とし、そのような炭素量の設定方法で炭酸化部分と健全部を区別するモデ

ルを使用して Cs および Sr の浸透プロファイルを計算した。しかし、実際のコンクリートで

は、表 3-8 の炭素分析結果からわかるように、表面付近は炭素量が多く、内部に向かって炭

素量は減少している。炭素量によって、水和物の炭酸化程度や C-A-S-H の C/(A+S)比が異な

るため、Cs、Sr 浸透深さにも影響すると考えられる。したがって、令和 3 年度は、表 3-8 よ

り算出した外部からコンクリートに侵入した CO2の濃度プロファイルを反映できるよう、モ

デルを改良した。 

また、本モデルは鉱物の生成や溶解に伴う空隙率の増減によって、拡散係数が増減する

Garboczi らの物質移行モデル[27]を実装している。しかし、空隙率が減少しても屈曲度が

減少する場合は、物質は移行しやすくなる可能性がある。したがって、令和 3年度は、炭酸

化によって屈曲度が減少する場合を考慮し、実験結果に合わせて炭酸化部および健全部に

おいてそれぞれ拡散係数を補正できるようにモデルを改良した。 

表 3-9 各水和物の反応式とその熱力学的平衡定数 

鉱物相 反応式 logK Ref.

Al(OH)3(a) Al(OH)3 + OH
- = Al(OH)4

- 0.24 a 

Brucite Mg(OH)2 + 2H
+ = Mg2+ + 2H2O 16.84 a 

C4AH13 (CaO)4Al2O3:13H2O = 4Ca
2+ + 2Al(OH)4

- + 6OH- + 6H2O -25.56 a 

C4FH13 (CaO)4Fe2O3:13H2O = 4Ca
2+ + 2Fe(OH)4

- + 6OH- + 6H2O -29.88 a 

Calcite CaCO3 + H
+ = Ca2+ + HCO3

- 1.849 a 

Ettringite Ca6Al2(SO4)3(OH)12:26H2O = 2Al(OH)4
- + 6Ca2+ + 26H2O + 4OH

- + 3SO4
2- -45.09 a 

Friedel’s salt Ca4Al2Cl2(OH)12:4H2O = 4Ca
2+ + 2Al(OH)4

- + 2Cl- + 4OH- + 4H2O -27.3 b 

Hemicarbonate Ca4Al2(CO3)0.5(OH)13:7H2O = 4Ca
2+ + 2Al(OH)4

- + 0.5CO3
2- + 5OH- + 7H2O -29.13 d 

Monocarbonate (CaO)3(Al2O3)CaCO3:11H2O = 4Ca
2+ + 2Al(OH)4

- + CO3
2- + 4OH- + 5H2O -31.47 a 

Monosulfate (CaO)3Al2O3CaSO4:12H2O = 4Ca
2+ + 2Al(OH)4

- + SO4
2- + 4OH- + 6H2O -27.7 a 

MSH06 Mg0.82SiO2.385(OH)0.87 + 1.64H
+ + 0.745H2O = 0.82Mg

2+ + H4SiO4 9.12 e 

MSH12 Mg1.07SiO2.075(OH)1.99 + 2.14H
+ = 1.07Mg2+ + H4SiO4+ 0.065H2O 12.73 e 

OH-Hydrotalcite Mg4Al2(OH)14:3H2O = 4Mg
2＋ + 2Al(OH)4- + 6OH

- + 3H2O -56.02 a 

Silica SiO2 + 2H2O = H4SiO4 -2.85 c 

Sr(OH)2 Sr(OH)2 +2H
+ = Sr2+ + 2H2O 27.52 e 

a: Lothenbach et al.[28], b: Loser et al.[29], c: Bénard et al.[30],  

d: Lothenbach et al.[31], e: THERMODDEM[32] 
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5) 実験結果と計算結果の比較

健全コンクリートと炭酸化コンクリートにおいて、計算で得られた生成鉱物量のプロフ

ァイルを図 3-28 に示す。健全コンクリートの計算結果では表層付近で Portlandite の溶脱

やFriedel's saltの生成が確認できた。一方、炭酸化コンクリートでは、表層付近でCaicite

が大量に生成しており、内部方向に向かって Calcite の量が減少、Monocarbonate や

Hemicarbonate が生成するという計算結果になっており、炭酸化領域の炭素の分布をプロフ

ァイルで設定できるようモデルを改良した結果が計算結果に反映されている。また、表面付

近では Portlandite だけでなく、C-A-S-H も分解しており、それにより非晶質の SiO2 や

Al(OH)3が生成する計算結果も得られた。 

図 3-29 は、健全および炭酸化コンクリートにおいて、Cs、Sr 浸透プロファイルの実験結

果と計算結果を重ね合わせたものである。 

健全コンクリートの場合、Cs は概ね浸透プロファイルを再現することができた。一方、

Sr は、実験で確認された表層付近の収着量の増加が計算で再現できておらず、浸透深さも

実験結果より大きくなった。実験で見られた Sr の表層付近の収着量の増加は、C-A-S-H 中

のCaの溶脱によるC/(A+S)比の低下に伴うSr収着量の増加や水酸化ストロンチウムの生成

が要因として考えられる。一方、計算結果では、Portlandite の一部は溶脱しているが、C-

A-S-H の溶脱はほとんど起こっておらず、C-A-S-H の C/(A+S)比は表層側も内部側も 1.4 程

度とほとんど差がなかった。また、計算結果では水酸化ストロンチウムは生成しなかった。

これらの現象が実際に起こっているのか、また、本試験の実験条件による限定的なものか、

モデルに何らかの改良が必要かは令和 3 年度の実験データだけでは判断ができなかったた

め、今後検討が必要である。計算結果は、実験より浸透深さが大きい安全側の評価であるた

め、本モデルは炭酸化していないコンクリートの安全評価に用いることができると判断し

た。 

炭酸化コンクリートの場合、計算では浸透深さを実験結果より Cs は深く、Sr は浅く見積

もり、浸透量は Cs、Sr ともに実験結果よりも少なく見積もる傾向にあった。健全コンクリ

ートと炭酸化コンクリートの浸透計算結果を比較すると、Cs では健全コンクリートと炭酸

化コンクリートでプロファイルにほとんど差がなかった。本モデルでは、Cs の固定は骨材

と C-A-S-H によるものとしているが、C-A-S-H よりも骨材による収着量が多いことと、炭酸

化領域ではほとんどの C-A-S-H が分解されるほど炭酸化された状態を設定したため、Cs の

浸透は骨材による収着に支配される計算結果となっている。一方、Sr は炭酸化コンクリー

トの方が、健全コンクリートより浸透量が多く、浸透深さが浅く見積もられる傾向にあった。

本モデルでは、Sr の固定は骨材による収着、C-A-S-H による収着、Strontianite の生成に

よるものとしているが、Sr は Cs に比べて C-A-S-H による固定量が多く、骨材による固定量

が少ないことと、Strontianite が生成していることが、Sr では炭酸化コンクリートの方が、

浸透量が多く、浸透深さが抑制された要因と考えられる。また、健全コンクリートの計算で

は、表層付近が溶脱することで空隙率が増加し、拡散が促進される傾向であるのに対し、炭

酸化コンクリートの計算では表層付近で外部からの CO2の侵入により、鉱物量が増加し空隙

率が減少しているため、それに伴い拡散が抑制されるモデルになっていることも要因と考

えられる。Cs、Sr ともに、浸透量の計算結果が実験結果より低く見積もっている点につい

ては、実験において炭酸化により Cs、Sr を多量に収着する物質が生成したためと考えられ

る。富田ら[24]は、C-A-S-H を促進炭酸化した試料に対して Cs、Sr 収着試験を行っており、
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促進炭酸化試料では C-A-S-H に起因する NMR のピークが消失し、非晶質のアルミノシリケ

ートゲルとなっているが、Cs および Sr の分配比は C/(A+S)比が 0.7 と低い C-A-S-H より、

Cs は 80 倍程度、Sr は 3 倍程度大きかったことを報告している。したがって、炭酸化コンク

リートにおける実験結果と計算結果の浸透量の差は、このアルミノシリケートゲルによる

収着をモデルで考慮していないことが要因として考えられる。ただし、富田らの試験[24]、

および本研究で浸透試験に供した試料は促進炭酸化により表層を強制的に炭酸化させた試

料であり、自然炭酸化が生じていると想定される 1F のコンクリートの汚染状態の推定にお

いて、アルミノシリケートゲルによる収着を見込む必要があるかどうかについては、1F の

コンクリートの炭酸化がどの程度進行しているかによるものと思われる。 

先述の通り、令和 3 年度は炭酸化部と健全部でそれぞれ拡散係数を補正できるようにモ

デルを改良したため、炭酸化部の拡散係数を 0.5 倍もしくは 1.5 倍した計算も行った。図

3-30 は、浸透深さが明瞭になるよう、縦軸を 0.5 mass％で統一して、炭酸化コンクリート

の実験結果および拡散係数補正値の異なる計算結果を比較したものである。0.5 倍では、Cs、

Sr ともに実験より浸透深さが小さく見積もられた。1.5 倍では、Sr の浸透深さは実験結果

に近づいたが、Cs の浸透深さは実験結果より大きく見積もる傾向にあった。これらのこと

から、物質移行に関しては、前研究[2]からモデルに実装されている空隙率の増減に伴い拡

散係数が増減する Garboczi らのモデルで十分に再現できており、炭酸化部で一律に拡散が

促進されるような現象は生じていないと判断した。 

図 3-28 健全コンクリートおよび炭酸化コンクリート試料の生成鉱物量の計算結果 

左：健全コンクリート、右：炭酸化コンクリート 
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図 3-29 健全、炭酸化コンクリート試料の Cs、Sr 浸透プロファイル実験結果と計算結果の比較 

