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放射性廃棄物処分プログラムにおける
　　　　　　地下研究施設の役割

一0ECDlNEA2001レポートー

（翻訳資料）

小川豊和，内田雅大

　放射性廃棄物の地下処分プログラムでは、処分場設計に用いる地層科学パラメータの不確実性

や長期安全性が間題となる。誰もが受け入れられる安全な放射性廃棄物処分プログラムを構築す

るためには、実施主体、規制側、研究者、政治家、一般市民の間で活発な議論を行い、URLなど

の地下施設を建設して、岩盤の特性調査、試験、技術開発、実証活動を計画・実施していく必要

がある。

　このような中、本資料では2001年に発行された0ECD州囮Aの報告書「核廃棄物処分プログ

ラムにおける地下研究施設の役割」を取り上げ、幌延・東濃で建設予定の地下研究施設を対象と

した調査プログラムの考え方や実施内容の参考とするために翻訳版を作成した。
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一0ECDlNl≡】A2001Report一

（Trans1ated　D㏄ument）
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1．はじめに

人工的な地層処分の概念は、長寿命の放射性廃棄物を長期にわたり安全に管理するために開発さ

れたものである。この概念では、確実で安全に廃棄物を隔離することで人間と環境を守る地下深

部の処分場に廃棄物を処分することになる（例えば、NEA，2000）。この概念は、その他のオプ

ションも考慮することを含め、広範囲の協議のもと出来上がってきた。長期的に安定で、廃棄物

処分施設が建設でき、人工的な長期の安全性能を保ち、放射能洩れを防ぐ、あるいは減少させる

可能性があるかどうかで地質層をホストとして選ぶ。人工的なシステムは自然の地質バリアーを

補い、物理化学的に廃棄物を封鎖することを第一の目的とする。全体システムは受動的に長期に

わたり安全であるよう設計し、未来の世代への負荷を最小限にすることをめざす。しかし再確認

の目的で、処分場が閉鎖された後もしばらくはサイトを見守り、計測を継続していく予定である。

多くのNEAメンバー国において、放射性廃棄物の地下処分場の設計、長期安全性、実質的な具体

化に関する調査や問題解決に実施主体および規制側が関わっている。実施主体、規制側、科学者・

工学者、政策決定者、一般市民が満足するところまで実現性、安全、解決策の妥当性を説明する

必要がある。このために、キーとなる技術的な要素や、実施主体が用いる意思決定過程での信頼

度を示す傍ら、計画を見直し開発を認可していく必要がある。その中でも、複雑な自然・人工の

システムの挙動を未来に向かって長い問予測するのに含まれる不確実性を考慮に入れ、提案の処

分場の安全性に関して、全てのパーティに自信を抱かせる確信のある議論をすることが不可欠で

ある。

全ての国家放射性廃棄物処分プログラムにおいて予想されるキーエレメントは、1つもしくは複

数の地下施設を建設することで、そこでは、特性調査、試験、技術開発、実証活動が行われる。

このような施設は一般的に地下研究施設あるいはURL1として知られている。URLは、処分施設の

設計、建設のために、その中でも特に処分場の開発のいろいろなステージで明示しなければなら

ないセーフティケースの開発上必要となる科学情報、技術情報や実用的な経験を提供するために

必要不可欠のものである。

この報告書では、以下のテ」マについての概要をまとめている。

処分場開発プログラムの範曉内におけるURLの目的

NEAメンバー国に現在までに建設された、あるいは建設が計画されているURLの範囲

それらの施設が処分場開発プログラムならびにセーフティケースに与えることが出

　来るいろいろな寄与

国家プログラム内でURLを開発するタイミングに関する考慮

URLに関する国際協力の機会と利益

1URLは、Undergmunhesearch1aboratory、あるいはUndergmund　mck1abomtoWの略で、処分場開発プ
ログラムをサポートする目的で活動が行われる地下施設の総称として受け入れられている。