左：Cs、右：Sr 

図 3-30 炭酸化部分の拡散係数補正値検討 

左：Cs、右：Sr 

③ 1F コンクリートに対する Cs、Sr 浸透挙動解析

前研究[2]において、1F 1 号機タービン建屋の地下コンクリートを想定し、津波により海

水が侵入してから滞留水が除去されるまでの期間における Cs、Sr の浸透深さを計算した。

その際、事故時とその直近で被覆材が破れたと想定され、かつその時点で炭酸化していなか

ったコンクリート（以下、「健全コンクリート」と略す。）、および施工時に表面が被覆され

ておらずその時点で炭酸化していたと想定されるコンクリート（以下、「炭酸化コンクリー

ト」と略す。）に対して海水や汚染水が侵入した場合の計算を行ったが、Cs の浸透プロファ

イルはほとんど変化しない計算結果となっていた。そこで、前研究[2]と同条件にて、令和

3 年度に作成した C-A-S-H の Cs、Sr 収着モデル（表 3-5）および炭酸化部分の炭素濃度のプ

ロファイルを考慮できるモデルを用いて、1F 1 号機タービン建屋の地下コンクリートに対

する Cs、Sr 浸透を再計算した。本計算で想定する炭素濃度プロファイルは、1F のコンクリ

ートについては情報が得られなかった。そこで、平成 23 年 2 月 7 日付けで原子力安全・保 
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安院が報告している 1F 1 号炉に関する調査結果[33]にて、中性化が進行した部位の中性化

深さが報告されていたため、それらの中央値である 3.5 cm に近い 3 cm まで炭素が浸透し

ていた実環境中のコンクリートの炭素プロファイルを報告している Gajda[34]のプロファ

イルを使用した。1F 1 号炉の調査結果はフェノールフタレインによる中性化深さのため、

実際には炭素はより深くまで浸透している可能性が高く、炭素の浸透量も Gajda の報告値

より高い可能性もあるが、炭酸化したコンクリートの炭素のプロファイルが報告されてい

る文献は少ないため、今回は入手できた値で計算を行った。 

本計算で得られた健全コンクリート、および炭酸化コンクリートの鉱物量の分布を図 3-

31 に示す。健全コンクリートでは、表層付近に Portlandite の溶脱および Friedel's salt

の生成が確認され、炭酸化コンクリートでは Portlandite が分解し、Calcite や

Monocarbonate、Hemicarbonete が生成していることが確認された。また、前項目の促進炭

酸化したコンクリートの炭素プロファイルで計算した場合は、C-A-S-H が分解し、非晶質の

SiO2や Al(OH)3が生成していたが、Gajda の実環境中のコンクリートの炭素プロファイルを

想定した条件では、促進炭酸化試料の Cs、Sr 浸透計算（図 3-28）で見られた完全な C-A-S-

H の分解、および非晶質の SiO2、Al(OH)3 の生成は確認されなかった。したがって、本計算

条件においてはアルミノシリケートゲルによる収着は考慮する必要がないと判断した。 

本計算で得られた健全コンクリート、および炭酸化コンクリートの Cs および Sr の浸透

プロファイルを図 3-32 に示す。図には骨材と C-A-S-H それぞれに対する収着量の計算結果

も併せて示した。Cs の浸透については、健全コンクリートでは骨材による収着が支配的で

あるが、炭酸化コンクリートでは C-A-S-H による収着も影響しており、健全コンクリートよ

り浸透量が多く、浸透深さは浅くなった。Sr の浸透については、健全コンクリート、炭酸

化コンクリートともに骨材による収着の影響は小さく、C-A-S-H による収着が支配的であり、

炭酸化コンクリートは健全コンクリートより浸透量が多く、浸透深さが浅くなった。こうし

た計算結果が得られた理由は、Cs が骨材に収着されやすいことと、炭酸化部分の C-A-S-H

の C/(A+S)比が低下（図 3-33）して Cs、Sr が収着されやすくなったこと、炭酸化部は外部

から侵入した CO2による Calcite 等の生成によって空隙率が低下し、拡散が抑制されたこと

に起因している。前研究[2]では、Cs の浸透プロファイルが健全コンクリートと炭酸化コン

クリートでほとんど差がなかったが、これは、炭酸化部の炭素量を表面からの深さによらず

一定量に設定していたため、炭酸化領域の C-A-S-H の C/(A+S)比の低下およびそれに伴う収

着量の増加が反映されていなかったからであり、今回のモデルのように、炭酸化領域におけ

る炭素プロファイルを考慮できるようモデルを改良したことで、より現実に近い予測がで

きるようになったと考える。 

健全コンクリートおよび炭酸化コンクリートの Cs、Sr 浸透プロファイルの経時変化を図

3-34、図 3-35 に示す。健全コンクリートでは、Cs、Sr ともに 31 日後の浸透量が最も多い

ものの、浸透深さは最も浅く、その後、滞留水と接触する期間が長くなるにつれて、浸透量

は少なく、かつ浸透深さは深くなった。これは、初期の滞留水の Cs、Sr 濃度が高かったが、

除染処理が行われることで滞留水の Cs、Sr 濃度が低下したため、Cs、Sr 濃度の低い滞留水

と長期間接触したことで、浸透が進むとともに Cs および Sr が滞留水側に溶脱した可能性

があることを示している。炭酸化コンクリートでは、外部からの CO2侵入による空隙率の低

下によって拡散が抑制されるため、31 日後の浸透量は健全コンクリートより 1 桁程度少な

いが、滞留水除去時には図 3-32 で示した通り、健全コンクリートより浸透量が多い結果と

なった。これは、炭酸化コンクリートでもCs、Srの溶脱は起こっているが、C-A-S-HのC/(A+S)
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比が低いため、健全コンクリートより C-A-S-H による収着量が大きいことが要因と考えら

れた。 

図 3-31 健全コンクリートおよび炭酸化コンクリート試料の生成鉱物量の計算結果 

左：健全コンクリート、右：炭酸化コンクリート

図 3-32 健全コンクリートおよび炭酸化コンクリート試料の Cs、Sr 浸透プロファイル計算結果 

左：Cs、右：Sr 
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図 3-33 健全コンクリートおよび炭酸化コンクリート試料の C-A-S-H の C/(A+S)比計算結果 

図 3-34 健全コンクリートの滞留水接触期間ごとの Cs、Sr 浸透プロファイル計算結果 

左：Cs、右：Sr 

図 3-35 炭酸化コンクリートの滞留水接触期間ごとの Cs、Sr 浸透プロファイル計算結果 

左：Cs、右：Sr 
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まとめ 

実際のコンクリート部材における長期的な核種の浸透挙動評価として、令和 2 年度から

開始した、材料、配合、炭酸化状態および物質移行係数が異なる条件における Cs、Sr の浸

透深さ計算に関する検討を継続し、令和 2 年度までに検討されたコンクリート部材の浸透

挙動のモデル化手法により、代表的な初期条件および境界条件における核種の浸透深さを

計算した。 

具体的には、令和 2年度に引き続き、セメントペーストの主な Cs、Sr 収着相である C-A-

S-H に対する Cs、Sr 収着試験を実施し、試験結果を基に、C-A-S-H の Cs、Sr 収着モデルを

作成した。また、炭酸化したコンクリートに対する Cs、Sr 浸透挙動を評価するため、炭酸

化したコンクリートに対して Cs、Sr 浸透試験を行い、その結果を基に炭酸化部の炭素プロ

ファイルを考慮できるモデルを構築した。さらに、令和 3 年度作成したモデルを用いて、1F 

1 号機タービン建屋地下コンクリートの Cs、Sr 浸透深さを計算した。本モデルを用いるこ

とで、C-A-S-H による Cs、Sr 収着、炭酸化部の炭素プロファイルおよび炭酸化に伴う C-A-

S-H の C/(A+S)比の低下に伴う Cs、Sr 収着量の増加を反映した計算が可能となった。 

令和 4 年度は、令和 2、3 年度の成果を基に、コンクリート部材における長期的な核種の

浸透挙動評価に必要となる知見を、今後の課題も含めて提示する予定である。 

(3)
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ダメージを受けたコンクリートの核種移行評価 

令和 2 年度までの実施内容および成果（概要） 

 ひび割れ部を考慮した物質移行の評価に資するデータ取得と、ひび割れを含むコンクリ

ートの物質移行のモデル化を目的ひび割れ部のモデル化に向けた課題を整理するとともに、

既往研究の事例を参考にひび割れ導入の予察試験を実施し、概ね目標とする幅でひび割れ

を導入できる見通しを得た。また、令和 3 年度以降の試験に供するコンクリート供試体を作

製した。 

令和 3 年度実施内容および成果 

① 状態検討

 令和 2 年度の調査結果（ひび割れが核種移行に与える影響に関する文献調査）を踏まえ、

実構造物におけるひび割れ部を模擬した試験体の作製方法を試行し、実構造物におけるひ

び割れ部を模擬した試験体の作製条件を決定した。 

1) ひび割れ影響を考慮した物質移行モデル化の方向性

 令和 2 年度の文献調査の結果、ひび割れが生じたコンクリートの物質移行特性の評価手

法としては、健全な状態の拡散性状に対し、ダメージレベル（ひび割れ幅、ひび割れ長さ、

ひび割れ内部の形状等）に応じた拡散係数を設定し、ひび割れ幅や深さに応じた拡散係数の

変化を定式化する方法が提案されていた。ただし、既往研究の多くが塩化物イオンの移動を

評価対象としており、Cs および Sr に関する知見はほとんどない。そこで本項目では、ひび

割れ影響を考慮した物質移行の評価に向けた取り組みとして、ひび割れ幅や深さを変えた

試験体を作製し、比較対象となる健全状態の試験体とともに、安定核種による Cs および Sr

の拡散試験を実施する。その上で、既往報告で定式化されたひび割れ幅や深さに応じた拡散

係数の式と同様の評価ができるかを検討する。 

 ダメージレベルに応じた拡散係数の評価方法のイメージを図 3-36 に示す。ダメージレベ

ルが異なる試験体の見掛けの拡散係数 Dcr を測定し、健全なコンクリートの拡散係数と対

比し、ダメージレベルに応じて設定した係数を整理する、という考え方である。 

図 3-36 ダメージレベルに応じた拡散係数の評価方法のイメージ 

2) ひび割れ部を模擬した試験体の作製方法

1)で述べたモデル化の方向性を踏まえ、ひび割れを模擬した試験体の作製方法について

検討した。具体的には、令和 2 年度に予察で実施した貫通ひび割れの導入方法の改良に加

え、非貫通ひび割れの導入方法について検討した。

3.2.2

(1)

(2)
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令和 2 年度に実施した貫通ひび割れの導入方法は、比較的簡便にできそうな藤井ら[35]

の方法を参考にした。具体的には、5 mm 厚の塩ビパイプ内にモルタルを充填し、図 3-37 に

示すように、耐圧試験機を用いて、コンクリートの割裂引張強度試験の要領で割裂するとい

う方法である。 

図 3-37 割裂引張によるひび割れ導入の例 

 この方法では、ひび割れが入った瞬間に載荷を止めると開口幅 0.05 mm 程度のひび割れ

が導入でき、その後も載荷を続けることで開口幅 0.5 mm 程度まで拡張することができた。

ただし、同じ要領で繰り返し実施しても開口幅のバラツキが大きい他、ひび割れ導入の過程

で試験体が崩壊する場合もあるなど、細かいひび割れ幅の制御が難しかった。この要因とし

て、拘束治具（塩ビパイプ）の剛性や載荷速度にあると考え、令和 3 年度は、拘束材の素材

や厚さを変えた種々の試験体を作製してひび割れ導入を試行し、以下の見直しを行った。 

・載荷方法について、荷重制御から変位制御の装置に変更（図 3-38） 

・塩ビパイプの厚みを変更（5 mm 厚から 2 mm 厚に変更） 

・広いひび割れ幅用の試験体には、塩ビパイプよりも剛性の高いカーボンパイプを使用 

図 3-38 変位制御載荷装置の外観 

 作製した貫通ひび割れ試験体の一例を図 3-39 に示す。なお、貫通ひび割れ試験体の一部

は、3.3.1 項「低濃度領域での 137Cs と 90Sr の競合浸透の評価」における浸漬試験に供した。 
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ひび割れ幅 0.13 mm ひび割れ幅 0.09 mm 

ひび割れ幅 0.25 mm ひび割れ幅 0.13 mm ひび割れ幅 0.11 mm 

図 3-39 作製した貫通ひび割れ試験体の一例 

 非貫通ひび割れについては、曲げ加工によるひび割れ導入を検討していたが、繊維補強材

がない試験体ではひび割れが貫通してしまい、深さ方向の制御が困難であった。また、繊維

補強材を混入した試験体にすると、試験体の切断作業や浸透挙動に影響を及ぼす可能性が

考えられた。そこで、図 3-40 に示すように、載荷装置の加圧板と試験体の間に金属棒を挟

み、金属棒の設置位置によって深さ方向を制御する方針とした。 

図 3-40 非貫通ひび割れの導入状況 
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ここで、定性的にはひび割れ幅の増大に伴い拡散係数は大きくなり、ある一定のひび割れ

幅を超えると拡散係数は収束することが、既往報告から明らかにはなっている。しかしなが

ら、拡散係数の変曲点となるひび割れ幅については、統一的な見解は示されていない。これ

は、ひび割れの形状や試験体の特性（使用材料、配合、水分量、乾燥状態、炭酸化等）の違

いに起因すると考えられる。このため、同じ幅および深さのひび割れを導入した試験体を繰

り返し作製できるのが理想的であるが、細かいひび割れ幅、深さの制御が困難であった。 

そこで本研究では、既往研究の実施例を参考に、A.ひび割れなし、B.ひび割れ幅 0.08 mm

以下、C. ひび割れ幅 0.08 mm 以上、の 3 グループに分類し、各グループで任意の幅、深さ

のひび割れ試料を 2～3 個程度ずつ作製する方針とした。なお、ひび割れ密度（＝クロス数

/m、クロス数：任意の基準線において交差したひび割れの数）は、令和 2 年度の報告書に記

載の既設原子炉建屋の調査結果より、4.0～4.8 の範囲（1 m の直線上において 200～250 ㎜

間隔のひび割れ）と考えられたことから、本研究では 1本のひび割れを摸擬した。 

② 試験体作製および評価

 令和 2 年度に成形したコンクリート供試体について、浸透試験開始前（初期）の分析を行

った。 

1) コンクリート試験体の諸元

 令和2年度に成形したコンクリート試験体の計画調合を表3-10に示す。また参考にした、

1F 3 号機のコンクリート工事記録調合を表 3-11 に示す。表 3-11 より、一般構造用のコン

クリートの設計強度は 225 kg/cm2となっている。 

表 3-10 コンクリートの計画調合 

調合名 

水 

粉体比

(W/P) 

細骨材

率 

(s/a) 

単位量(kg/m3) 
AE 剤 

添加率

(P×％)

水 

(W) 

粉体(P) 
細骨材

SS 

粗骨材 

SG-2005 

粗骨材 

SG-1305 
普通 

セメント

フライ

アッシュ

G.max 

20 mm 
0.55 45.5％ 182 281 49 772 

894 － 0.65 

G.max 

13 mm 
－ 917 0.50 

AE 剤は 100 倍希釈し、練混ぜ水(W)の一部として使用。 

SS:現場細骨材、SG-2005:粒度が 20～5 mm の現場粗骨材、SG-1305:粒度が 13～5 mm の現場粗骨材 

表 3-11 1F 3 号機工事におけるコンクリート調合 

（文献[36]参照） 

適用部位 
設計強度 

(kgf/cm3) 

水 

セメント比

(W/C) 

単位量（kg/m3） 
AE 剤 

添加量※2水(W) 
セメント※1

(C) 

細骨材 

(S) 

粗骨材 

(G) 

一般構造用 225 0.55 182 330 790 1000 99 ml 

※1：セメント種類は FAC。 

※2：AE（空気連行）剤として、ヴィンソル（山宗化学株式会社製）を使用。 

コンクリートの目標空気量は 4.5±1.5％ 
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2) 分析結果

 コンクリート試験体の力学的特性として、材齢 28 日における圧縮強度および静弾性係数

の測定結果を表 3-12 に示す。圧縮強度については、表 3-11 で示した設計基準強度を満足し

ていることを確認した。 

表 3-12 圧縮強度および静弾性係数の測定結果（材齢 28 日） 

調合名 圧縮強度（N/mm2） 静弾性係数（kN/mm2） 

G.max 20 mm 26.1 24.6 

G.max 13 mm 28.9 26.9 

③ 安定核種を使用した浸透試験

 令和 2 年度に成形したコンクリート試験体に種々のひび割れを導入し、ひび割れのない

試験体も含めて、安定核種（Cs および Sr）を用いた浸透試験を開始した。 

令和 2 年度に作製したφ10×20 cm コンクリート試験体を、コンクリートカッターを用い

て図 3-41 の通りに切断して 10×6×3 cm 程度の大きさに加工した後（図 3-42）、図 3-40 で

示したように、変位制御の載荷装置の加圧板と試験体の間に金属棒を挟み、ゆっくり載荷し

てひび割れを導入した（図 3-43）。ひび割れ導入後の試験片について、表面観察でひび割れ

幅、深さを確認した。 

ひび割れを導入した試験体、一面暴露になるようにエポキシ樹脂で被覆し（図 3-44）、溶

液に浸漬した際に試料内部で水の浸透が起きず、拡散によるイオンの移動が支配的になる

よう事前に真空脱気して試料を純水で飽和させた（図 3-45）。 

飽和したコンクリート試料を 0.1 M CsCl+0.1 M SrCl2の混合溶液に浸漬した（図 3-46）。 

今後、0.1 MCs+Sr 溶液に浸漬したひび割れ試験体を、EPMA によって濃度プロファイルを

取得し、ひび割れ幅ごとの拡散係数を推定する。 

図 3-41 円柱供試体からのコンクリート板（10×6×3 cm）の切断要領 
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図 3-42 コンクリート試料の切断加工 

図 3-43 ひび割れ導入後の試料外観 
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図 3-44 樹脂被覆後の試料外観 