1
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2．URLの目的と既存URLの概要

URLとは？

放射性廃棄物地下処分場の開発支援の目的で、地質特性調査、試験、技術開発、実証等を行う地

下施設の総称である。どの処分場でも地質特性調査は必要で実施されることから、この資料の定

義に基づけば全ての処分場はURLの一部とみなせる。URLには、大きな研究プログラムを何年

も継続して行う複雑な目的の決まった施設もあるし、または例えば、既存の地下空洞の隣でごく

特定の調査を行う非常に簡単な施設もある。これらは国家事業として処分場建設に適切とみなさ

れる花嗣岩、岩塩、粘土・頁岩、火成凝灰岩などの岩の中に構築される。廃棄物処分として深さ

は地下数100mから1，000mが多いが、場合によってはそれより浅いこともある。

URLは地層処分の白然・人エバリアの性能をコントロールする水理、熱、力学、化学、生物学的

特性や連成ブロセスを理解する基礎となる。URLはまた、処分場の建設・操業・閉鎖に必要な技

術の開発やその技術と全体的な処分コンセプトを専門家にも一般人にも示す。URLは、人エバリ

アやモニタリングシステムの長期性能を検証するのに用いるばかりでなく、廃棄物回収技術の実

証にも用いられる。大切なのは、地表からの調査や室内試験と比較して、URLは現実的な地層処

分場の地質環境を提供できることである。

一度確立されると、URLは処分場開発に関する研究・開発・実証ブログラムの焦点となる。URL

はまた、国際協カプロジェクトの車輸ともなり得る。

URLの目的
URLは国家の廃棄物処分ブログラムの根幹をなし、最終処分場のセーフティケースが基礎とする

戦略的な要素に対して、重要な、そして時にはクリティカルな技術経験、知見、自信を提供する。

安全を確保しそれを示す作戦は科学と工学により推進するが、定義し開発が必要となる3つの連

関した要素から構成される。

・処分均邊定・処分システム股肘：好ましい隔離特性を有する岩盤内処分場の選定、地質環境と

　整合した耐久性のある長寿命廃棄物容器の開発、強固な人エバリアの開発。

・科学的・工学的支擾：設計に必要な情報取得・特性の検証・処分システム性能の評価を可能に

　する綿密な工学的・科学的調査プログラムの組織、運用。

・安全呼価：将来考えられる可能なシナリオに対して処分場の性能と安全を理論的に評価でき

　る機器の開発。

プログラム間で用いる用語は多少異なるが、上記3つの目標達成のためにURLで行われる活動

に関する用語は広義の意味で以下のように定義できる。

・地質構造特性把握：母岩の地質・水理地質・地球化学・地質構造・力学物性について、また

　母岩が、与えた変化にどう反応するかについての基本事項を理解するための原位置調査であ

　り、安全評価に必要なデータを提供する。

一2一
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　・試験（以下を含む広い意味で）：将来の調査において適用可能性や信頼性を判断するために行