図 3-45 浸漬試験開始前の試料の飽水実施状況 

図 3-46 ひび割れ試料の浸漬状況の一例 
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まとめ 

 本項目では、ひび割れ部を考慮した物質移行の評価に資するデータ取得と、ひび割れを含

むコンクリートの物質移行のモデル化を目的に、以下の内容を実施した。 

・令和 2 年度の調査結果を踏まえ、実構造物におけるひび割れ部を模擬した試験体の作製

方法を試行し、実構造物におけるひび割れ部を模擬した試験体の作製条件を決定した。 

・令和 2 年度に成形したコンクリート試験体について、浸透試験開始前の分析を行った。 

・コンクリートのひび割れ試料を作製し、0.1 MCs+Sr 溶液への浸漬試験を行った。 

 今後、ダメージを受けたコンクリートの浸透挙動を評価するために、浸漬したひび割れ試

験体について EPMA により濃度プロファイルを取得し、ひび割れ幅ごとの拡散係数を推定す

る。 

実際の核種の種類・濃度を考慮した収着/浸透挙動評価 

低濃度領域での 137Cs と 90Sr の競合浸透の評価 

（再委託先：国立環境研究所、北海道大学） 

令和 2 年度までの実施内容および成果（概要）[2] 

令和 2 年度は、これまで東北大学および名古屋大学で行ってきた RI を用いた汚染水濃度

レベル（1～10 µM）での浸透実験と IP によるオートラジオグラフィを用いた浸透解析を北

海道大学で実施できるよう実験環境を整備し、名古屋大学で開始した浸漬試験の長期材齢

（約 1 年）のデータを得た。また、令和 3 年度以降に予定されるひび割れたコンクリート試

験体への Cs と Sr の浸透を解析する準備として、より大きな試験体の加工手順を設定し、浸

漬試験を実施した。その結果以下の成果を得た。  

・Cs 濃度を 100 mM、1 mM、10 µM と変化させた飽水健全モルタルへの長期浸透は、Cs は

奥行き 5 cm の試料（2×5×5 cm の直方体）の最深部まで到達し、濃度プロファイルは

平たん化した。特に 10 µM の水準では、表面濃度も低下し、試料全体で Cs は再配分し

たと考えられた。  

・Cs 濃度を 100 mM、1 mM、10 µM と変化させた飽水炭酸化モルタルへの浸透では、いず

れの水準でも炭酸化部分の濃度も高まったが、深部の濃度も高まった。 

・濃度 10 µM の溶液からの乾燥炭酸化モルタルへの長期吸水では、Cs では炭酸化部位で

の全体的な濃度増加と深部への浸透が認められた。Sr については炭酸化部分のみに Sr

が再配置される結果となった。 

・ひび割れたコンクリートの評価で必要となる寸法の 4×6×6 cm の試験体を精密切断機

で切断する手順を検討し、カウンターウェートの調整により切断ブレードに作用する

荷重を制御することで、IP 測定可能な平滑面を得ることができた。ただし、1 試料を加

工するために 1 日以上を要する。 

・70 年を経た橋梁の実構造物からコンクリートコアを採取し（中性化深さ 3 cm）、変質し

た試料表面と非変質の内部から試験体を切り出し、それぞれを 2.5 L の 10 µM の CsCl

および SrCl2溶液にそれぞれ 25 日および 23 日浸漬した後の、コンクリート試料表面で

の吸着状況、および深さ方向断面での浸透状況を測定した。その結果、浸漬面の分析で

は、Cs も Sr も、コンクリート深部の非変質面に比べ、コンクリート表層の変質面に多

量に濃縮した。 

3.3

3.3.1

(3)

(1)
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・深部の切断面の分析では、Cs は骨材、特に変質鉱物に濃縮し、セメントペーストへの

吸着は比較的少なかった。Sr は骨材というよりも、骨材とセメントペーストの遷移帯

と呼ばれる界面に濃縮している一方、セメントペースト部分にも高濃度で存在した。 

・Cs、Sr ともに、コンクリート内部への浸透は認められなかった。実験室で作製した試

料とは異なる挙動であり、粗骨材を含めた Cs吸着相を含んだ現実的コンクリート試料、

かつ浸漬液量を考慮したうえでの低濃度領域での浸漬試験が重要であると改めて考え

られた。 

令和 3 年度実施内容および成果 

① はじめに

低濃度領域での 137Cs と 90Sr の競合浸透の評価について、ひび割れ部への浸透挙動評価の

基礎検討として、ひび割れを導入したモルタルへの 137Cs と 90Sr の浸透を、IP で計測する技

術開発を行った。RI 試験では使用できる試料寸法に制約があることから、ひび割れを有す

る試料準備とその後の浸漬試験、さらに元素移動が測定できる断面の取得方法など測定に

必要な技術開発を行った。 

試料の作製に当たっては令和 2 年度の検討結果から粗骨材による Cs 吸着が顕著である可

能性が確認されたため、1F に使用された粗骨材と同じ産地と推定される場所から採取した

粗骨材を粉砕してモルタルを作製した。また、以下の理由から、浸漬溶液は海水の存在を考

慮した現実の汚染水組成の模擬溶液とした。海水濃度と汚染水の濃度の関係を表 3-13 に示

す。 

・Cs と Sr のモルタルへの吸着量がイオン浸透挙動に影響する可能性があること。 

・Cs 吸着には K イオンが、Sr 吸着には Ca イオンがそれぞれ競合すること。 

・現実の 1F のタービンピットなど地下構造物は汚染水と接触する前に海水と接触し、汚

染水自体も単純溶液ではなく、海水と混合したものであること。 

・海水には K イオンと Ca イオンが、事故由来の Cs イオンと Sr イオンと比べても高濃度

であること[37]。 

表 3-13 浸漬溶液の組成 

日付 Na K Rb Cs Mg Ca Sr Cl SO4 対海水

単位 ppm ppm ppb ppb ppm ppm ppm ppm ppm ％ 

2011/3/12 8,100 309 96.1 1100 960 310 6.3 15,000 670 80 

2017/3/1 150 5.57 1.73 15 19 43 0.11 270 110 1.5 

海水 * 10,780 399 20 0.306 1,280 412 7.8 19,350 530 100 

原子量 23.0 39.1 85.5 132.9 24.3 40.1 87.6 35.5 96.0 - 

単位 mM mM µM µM mM mM µM mM mM ％ 

2011/3/12 352 7.90 1.12 8.33 39.5 7.73 72 423 6.98 80 

2017/3/1 6.52 0.142 0.0202 0.114 0.782 1.07 1.26 7.61 1.15 1.5 

海水 469 10.2 0.234 0.00230 52.7 10.3 89.0 545 5.52 100 

*：野崎[37] 

(2)
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実験は 2 シリーズを行った。第 1 のシリーズは、ひび割れを有しないモルタルを用いたイ

オン吸着と浸透への浸漬履歴の影響の評価である。モルタルは飽水状態で炭酸化していな

い健全な状態のものと、現実により近い乾燥した中性化したものの 2種類を用いた。第 2 の

シリーズは、ひび割れたモルタル（飽水状態）の浸漬によるイオン浸透へのひび割れ影響の

評価である。この検討では、事故後初期段階での化学組成の汚染水（初期汚染水）への浸漬

を行った。 

低濃度のイオン浸透を評価するため、IP を用いたオートラジオグラフィを用いた。この

ため、浸漬液を 137Cs と 90Sr により標識した。RI を用いた実験を行ったため、操作はすべて

北海道大学アイソトープ総合センターの管理区域内で行った。 

② 実験

使用材料は、OPC、石灰石砕砂、現場粗骨材粉砕物（5 mm アンダーに調整）、水道水であ

った。水セメント比 0.55、砂セメント比 3 でモルタルを混合し、3 か月以上封緘養生した試

料を浸漬試験用に加工した。 

ひび割れのないモルタル試料の浸漬試験は、炭酸化や溶脱のない健全試料で飽水状態の

もの、3 mm まで促進炭酸化させた乾燥試料に対して行った。 

ひび割れ試験体は、内径 50 mm、厚さ 1.8 mm の塩化ビニル製パイプにモルタルを充填し、

上下から荷重を載荷し、貫通ひび割れを発生させた。ひび割れ幅は 0.05～0.25 mm とした。

浸漬前は封緘養生の条件であった。 

浸漬条件は、事故直後の汚染水濃度を考慮した。表 3-13 に示した初期汚染水の化学組成

によると、Rb と Cs を除いて、他のイオン濃度は海水の約 80％となっており、海水と炉内の

冷却水が混合したものと考えられる。 

表 3-14 浸漬条件の影響検討のためのモルタル試料の浸漬水準 

試料 
溶液濃度（µM） RI（Bq/mL） 液量 

浸漬液特性 
Cs Sr Cs Sr （mL）

飽水健全粗骨材

モルタル 

3.5 - 100 20 500 単純塩化物、単独 

- 71 100 20 500 単純塩化物、単独 

3.5 71 100 - 500 海水 1 d+初期汚染水、単独 RI 

3.5 71 - 20 500 海水 1 d+初期汚染水、単独 RI 

乾燥炭酸化粗骨

材モルタル 

3.5 - 100 20 750 単純塩化物、単独 

- 71 100 20 750 単純塩化物、単独 

3.5 71 100 - 750 初期汚染水、単独 

3.5 71 - 20 750 初期汚染水、単独 

3.5 71 100 - 750 海水 1 d+初期汚染水、単独 RI 

3.5 71 - 20 750 海水 1 d+初期汚染水、単独 RI 
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浸漬条件の影響検討のためのひび割れのないモルタル試料の浸漬水準を表 3-14 に示す。

浸漬は 2 種類の試料に対して行った。1 つは飽水処理した健全モルタルであり、もう 1 つは

促進炭酸化条件（40 ℃、60％RH、CO2濃度 5％）に保管された乾燥炭酸化モルタルである。 

浸漬液の条件としては、Cs と Sr の共存効果を調べる目的で、従来は Cs と Sr それぞれ単

独、および混合した浸漬条件を準備したが、実汚染水では両者が混合している海水がベース

になっているので、測定のための RI を一方ずつ添加することで、同じ条件で、Cs と Sr の

浸透を異なる試料で測定することとした。浸漬履歴は主には 3 種類とした。第 1 は単純な

CsCl もしくは SrCl2溶液である。第 2 は、初期汚染水に RI を加えたものである。第 3 は最

も忠実に現実の履歴を再現しようとしたもので、1 日間、海水組成の溶液に浸漬し、その後、

RI を添加した初期汚染水に浸漬したものである。 

ひび割れたモルタルの浸漬条件を表 3-15 に示す。ひび割れ幅は、0.1 mm 程度のものを中

心に検討し、より大きな 0.25 mm のものも用いた。浸漬溶液は初期汚染水組成の溶液に 137Cs

もしくは 90Sr をそれぞれ 2367 Bq/mL、480 Bq/mL となるように添加したものである。評価

材齢は、ひび割れを通じで早期にイオン移動が起きる可能性があるため、予備的な検討を行

い 7 日とより長期の 64 日と設定した。 

浸漬は室温 23 ℃の実験室内で行い、約 8 週間とした。 

表 3-15 ひび割れモルタル試料の浸漬水準 

ひび割れ幅（mm） RI 測定材齢（日） 

0.13 137Cs 7 

0.09 137Cs 64 

0.25 137Cs 7 

0.13 90Sr 7 

0.11 90Sr 64 

図 3-47 試料の加工手順 
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図 3-48 ひび割れ試料（直径 5 cm、高さ 5 cm）の切断状況 

試料の加工と測定の手順を図 3-47 に、試料の切断状況を図 3-48 に示す。所定の浸漬期間

の経過後に試料を溶液から取り出し、試料表面からの放射線の散乱を防ぎ IP 像の表面位置

を見やすくするため、浸透面を鉄粉入りエポキシ樹脂で被覆した。浸漬面の評価をする場合

は、樹脂被覆前に IP へ暴露した。エポキシ樹脂が硬化したのちに、精密切断機（BUEHLR 製

アイソメット）を用いて低速で切断し、厚さ 1.6 mm の薄片を切り出した。切断に際しては

切削油（BUEHLR 製アイソカット）を用いた。切断時には刃の幅が 0.4 ㎜であるため、いっ

たん切断した位置から、刃を 2 ㎜動かして切断することで 1.6 mm の薄片となる。切り出し

た薄片はイソプロパノールで洗浄し、切削油を取り除いた。薄片中の水分による放射線の遮

蔽効果を除去するため、40 ℃において 1 時間減圧乾燥を行ったのちに IP 暴露した。 

Cs と Sr の吸着・浸透挙動は IP を用いたオートラジオグラフィにより行った。使用した

IP は GE Healthcare 製 BAS IP MS 2025E である。試料の IP への暴露前に、消去器（富士フ

イルム株式会社製 IP Eraser BAS）で 30 分間白色光による照射を行い、像の消去を行った。

試料の IP への暴露は専用のカセッテ内に入れ、蓋をすることで試料を上から押し付け、IP

と試料が密着するようにした。また、暴露している時間の温度と湿度の条件を一定に保つた

め、IP はクールインキュベーター内（20 ℃）に入れた。一定時間が経過した後、クールイ

ンキュベーターから IP の入ったカセッテを取り出し、試料を IP の上から取り除くことで

暴露を終了した。IP に蓄積された信号が失われるフェーディングの影響を抑制するため、

暴露後急速に失われる信号成分の影響を除去することを目的に、暴露後、30 分経過してか

ら、画像読み取り装置（富士フイルム株式会社製 Typhoon FRA 7000）を用いて IP に蓄積し

た信号を取得した。その際、読み出し分解能は 25 µm に設定した。 

この操作では放射性物質を扱うため、通常の実験室ではなく北海道大学アイソトープ総

合センター内の管理区域内にて行った。
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③ 結果

1) ひび割れのないモルタル

ひび割れのないモルタルを異なる履歴で浸漬した場合について、浸漬面の測定結果を図

3-49 に示す。飽水健全試料を単純 CsCl 溶液に浸漬した場合、Cs は骨材粒子に強く吸着され

た。しかし、初期汚染水の条件にしたところ、Cs 吸着は骨材粒子がある部分に認められた

が、その濃度は大幅に減少した。これは Cs に対してモル濃度で 2000 倍高い K が競争吸着

したためと考えられる。飽水健全試料を単純 SrCl2溶液に浸漬すると、Cs とは異なり、骨材

を避けてセメントペースト部分に吸着した。初期汚染水の条件では Cs と同様に吸着濃度は

低下した。これは Sr に対してモル濃度で 100 倍高い Ca が競争吸着したためと考えられる。 

乾燥炭酸化試料の場合を説明する。単純 CsCl および SrCl2 溶液の場合、炭酸化ペースト

部分に高濃度の吸着が認められた。これらの吸着は初期汚染水の条件とすることで減少し

た。 

次に、浸透状況について説明する。図 3-50 に、浸漬履歴が Cs 浸透に与える影響を示す。

Cs の健全飽水試料への浸透は Cs 単独溶液への浸漬であっても、実履歴を再現した浸漬であ

っても、浸透深さは 3 mm と同等であった。ただし、表面の吸着濃度は Cs 単独溶液では 7×

10-5 mol/kg であったが、実履歴を再現した浸漬条件では 3×10-6 mol/kg と 1 桁以上低下し

た。 

乾燥炭酸化試料では、Cs 単純溶液では浸透深さが 4 mm 程度と健全飽水の 3 mm より大き

くなり、表面濃度は 1×10-3 mol/kg と健全飽水よりも 1 桁以上高くなった。初期汚染水条

件とすると、浸透深さは 5 mm 程度とさらに大きくなったが、表面濃度は 6×10-4 mol/kg と

1 桁以上低下した。ただし、健全飽水条件よりも 1 桁高かった。さらに試料を 1日間海水に

浸漬した後に初期汚染水に浸漬したところ、表面濃度は変わらなかったが、浸透深さは約 10 

mm となった。炭酸化により吸着は増加したが、浸透深さは増加傾向になった。Cs は炭酸化

部分を移流により飽水状態よりも大きく移動したが、初期汚染水組成となり Cs 吸着が阻害

されることでより奥まで浸透し、1日海水に接することで乾燥状態からの急速な給水がない

条件でもより奥まで浸透したことから、Cs の吸着阻害が起きる条件では浸透速度が大きく

なる可能性が示唆された。 

Sr の場合を説明する。図 3-51 に、浸漬履歴が Sr 浸透に与える影響を示す。健全飽水試

料では、Sr 単独溶液でも実履歴条件でも浸透は 2 mm 以内に限定されていた。表面濃度は Sr

単独では 4×10-3 mol/kg と、Cs の場合の 7×10-5 mol/kg よりも 2 桁近く高かった。実履歴

になると 4×10-4 mol/kg と 1 桁低下した。 

乾燥炭酸化試料では、Sr単純溶液では浸透深さは Csの場合と同等の 4 mm 程度に増加し、

表面濃度は 8×10-3 mol/kg に倍増した。初期汚染水条件では、表面濃度は 5×10-4 mol/kg

に 1 桁以上低下し、浸透深さは 12 mm と大幅に増加した。実履歴では、表面濃度は同等であ

ったが、浸透深さは 7 mm 程度であった。Sr 浸透は飽水条件では吸着阻害が起きる実履歴条

件を含めて極めて限定的であるが、乾燥炭酸化試料においては水の移流の影響が大きくな

った。 

これらの結果は、試料の状態、浸漬履歴条件、RI の種類のそれぞれの影響をよく表して

いるが、再現性の観点からは定量評価の精度に限界はあると考えられる。 
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図 3-49 異なる浸漬条件での浸透面への Cs と Sr 吸着状況 

図 3-50 浸漬履歴が Cs 浸透に与える影響 
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図 3-51 浸漬履歴が Sr 浸透に与える影響 

2) ひび割れモルタル

ひび割れモルタルへのイオン浸透の解析手順をまず説明する。図 3-52 に手順を示す。浸

漬後、ひび割れと直行する方向に切断し、イオン浸透面を得る。図の左は切断面の写真であ

るが、中央の暗い部分がひび割れであり、切断に使用した切削油がしみ込み暗くなっている。

その右が IP 像である。表層部に濃縮が存在するため、その部分からの信号により、ひび割

れを含む深部への浸透状況が適切に把握できない状態になっている。そこで、表層の濃縮部

を削除して再度 IP 像を得たのがその右である。表層の濃縮部が無くなったことで深部の分

布が明確に分かる。全体の IP 像と表層を削除した後の IP 像を合成し、考察対象とする。 

図 3-53 に、ひび割れ幅が異なるモルタル試料を初期汚染水へ 7 日浸漬した後の、Cs 浸透

を示す。ひび割れが大きい方が深部まで浸透している様子がわかる。 

図 3-54 に、ひび割れモルタル試料を初期汚染水へ 7 日浸漬した後の、Sr の浸透を示す。

試料両端部の濃縮は塩化ビニルパイプへの付着であり、モルタルへの浸透ではない。中央部

に浸透が認められるが、Cs の場合ほど明確ではない。これは、ひび割れが直線状に導入さ

れておらず、10 mm 以深で左側にひび割れが偏向した可能性を考えることができる。 

図 3-55 に、材齢を 64 日とした場合のひび割れモルタルへの Cs と Sr の浸透状況を示す。

ひび割れ部の浸透は進行しておらず、一方でひび割れがない部位での浸透が Cs でも Sr で

も同様に認められた。この試料の深部への浸透を評価するには、一律に 2 mm で切断するの

は不適切で、浸透状況を適切に判断し、濃縮部の切除が必要である。今後の検討課題とする。 

表 3-16 に、表面濃度、2 mm 奥の濃度、ひび割れ部の浸透深さを示す。7日材齢では濃縮

は表層にとどまり、2 mm 奥では 1～2 桁濃度が下がった。
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図 3-52 ひび割れ試験体への浸透の解析手順 