　　う特性調査の手法がどのくらいの性能を有するかを評価。処分場の開発で用いられる可能性

　　がある人エバリア材料や掘削工法の検証、処分場システムの性能やその個々の要素を評価す

　　るために用いる概念モデル、数値モデルの検証。

　・技術開発：機器や工法の開発、特性調査、試験、処分場建設、廃棄物の定置（及び回収）、人エ

　　バリアの建設、処分場閉鎖に関する専門技術の開発。

　・実証：実物大あるいは小型模型を用い、実際の処分場条件もしくはシミュレートした処分場

　　条件で処分場設計の実現可能性を説明すること。また、例えばシーリングや廃棄物定置・回

　　収方法の実証も含め、処分場の擁するさまざまな要素の挙動や性能を説明すること。

「実証」には、必要な認可が得られている実廃棄物の試験処分も含まれる。このように、URLの

活動は基本的な研究から廃棄物処分施設のパイロット版開発まで多岐にわたる。

URLの種類
URL開発の方法には連続した可能性があるが、大きく分けて少なくとも2つに分類できる。

一廃棄物処分場としては使わないが、他のサイトでの処分を支援する情報を提供し、研究や試

　験の目的で開発する施設。ここでは「ジェネリックな」URLと呼ぶ。

・廃棄物処分場の侯補とみなし、処分場開発の前駆者となりうるサイトで開発する施設。ここ

　では「サイト固有の」URLと呼ぶ。

ジェネリックなURLは、地下建設技術・模型実験・計測技術の検証について一般的な経験を得

るために開発する。また、一サイト、複数のサイト、あるいは他の場所で処分場侯補と考えられ

る母岩の岩種に関する情報・理解・経験を得るためにも開発する。ジェ’ネリックなURLの種類

は処分場開発プログラムの段階によって異なる。例えばスイスでは、Grimse1試験サイトでの一

般的な調査をサイトや母岩の選定に先駆けて始め、20年もの長期に渡り国際的な研究の焦点とし

て継続している。一方Mt．Terriの道路トンネルでの調査は、このトンネルがスイスの別の場所

で母岩の候補に挙がっている粘土層を横切るために始めたものである。

地下施設建設には、掘削、建設、地下での業務や安全を維持するためなどインフラ支援に多額の

投資を必要とする。そのため、NEAメンバー国で開発中のURLは鉱山やトンネルなど既存の地

下施設内やそれらの施設からの延長と言う形で作られることが多い。既存の地下施設では初期の

掘削、鉱山の維持二安全インフラなどを利用することがで’きる。また、新しい場所で開発するの

と比較して、計画許認可が降りやすいことも理由の一つである。

このタイプのURLは、既存の地質およびインフラがそこにあることをうまく利用し、サイト特

性記述や処分場の建設・操業・閉鎖に関する技術面での経験を積むのにも、モデルの理解や検証

にも好都合である。処分場内や周辺での状況を表現する上で制約がある場合もあるが、経済面の

利点、特に処分場プログラムの初期段階では効果が大きい。

一　3　一
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表1には、既存の地下構造物を利用したNEAメンバー国のジェネリックなURLとその基本情

報をまとめてある。

表1既存の地下構造物を利用したNEAメンバー国のジェネリックなURL

URL ホスト1コック・幻所・深度 組偉、伽考 他のN臥参加国

Asso　Min6
二1紀岩塩青斜。ドイツ、490m～800m、地下空洞1ま950m。

GSF：元カリ舳幻・岩塩のギャラリー、1965－78はLLWとlLWのデモンストレーション施殴。1997年まで研究開祭施殴。未便用の掘削部は埋め只し中。

フランス、オランダ、スペイン

東氾 堆引岩、1ヨ本 JNC1元ウラン舳山のギャラリー、1986年より使用。 スイス

釜石 花出岩、目本 洲C：元鉄・6凸山のギャラリー、1998年終了。 スイス

S㎞pa　Mino

花固岩、スウェーテン、360～410m。

SK8：元籔舳山のギャラリー。1976～1992年便用。
カナダ、フィンランド、フランス、目本、スペイン、スイス、葵国、米目

CHmsol（GTS） 花固岩、スイス、450m。

N8卵：水カ完■プロジェクトのサーピストンネルギヤラリー。1983年よリ使用。 チェ：1、フランス、ドイツ、8本、スペイン、スウェーデン、米国

Mt↑o㎞

0pa1inus帖土（碩口粘土）、スイス、400m。

SNHGS1自O■トンネルギャラリー、1995年から。

Okiluoto
花｝岩（Ton81ito）、フィンランド、60～100m。 Posiv8：LLW処分幻蘭のトンネル。1992年よリ倶薫。便用済み蜴料処分1二関するフィンランドでの研究施殴。

スウェーデン

Clim舳 花艘岩、米目、420m。
DOE＝眈存の掘印からのドリフト、便用済み膿料処分真饒、978H1983年。

G－Tu11nol 温灰岩、米国、〉300π1。 DOE：武鴉・賦I貧坑辿、1979～1990年1二使用。

Amoli8 ■状岩塩、フランス。 州0RA：カリ蝕竈ギャラリー、1986－1992年便用。

F8n8y－Aug榊5 花尚岩、フランス。 PSN1ウラン舳山ギャラリー、1980～1990年使用。

ToumGmiro
堆棚岩｛便口粘土〕、フランス、250而。

ドイツ

処分場開発プログラムの中には、処分場を考えている岩種内に固有の目的でジェネリックなURL

の開発を決める場合もある。掘削、施設建設、そして業務の全予算を生み出さなければならない

ため、これには莫大な資源が必要である。しかし一方では、例えば地下設計、掘削、建設技術、

全体的な操業などに関する建設前（場を乱す前）のデータ取得が制御しやすくなる。このような

URLでは、訪問者のアクセスが便利になるよう施設の設計をするのが容易となる。科学と一般の

人との関係は処分プログラムの大切な機能の一翼を担っているのかもしれない。「このURLは処

分場になりません。」という保証によって地域住民の施設建設に対する不安も和らげることができ

る。

表2にはNEAメンバー国の、固有の目的をもって構築されたジェネリヅクなURLとその基本

情報を示す。

4
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表2目的を持って構築されたNEAメンバー国のジェネリックな∪RL

uRL ホストロック・場所・深度 組俄、備考 他のNEA参加国

ト1ADES－uRF
プーム粘土（塑性粘土）、Mo1／Dessel、ペルギー、230m GlE　EURlD1CE：1980年より立坑掘削、1984年より便用。1998－9年まで延長。