左：ひび割れに垂直な切断面（イオン浸透面）、中央左：全体の IP 像、 

中央右：表層 2 mm 切除後の IP 像、右：全体の IP 像と表層削除後の IP 像の合成表示 

図 3-53 ひび割れ幅が異なるモルタル試料への Cs 浸透 

左：0.13 mm、右：0.25 mm、初期汚染水への浸漬期間 7 日 

図 3-54 ひび割れ試験体への Sr 浸透（ひび割れ幅 0.13 mm、初期汚染水への浸透期間 7 日） 
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図 3-55 ひび割れ試験体への 64 日での浸透 

左：Cs、ひび割れ幅 0.09 mm、右：Sr、ひび割れ幅 0.11 mm 

表 3-16 ひび割れモルタル試料への浸透のまとめ 

ひび割れ幅

（mm） 
RI 

測定材齢

（日） 

表面濃度

（mol/kg）

濃度@2 mm 

（mol/kg）

浸透深さ

（mm） 

0.13 137Cs 7 2×10-5 6×10-7 15

0.09 137Cs 64 2×10-5 - 11

0.25 137Cs 7 2×10-5 1×10-6 35

0.13 90Sr 7 2×10-4 1×10-6 20

0.11 90Sr 64 2×10-4 - 13

まとめ 

状態が異なるひび割れのない試料を用い、浸漬条件の履歴が Cs と Sr 浸透挙動に与える

影響を調査し、以下の結果を得た。 

・単純溶液に比べ、現実の事故時の汚染水である海水の影響を考慮すると、表層での吸着

濃度は、Cs も Sr も 1 桁以上低下した。 

・健全飽水に比較し、乾燥炭酸化条件では移流によるより深部への浸透が認められた。 

・実履歴に近い条件を考え、乾燥中性化試料を 1 日間海水に浸漬し、さらに初期汚染水に

浸漬した。Cs はこの操作により、より深部に浸漬した。Sr は海水に浸漬することで、

初期汚染水に浸漬した時の早い動きは抑制された。 

・今後、より長期での浸透を調査する予定である。 

ひび割れ幅が異なるモルタル試験体（封緘養生）に対する、初期汚染水からの Cs と Sr

の浸透を調べ、以下の結果を得た。

(3)
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・ひび割れ幅が 0.1 mm 程度の場合、7 日材齢で浸透深さは 10～20 mm 程度となった。Cs

と Sr のひび割れ部での浸透深さに大きな差はなかったが、Sr の浸透が不明瞭であり、

さらなる検討が望ましい。 

・この際、表層部に比べ 2 mm 深部の濃度は 1桁以上低下した。 

・ひび割れ幅が 0.1 mm から 0.25 mm となると、ひび割れ部の Cs 浸透深さは 15 mm から

30 mm へ倍増した。 

・材齢を 7日から 64 日にした場合、ひび割れ部の浸透が進むわけではなく、ひび割れが

ない部分の浸透の方が顕著であった。 

・今後は、物質濃度を現実の RI 濃度に変換する必要がある。 
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α核種のコンクリート部材への収着挙動評価 

（連携先：JAEA） 

令和 2 年度までの実施内容および成果（概要） 

汚染水には Cs や Sr とともに Pu や Am 等のα線を放出する核種が含まれている。α核種

の濃度は原子炉建屋から下流で減少していることから、α核種が建屋に滞留している可能

性が考えられる。放射性核種により汚染したコンクリートの除染や廃棄物としての処理、処

分を検討する上でα核種の付着や浸透の挙動が重要である。 

前研究[2][39]では OPC および FAC について、その変質状態を考慮して Pu および Am の分

配比、並びにセメントペースト試験片への浸透深さを求めた。Pu の分配比は約 105 cm3/g 以

上と非常に高く、OPC と FAC には有意な差が見られず、一方で、健全状態に比べ炭酸化状態

は分配比が低下することを明らかにした。α核種の浸透は、セメントの種類や状態での差は

見られず、いずれも表層から 1 mm に大半が収着し、2 mm まで浸透している可能性が示唆さ

れた。 

建屋と汚染水の接触が長期に及んでいることから、長期の浸漬の影響を確認するため、コ

ンクリートが汚染水と接触した初期条件を検討し、予察試験を開始した。 

令和 3 年度実施内容および成果 

① 目的

現在も原子炉建屋に汚染水が存在しており、建屋と汚染水の接触は 10 年以上にわたって

いる。浸透深さは時間に依存しうることから、建屋へのα核種の浸透を評価するためには長

期の浸漬試験が必要になる。そのため、ここでは 1 年の浸漬を開始し、短期の場合と比較し

てα核種が拡散しているか確認する。 

浸透深さを求める試験では、作業の都合上セメントペースト試験片を用いている。コンク

リートには骨材も含まれ、また建屋を想定すると表面の塗装や、ひび割れ等により内部の鉄

筋が露出する可能性がある。そのため、セメントペースト以外の部材に対してもα核種の収

着を考慮する必要がある。ここでは骨材、塗料、鉄筋に対してα核種の分配比から、建屋を

想定した分配比を求めた。 

② セメントペーストへの浸透深さの評価

1) 長期浸漬の予察試験

長期浸漬を最適な条件で実施するために、2 か月間浸漬をする予察試験を実施した。 

試験方法 

浸漬液は令和 2 年度に調製した浸漬液を使用した。これは U、Pu 混合酸化物ペレット

（Pu/Pu+U 30 wt％）を 7 M 硝酸で溶解した液である。Am は 241Pu のβ－壊変により生じる
241Am が含まれている。この液を水により希釈し、239Pu+240Pu 2.7×103 Bq/mL、238Pu+241Am 1.2

×104 Bq/mL とした。 

試験片はセメントペースト（OPC、FAC）を 10×2.5×50 mm に加工し、エポキシ樹脂で被

覆した後、浸漬する面（10×2.5 mm）を切り出して露出させた。ブランクとしてエポキシ樹

脂を同じ寸法に加工した。 

各セメントペーストおよび 2 本のエポキシ樹脂試験片を 1 つの容器の中で 100 mL の浸漬

液に浸漬した。2 か月間静置後、試験片を引上げて自然乾燥させた。試験片をバイスで固定

3.3.2

(1)

(2)

a)
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し、手回しグラインダーにサンドペーパー#180 を接着して、5 mm の深さまで粉末化した。

粉末を 0.5、1、2、3、5 mm の深さでそれぞれ回収した後、粉末とサンドペーパーを併せて

1 M 硝酸 10 mL に 1 晩浸漬した。この液を 0.45 µm のシリンジフィルターでろ過し、ろ液を

α放射能分析に供した。 

ろ液 10 µL を試料皿に塗布し、高周波加熱して焼き付けた。α波高分析装置（波高装置：

ORTEC 社製 920-8MCA、半導体検出器：ORTEC 社製 SSD）にて測定した。α線のエネルギーが

近い核種は、239Pu+240 Pu（5.15 MeV、238Pu+241Am（5.48 MeV）のように合算して取り扱った。 

結果と考察 
239Pu および 241Am 濃度の試験片浸漬面からの深さ依存性を図 3-56 に示した。ここで、深

さは各層の中間値であり、例えば 0～0.5 mm の粉末は 0.25 mm にプロットした。濃度は表

面積で規格化し、エポキシ樹脂は 2 試料の平均値を示した。 

Pu および Am ともに同様の挙動を示し、0～0.5 mm、0.5～1 mm と低下し、1 mm 以降では

ほぼ一定となった。1 mm 程度まで Pu および Am が浸透しているとみられる。OPC と FAC は

0.5～1 mm で若干の差が見られた。エポキシ樹脂は深さに対してほぼ一定であることから、

1 Bq/mm2程度の濃度で表層に付着しており、OPC および FAC 試験片について 1 mm 以降はセ

メントペースト内を浸透したものではなく、側面の樹脂に付着した寄与である。 

これらの結果より、Pu および Am の浸漬液濃度が分析に適当であることが確認できた。 

b)
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図 3-56 2 か月浸漬したセメントペーストおよびエポキシ樹脂の 

Pu および Am 濃度の深さ依存性 

(a) 239Pu  (b) 241Am 
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2) 長期（1 年）浸漬試験