フランス、ドイツ、8本、スペイン

Whiteshell
花嵩岩、カナダマニトパ州Lacl）u　Bo㎜6t，240mH420m。

AECL：1984年より使用。
フランス、ハンガリー、E1本、スウェーデン、葵国、米国

Mizunami 花闘岩、E1本、1．O00mまで JNC1試雌閉査中 スイス

HOrOnObe 堆積岩、8本、500m JNC：試錐嗣査中

Aspo
花闇岩、スウェーデン、200m～450m。

SKB：1995年より使用。
カナダ、フィンランド、フランス、ドイツ、8本、スペイン、スイス、英国、米国

Busted　Bu岱e
層状凝灰岩，米團、ネバダ州YM、カリコヒルズ層。

USDOE：1998年より使用。

一つあるいは複数の処分場サイト候補地が決まると、その処分場サイトの情報や経験を得るため

のサイト固有のURLを開発することになる。場所は処分場候補地内もしくは隣で、処分場開発

が進むにつれ、URLの一部もしくは全部が処分場の一部となる。立坑やアクセストンネルは、処

分場への補助経路となるが、設計の仕方によっては主要経路にもなり得る。

サイト固有のURLは、ホスト岩盤の適用性を検証し、処分場のサイト固有のレイアウトや設計

の支援となる。また、サイト固有の条件下における種々の技術的作業の実証も行える。さらに、

前述のように、ジェネリックなURLではより一般的な研究や開発も行える可能性がある。将来

の処分場サイトとしての安全性を損なわないように、サイト固有のURL活動には制限が加えら

れる場合もある。またサイト固有のURLには、関連する処分場が閉鎖された後でも開設のまま

で、長期モニタリングや人エバリア、処分場性能を検証する機会を与えたり、必要な研究の終了

時に閉鎖されたりするものもある。

表3にNEAメンバー国におけるサイト固有のURLをまとめる。
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表3NEAメンバー国のサイト固有URL

uRL ホストロック・幻所・深廣 組鮎伽考 他のNEA参加国

0NlくALO Posiva：2001年承鯉、2003年よリ建股。

M6uso／l－laute　Mame

貢岩（固結粘土）、フランス、Callovo－0Hfordian　Argil1ites，450m～500m

8本

　　　■Gor181〕on

岩塩ドーム、Lower　Sa買㎝y、ドイツ、〉900m。

8fS，DBE：立坑掘舳985～1990年。

1くonrad

石灰岩（頁岩がトッ功、ドイッ、800m。

BfS，D距1元鉄鉱山ギヤラリー、1980年より使用、LLW／ILW処分幻として1午鯉可申蠣中。

Mors16b8n 岩塩ドーム、ドイツ、〉525m。
1ヨfS，D8E1元岩塩・カリ鉱塩、1981年よりLLW／lLWの処分幻（処分は1998年1二申止）。

Pocs（Mecsek　Mt）
固結粘土、Boda　Claystone、ハンガリー、1，000m。

PURAM：元ウラン鉱山、1995～1999年使用。

㎜PP

（j■1犬）岩塩、Sa■≡ldo＾■、YM、米1≡I≡Iネパダ州。 USOOE：1982年よリ燥集、1998年よりTRU庇稟物処理幻として肝可。 ペルキー、カナダ、フランス、ドイツ、E1本、スウェーデン、英国

ES1＝

溶結凝灰岩、Ca1iooトli1ls［、YM、米團ネパダ州。 USOO■≡1原位8賦噴1996年より開始、陶査用トンネル蜆削1998年に修7。

‡処分幻としての司能催を擦る作集は、2000宰10月より3｝10隼固籔府1二より蔓L止め．

開発するURLの種類が阿であれ、URLは処分場に関するセーフテf一ケースの閉涜・批ポにお

いて、また処分の戦1■1各に対しL1仙を深めろ上で皿要な役剖を呆たす。

広範囲でのURLの利用

表1～3に示すように、NEAメンバー国のうち1Oカ国でURLの活用が認められる。この中には

ジェネリックなURLからサイト固有のものに移行したものもある。フィンランド、フランス、

日本では、追加でURLを建設しようと計画している。自国にURLを持たないメンバー国もある

（オランダ、スペイン、英国、チェコ）。これらの国々も様々なURLで協力してきている。処

分プログラムはそれぞれ異なる段階にあるもののNEAメンバー国のほとんどがLLWの研究を

URLで実施している。

現存のURLでの経験を足し合わせると250年を優に超える。初めてのURLでの活動は、ドイ

ツ、アッセ鉱山で1965年に始まった。目的を持って作られたジェネリックなURLの第一号は

1984年にカナダで誕生した。サイト固有のURL第一号は、ドイッのコンラッド鉱山で1980年

に作られた。

uRLのコスト

全ての地下構造物がそうであるように、．URL施設の建設には時間もお金もかかる。処分関係の

URL建設が他の場合と異なるのは、特に岩盤の乱れを最小限に抑えるように特別の掘削方法が必

要であること、そして、実験室の条件下では当たり前の品質保証をURLでも求められることで

ある。URLの建設には数億ユー口のお金が必要となる。そして、URLが立ち上がれば処分関係

プログラムで使用する予算のほとんどがURLの支援に費やされる。Anderss㎝（1999）によると、

ヨーロッパにある4つのURLでは研究開発に毎年500万～1，100万ユー口を使用している。こ

のように、URLの建設は決して軽く考えるぺきものではないのである。URLの建設は処分場開

発を支援する研究開発への具体的な意欲を意味する。これだけお金がかかるにもかかわらずURL

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－6一
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が広範囲で畑いられるのは、国家の処分ブログラムに対するURLの高い価値の現れであると言

える。

その他のURLの効用

科学技術の重要な情報を提供するだけでなく、URLは処分場の受け入れにも貢献する。URLに

より廃棄物処分コンセブトに住民は信頼を深め、廃棄物処分場を開発するためにその考え方を適

用する側の能力に対しても信頼を深めるようになる。同時に、社会が規制側の能力と信頼性を認

めてくれるよう、URLプログラムでの活動を通して規制側も自分達の透明性を増す事ができる。

URLで得た情報と経験により、これという決まった結論を出しにくいソ7〆を理論の基本から、

結論を出す手助けとなるノ1一〆〃事実の基礎まで、事業者と規制側、そして事業者と一般住民の

間のディスカッションを推進していける。この観点から、逆に、他の国のURLで得られた成果

は技術的には同じような価値があっても、国家の、そして社会の関心事・ゴールに対しては役に

立たない、あるいは敏感でないためプログラムとしての価値は低いという場合もある。
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3．URLの貢献