試験方法

OPC と FAC はα核種の浸透深さが同様であったことから、セメントペーストは OPC を選び

試験に供した。変質状態は浸漬液の pH に大きな影響を与えることから、炭酸化状態を加え

た。令和 2 年度の調査結果から、建屋のコンクリートには汚染水の前に津波で浸水した海水

が接触している箇所が存在していることから、長期に浸漬する前に、1 週間人工海水に浸漬

する条件を設定した。浸漬の期間ごとに試験片を 1 本ずつ使用した。最長 12 か月までの浸

漬を計画し、試験に着手した。試験条件を表 3-17 に示した。試験方法は上述の予察試験と

同様に行った。 

表 3-17 長期浸漬試験の浸漬条件 

試料 変質状態 予備浸漬 浸漬期間 

A OPC（飽水） 健全 海水（1 週） 1、3、12 か月 

B OPC（飽水） 健全 － 1、3、12 か月 

C OPC（飽水） 炭酸化 海水（1 週） 1、3、12 か月 

D エポキシ樹脂 － － 12 か月 

結果と考察 

これまでに 1 か月浸漬した試料の分析を終え、3か月浸漬した試料を得た。 

1 か月の浸漬の結果を図 3-57 に示す。ここで、239Pu は定量に至らない場合があった。ろ

液を焼き付ける際に、セメント成分が析出することを防止するため、希釈倍率を高めた結果

である。試験片 A（健全、予備浸漬）については、1～2 mm の濃度が 0.5～1 mm の濃度より

も高い値となっており、他の試料と挙動が異なっている。作業中に汚染した可能性がある。 

1 か月の浸漬により、α核種は予察試験と同様に 1 mm 程度まで浸透していた。また、Pu

は Am の挙動と同じであるとみられる。試験片 B（健全）は 0.5 mm 以降で A（健全、予備浸

漬）、C（炭酸化、予備浸漬）に対して若干高い濃度を示した。ここで、エポキシ表層への付

着とみられる 1 mm 以降の値も A と C に比べて高いことから、エポキシに収着した寄与が考

えられる。 

結果として、1 か月の浸漬期間では、3 つの条件に浸透深さへの差は見られなかった。長

期浸漬を継続するとともに、3 か月浸漬した試料の分析を実施していく。 

a)

b)
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図 3-57 1 か月浸漬した変質状態および予備浸漬条件の異なるセメントペーストの 

Pu および Am 濃度の深さ依存性 

(a) 239Pu (b) 241Am 

白抜きのプロットは定量下限値を表す。試料 A、B、C は表 3-17 参照。 
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③ 建屋構造部材への分配比の評価

1) 試験方法

表 3-18 に示す構造材を、α核種を含む溶液に浸漬した。分配比（D）を構造材の表面積で

規格化するため、表面積が約 600 mm2となるよう細骨材および粗骨材の粒数を揃えた。浸漬

液濃度は、浸透深さの試験と同じく 239Pu+240Pu 2.7×103 Bq/mL、238Pu+241Am 1.2×104 Bq/mL

とした。表面積と液量の比が約 30 mm2/mL となるよう浸漬液を用いた（A、B、C、D、F: 20 mL、

E: 50 mL）。1 か月静置して浸漬した後、浸漬液を 0.45 µm シリンジフィルターでろ過し、

α放射能分析を行った。浸漬液濃度から分配比を式（3-6）の通り求めた。 

c: 浸漬液濃度 (Bq/mL) 

c0: 初期浸漬液濃度 (Bq/mL) 

V: 浸漬液量 (mL) 

S: 表面積 (mm2) 

表 3-18 バッチ浸漬に用いた構造材 

材料 仕様 寸法（mm） 表面積（mm2）

A 現場細骨材 宮城県阿武隈川産 平均粒径 1.35 
576 

（100 粒合計）

B 石灰細骨材 宮城県阿武隈川産 平均粒径 1.35 
576 

（100 粒合計）

C 粗骨材 宮城県阿武隈川産 

(L) 3 粒 

5.3×9.3×3.9 

15.2×7.4×9.7 

10.2×8.3×2.2 

(H) 3 粒 

13.0×4.3×6.5 

13.0×7.0×8.0 

5.5×6.3×8.0 

(L)621 

(H)589 

（3 粒合計） 

D 
セメント 

ペースト 

OPC（飽水）健全試験片 

（表 3-17 の B に同じ） 

10×2.5（セメント露

出面のみ） 

25（セメント

露出面のみ） 

E 塗料 
エポニックス NC 床用 

（大日本塗料株式会社） 
12.2×12.4×25.5 1559 

F 鉄筋 異径棒鋼 SD345 10×10×10 600 

2) 結果と考察

構造材への Pu 分配比および浸漬液の pH を図 3-58 に示した。現場細骨材および石灰粗骨

材は D が 10-1 程度であったが、粗骨材はそれよりも 1 桁高い分配比を示し、セメントペー

ストと同程度であった。そのため、Pu の収着量を推定するにあたっては粗骨材の影響を考

分配比 D (mL/mm2) = (c0-c)/c×V/S （3-6） 
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慮すべきである。塗料は浸漬液の pH が高いにも係らず 10-2以下と非常に低く、建屋の塗装

が健全な場所では Pu の蓄積は少ないと推定される。鉄筋については、浸漬後の濃度が定量

下限値未満となり、102 以上の高い分配比を示した。鉄筋は浸漬中に錆を生じており、錆が

生成する過程で Pu が錆に取り込まれることにより分配比が高くなったものと考えられる。

このことから、建屋にひび等が入ることにより汚染水が鉄筋と接触している場合、構造材に

蓄積する Pu 量が多くなる可能性がある。 

図 3-58 Pu の構造材への分配比 

A: 現場細骨材 B: 石灰細骨材 C: 粗骨材 

D: セメントペースト E: 塗料 F: 鉄筋 

まとめ 

汚染水へ長期間浸漬した場合のセメントペースト内部への浸透を求めるため、予察試験

から浸漬条件を決定し、1 年の浸漬を開始した。1 か月の浸漬試験では、健全や炭酸化とい

ったセメントの変質状態や海水への予備浸漬の有無によらず、いずれの条件も表層から 1 

mm まで浸透した。このことから、1 か月時点では変質状態や海水への浸漬の影響は見られな

かった。引き続き 12 か月まで浸漬を継続し、浸透の進展を調べる。 

コンクリート材料である細骨材、粗骨材、塗料、鉄筋への Pu の分配比を求めた。細骨材

に比べて粗骨材は 1 桁高い分配比でありその影響を考慮すべきであると考えられた。塗料

に比べてセメントや骨材が高い分配比を示すことから、塗装がなくコンクリートが露出し

ている箇所はα核種の蓄積量が多くなっていることが示唆される。鉄筋の分配比は骨材に

比べて 2 桁以上高かったことから、コンクリートがひび割れしている場合に鉄筋の影響が

大きくなるため、令和 4 年度はひび内部への浸透について検討を進める。 
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研究推進 

令和 2 年度までの実施内容および成果（概要） 

令和 2 年度は、研究代表者の下で各研究項目間の連携を密にして、研究を進めた。また、研

究実施計画の策定、全体の結果のとりまとめ等を協議するための全体会合をオンラインで計 3

回開催した。また、令和 2 年度第 1 回英知事業 WS、英知事業の廃棄物関連課題に係る情報交

換会に参加し、CLADS を介したニーズ側との情報交換を実施した他、研究課題間の情報交換と

して、北海道大学小崎完教授との会合も開催した。 

令和 3 年度実施内容および成果 

令和 3 年度は、本研究を推進するにあたり、研究代表者の下で各研究項目間の連携を密にし

て、研究を進めた。また、研究実施計画の策定、全体の結果のとりまとめ等を協議するための

全体会合をオンラインおよび対面で計 4 回開催した。令和 3 年度の全体会合の開催実績を表

3-19 に示す。 

また、英知事業の廃棄物関連課題に係る研究課題間の情報交換として、北海道大学小崎完教

授の研究チームとの会合も開催した。 

所期の全体計画は概ね順調に進んだ。 

(1)

(2)

3.4
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表 3-19 令和 3 年度の全体会合の開催実績 

回数 開催日 議事概要 

第 1 回 令和 3 年 6月 1 日 

＜キックオフミーティング＞ 

① 令和 3 年度の到達目標の確認

② 各機関の進捗、今後の予定の確認

 RBSM 用データ取得/解析手法検討

（東京大学/名古屋大学）

 浸透挙動解析の手法検討

（太平洋コンサルタント/太平洋セメント）

 137Cs と 90Sr の浸透試験

（国立環境研究所/北海道大学）

 α核種試験（JAEA）

③ 機関を跨る内容の調整（試験体の作製条件等）

④ 令和 3 年度のスケジュール確認

第 2 回 令和 3 年 9月 28 日 

＜進捗確認に関する打ち合わせ＞ 

① 各機関の進捗確認

 RBSM 用データ取得/解析手法検討

（東京大学/名古屋大学）

 浸透挙動解析の手法検討

（太平洋コンサルタント/太平洋セメント）

 137Cs と 90Sr の浸透試験

（国立環境研究所/北海道大学）

 α核種試験（JAEA）

② 今後の試験/打合せ等のスケジュール確認

第 3 回 令和 3 年 12 月 27 日 

＜進捗確認に関する打ち合わせ＞ 

① 各機関からの進捗確認

 RBSM 用データ取得/解析手法検討

（東京大学/名古屋大学）

 浸透挙動解析の手法検討

（太平洋コンサルタント/太平洋セメント）

 137Cs と 90Sr の浸透試験

（国立環境研究所/北海道大学）

 α核種試験（JAEA）

② 本研究の今後の取り組みについて

③ 報告書作成/報告会等のスケジュール確認

第 4 回 令和 4 年 3月 7 日 

＜進捗確認および報告書作成に関する打ち合わせ＞ 

① 各機関からの進捗確認

 α核種試験（JAEA）

 137Cs と 90Sr の浸透試験

（国立環境研究所/北海道大学）

 浸透挙動解析の手法検討

（太平洋コンサルタント/太平洋セメント）

 RBSM 用データ取得/解析手法検討

（東京大学/名古屋大学）

② 報告書作成のスケジュール確認

JAEA-Review 2022-057

- 92 -



67

結言 

本章では、令和 3 年度に得られた成果の概要と、今後の課題について述べる。 

（1）核種の長期挙動シミュレーションに向けた部材のひび割れ幅・深さと密度を含む状態設定の     

検討 

① メソスケールひび割れ解析で必要な各種物性値の取得

乾燥、再吸水を模擬する実験を行うため、試験体を作製し、試験体の乾燥、再吸水によっ

て生じるマクロ～メソスケールの変形の取得を目的として、巨視的な体積変化挙動（接触型

変位計）、ひび割れの開閉（画像相関法による画像分析）に関する実験的評価を行った。ま

た、数値解析の構成則構築に必要となる異なる含水状態、温度状態の試験体の物性値を取得

した。接触型変位計による巨視的な体積変化挙動を測定した結果、吸水中の経時変化におい

て、約 3 分経過後にいちど膨潤が停滞した後に、約 3 時間経過後に再び膨潤が進展する傾向

が確認された。また、画像相関法によるひび割れの開閉を観察した結果、拘束条件下で乾燥

を受けたモルタル試験体に貫通ひび割れが発生すること、その後、吸水によってモルタルが

膨潤し、貫通ひび割れが閉塞する挙動が確認された。さらに、異なる含水状態、温度状態の

圧縮強度、動弾性係数、動ポアソン比を測定した結果、飽水時から乾燥によって低下する傾

向が確認された。 

② メソスケールひび割れ解析の実施とひび割れ量の評価

原子力発電所の巨大鉄筋コンクリート部材（部材厚が大きい）の経年劣化に伴う時間依存

性ひび割れ解析を実施した。RBSM で用いられている構成則をさらに発展させ、初期水和発

熱と供用期間中の長期乾燥によるひび割れ挙動を予測するために使用した。初期材齢につ

いては、温度と応力の履歴を十分に再現することができた。また、ひび割れを介して局所的

に発生する熱応力は、本手法により良好に再現できることが確認された。温度ひび割れの特

性（ひび割れ数、ひび割れ幅の合計、平均ひび割れ間隔など）は、既往の実験と同程度であ

った。また、鉄筋を明示的にモデル化することにより、鉄筋の結合挙動を再現することがで

きた。 

長期乾燥プロセスでは、初期から使用期間にかけての時間依存のひび割れ進展挙動を評

価できた。壁圧の大きい壁構造の乾燥過程による水分分布を適切に再現することができた。

また、乾燥収縮に伴う表面ひび割れを合理的に再現することができた。解析結果では、早期

の局所的なひび割れは、支持体から拘束方向に沿って発生し、その後、壁体内部へ伝播した。

また、コンクリートの長期乾燥収縮は、表面ひび割れの発生だけでなく、既存のひび割れを

拡大させることがわかった。このことは、耐久性の観点からも大きな問題である。また、鉄

筋コンクリート部材の経年劣化により発生したひび割れが物質透過を促進し、構造性能の

劣化を促進する可能性がある。 

今後、使用期間に応じたひび割れの時間依存性解析の精度を高めていく予定である。コン

クリートの体積変化によるひび割れ挙動には、拘束条件が大きく寄与している。そのため、

施工段階から逐次拘束条件を検討する必要がある。また、令和 3 年度に継続して吸水挙動に

関するモデル化も進め、事故後の吸水挙動、とくにひび割れに着目した検討を令和 4 年度も

進めていく予定である。

4.
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（2）コンクリート部材の状態を考慮した浸透挙動解析の手法検討 

① モデルによる核種浸透シミュレーション

実際のコンクリート部材における長期的な核種の浸透挙動評価として、令和 2 年度から

開始した、材料、配合、炭酸化状態および物質移行係数が異なる条件における Cs、Sr の浸

透深さ計算に関する検討を継続し、令和 2 年度までに検討されたコンクリート部材の浸透

挙動のモデル化手法により、代表的な初期条件および境界条件における核種の浸透深さを

計算した。 

具体的には、令和 2年度に引き続き、セメントペーストの主な Cs、Sr 収着相である C-A-

S-H に対する Cs、Sr 収着試験を実施し、試験結果を基に、C-A-S-H の Cs、Sr 収着モデルを

作成した。また、炭酸化したコンクリートに対する Cs、Sr 浸透挙動を評価するため、炭酸

化したコンクリートに対して Cs、Sr 浸透試験を行い、その結果を基に炭酸化部の炭素プロ

ファイルを考慮できるモデルを構築した。さらに、令和 3 年度に作成したモデルを用いて、

1F 1 号機タービン建屋地下コンクリートの Cs、Sr 浸透深さを計算した。本モデルを用いる

ことで、C-A-S-H による Cs、Sr 収着、炭酸化部の炭素プロファイルおよび炭酸化に伴う C-

A-S-H の C/(A+S)比の低下に伴う Cs、Sr 収着量の増加を反映した計算が可能となった。 

令和 4 年度は、令和 2、3 年度の成果を基に、コンクリート部材における長期的な核種の

浸透挙動評価に必要となる知見を、今後の課題も含めて提示する予定である。 

② ダメージを受けたコンクリートの各種移行評価

ひび割れ部を考慮した物質移行の評価に資するデータ取得と、ひび割れを含むコンクリ

ートの物質移行のモデル化を目的に、以下の内容を実施した。 

・令和 2 年度の調査結果を踏まえ、実構造物におけるひび割れ部を模擬した試験体の作製

方法を試行し、実構造物におけるひび割れ部を模擬した試験体の作製条件を決定した。 

・令和 2 年度に成形したコンクリート試験体について、浸透試験開始前の分析を行った. 

・コンクリートのひび割れ試料を作製し、安定核種を用いた溶液（0.1 MCs+Sr 溶液）への

浸漬試験を開始した。 

今後、ダメージを受けたコンクリートの浸透挙動を評価するために、浸漬したひび割れ試

験体について EPMA により濃度プロファイルを取得し、ひび割れ幅ごとの拡散係数を推定す

る。 

実際の核種の種類・濃度を考慮した収着/浸透挙動評価 

① 低濃度領域での 137Cs と 90Sr の競合浸透の評価

状態が異なるひび割れのない試料を用い、浸漬条件の履歴が Cs と Sr 浸透挙動に与える

影響を調査した。単純溶液に比べ、現実の事故時の汚染水である海水の影響を考慮すると、

表層での吸着濃度は、Cs も Sr も 1 桁以上低下した。健全飽水に比較し、乾燥炭酸化条件で

は移流による、より深部への浸透が認められた。実履歴に近い条件を考え、乾燥中性化試料

を 1 日間海水に浸漬し、さらに初期汚染水に浸漬した。Cs はこの操作により、より深部に

浸漬した。Sr は海水に浸漬することで、初期汚染水に浸漬した時の早い動きは抑制された。

今後、より長期での浸透を調査する予定である。

(3)
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ひび割れ幅が異なるモルタル試験体（封緘養生）に対する、初期汚染水からの Cs と Sr の

浸透を調査した。ひび割れ幅が 0.1 mm 程度の場合、7 日材齢で浸透深さは 10～20 mm 程度

となった。Cs と Sr のひび割れ部での浸透深さに大きな差はなかったが、Sr の浸透が不明瞭

でありさらなる検討が望ましい。この際、表層部に比べ 2 mm 深部の濃度は 1 桁以上低下し

た。ひび割れ幅が 0.1 mm から 0.25 mm となると、ひび割れ部の Cs 浸透深さは 15 mm から

30 mm へ倍増した。材齢を 7 日から 64 日にした場合、ひび割れ部の浸透が進むわけではな

く、ひび割れがない部分の浸透の方が顕著であった。今後は、物質濃度を現実の RI 濃度に

変換する必要がある。 

② α核種のコンクリート部材への収着挙動評価

汚染水へ長期間浸漬した場合のセメントペースト内部への浸透を求めるため、予察試験

から浸漬条件を決定し、1 年の浸漬を開始した。1 か月の浸漬試験では、健全や炭酸化とい

ったセメントの変質状態や海水への予備浸漬の有無によらず、いずれの条件も表層から 1 

mm まで浸透した。このことから、1 か月時点では変質状態や海水への浸漬の影響は見られな

かった。引き続き 12 か月まで浸漬を継続し、浸透の進展を調べる。 

コンクリート材料である細骨材、粗骨材、塗料、鉄筋への Pu の分配比を求めた。細骨材

に比べて粗骨材は 1 桁高い分配比でありその影響を考慮すべきであると考えられた。塗料

に比べてセメントや骨材が高い分配比を示すことから、塗装がなくコンクリートが露出し

ている箇所はα核種の蓄積量が多くなっていることが示唆される。鉄筋の分配比は骨材に

比べて 2 桁以上高かったことから、コンクリートがひび割れしている場合に鉄筋の影響が

大きくなるため、令和 4 年度はひび割れ内部への浸透について検討を進める。 

研究推進 

研究代表者の下で各研究項目間ならびに CLADS 等との連携を密にして、研究を進めた。ま

た、研究実施計画を推進するための打合せや会議等を開催した。さらに、英知事業の廃棄物

関連課題に係る研究課題間の情報交換として、北海道大学小崎完教授の研究チームとの会

合も開催した。令和 4 年度も引き続き、関係機関との連係を密にして、研究成果を取りまと

める。 

(4)
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