他では出来ないキーであるURLの機能ぽ、現実的な処分場条件下の地質環境を利用する機会を

与えることである。原位置で特性把握のための方法論や機器を開発し、それを適用する場合に担

当者が専門知識を得るには、地質環境へのアクセスが必要である。原位置でのアクセスにより、

処分場の性能に影響を及ぼす地質圏の物性や状況を把握することができる。模型実験のためのデ

ータセットを得たり、処分場建設・廃棄物定置・埋め戻し・シーリングなどを現実的な条件下で

行う技術を開発・実証したりするための実験施設をURLは提供する。これらの技術や専門知識

は実際の処分場にも応用できるものである。また、URLは技術面以外の付加的な恩恵も与える。

その中で最も大切なのは、URLで実証する処分技術に関して科学社会・一般大衆の間で形成され

る信頼性を増すことである。最後に、URLの利用は様々な恩恵をもたらす国際協力の場も演出す

ることになる。

URLで行われる仕事の進展

URLで行われる仕事の種類や量は、時間と共に変化してきている。25～30年前、初めてURL

で仕事が始まった時は、核廃棄物処分場で必要となる複雑な技術のほとんどが幼年期であった。

機器や試験方法の開発、基本的な工学上のFS、地質基礎データの収集などが最優先であった。

最近では利用できる情報のため、これらの重要性が減少した。今焦点となっているのは、他のサ

イトで開発した機器や技術を他のサイトで如何に適用するか、また如何に最適化できるかという

ことである。

繰り返し行う安全評価研究の必要性や結果と平行して、不確実性を減らしセーフティーケースで

自信を深める事ができるようにURLでの仕事は変遷してきた。例えば、異なる概念モデルを区

別するため、またはあるプロセスを科学的に理解するために試験を実施したりする。人エバリア

と関係のある実物大の実証試験、長期試験、大規模トレーサー試験へと焦点も移りつつある。

URLで実施される仕事の例

これまでのURLでの研究例は表4にまとめてある。仕事をいくつかに分類して以下に述べる。

勉τの挿産溺笠をらびたモニタソング技術に右！プる方猪、機券、艦疑の綴秀

　　　URL内部から地下環境の特性を把握するには、地上からの調査で普通に用いられる機器や

　　　手順とは異なる機器や手順を必要とする。処分場プログラムには、ある特別な発明や改良

　　　を必要とす争懸念事項がそれぞれ存在する。URLは処分場の特性把握に必要となる機器を

　　　開発・検証する機会を与える。同じくらい重要であるが、担当者がそれらの機器を使いこ

　　　なして、仕事が出来るチームを編成できるようになる機会も与える。URLはさらに、処分

　　　場周辺でどのようなモニタリングシステムが必要となるか開発・検証する機会も与える。

一g一



JNC　TN8510　2004－001

表4uRLで得られる技術情報

目的 その例 蜴所

・換気賦腹、免間水理・弾性波トモグラフィー、ポアホール Strip8

レーダー、Validation　Dh允夙噴

地下榊造把擾方法と濃器の開発、呉なる手法
の侶頼性賦験

・URL1二おける地中変位計の開完 カナダ

・岩塩内での塩水透水賦験装■・手順の開発 WlPP

・塩水移行試喰 ＾SS8

サイト特性配述における地上からの胴査の信頓 ・深いボアホールでの透水試磧結果と原位■透水試験の比較 WIPP

性決定 の掘削前の予測とトンネルで得た物性の比較 Aspo

・　フルスケール処分孔に関する幻所邊定のためのフラクチャー Olki1u畝o

情報の増加に伴う、サイト醐査峨略の竈用と地 マツピング、水理甘測

下システムを竈用する吸略 ・物理擦査手法の竈用 Cri耐ol，Strip8

1一帆moπ■iro

・核氾邊延プ1コジェクト Crims．1

・不飽和領域での物貫移行試咬 Yuo08　Moun屹in

岩石中の核桓移行に有効なプ0セスの概念＝E
デル・撒忙モデルの試噴・開発

・　溶口核桓移行、舷散賦腹 カナダ

・ガス分饒圧風饒 ㎜PP

・　トレーサー保待プ回グラム AsPo

掘削がローカルシステムに与えるインパクトの ・EDZ賦喰 AsPo，Grim59L　W1PP

定■化 ・完破掘削のトンネルと処分孔属りの乱されたソーン O1kilu耐o

・　堕性粘土の中でも獺削できることの擾示 HAOES

掘削工法の㎜発・試喰
・T8Mと完破工法の比籔 AsPo，Crim981

・深部賦岱手法の実旺 ＾S50

・処分技衛の性旧；関する研雰 Olkilu改o

・　熟と放射が粘土1二及ぼす序， HADI≡S

・　ドリフトにお1ナる定■時の｝シミュレーション ＾69■

放射性魔纂物殴■1こよリ引き起こされる脂讐の

シミュレーション（融、核桓放出、カ学的インパク
・　ヒーターテスト S㎞p8，W㏄●

ト） Mou巾io、㎜PP，Cri冊ol

・熟と棚遣の相互作用 ㎜PP

・熟・応カ・水の風噴 カナダ

・粘土内処分のコンセプト実唖 H＾DES

・熟・水・応カの邊成岐噴 簑石

長期プ0セス、燥稟後の段暗、膚倉、カ学的安
定性などに関する賦噴

・材料界面相互作用試験 ㎜PP

・　’埋め戻しならぴに材料挙聰 A590

・熟・応カ・水の賦喰 カナダ

・　Stripa1二おけるポアホー’レシ■リング、担口1オ賦I負 S㎞P8

・　フルスケール人エバリア賦饒 Grimso1

・　HLWキャニスターのポアホールシーリング朋完 A358
人エパリアシステムの臭匝（フィージピリティ）

・邊o材と容暮の夙饒 カナダ

・小規槙シール性能賦喰 WIPP

・処分幻シーリング賦喰 HAOI≡S

地下の特性調査ができる能カをつけ経験を積むために大切なもう一っの点は、同時に開発

し検証する品實保証の手順である。’検証の後、品質が保証されている手順は処分場のライ

センス申請で重要な礎となる。

10
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ナイ六律産擁／こお！プる地二と力】ら6ク繊法の蹴狭盾

　　URLの建設が始まる前に、地上からの調査に基づいて特性把握を行うが、そこでは最初に

　　　サイトの概念モデノレ、そして次に薮値モデルを作成するのに用いるデータを得る。その後

　　　のURLを掘削することで、それらのモデルに基づいた予測、例えばフラクチャーゾーン

　　　の存在などを検証する機会が生まれる。特性把握のパラメータについても、地表からの調

　　査で測定するもの（ボアホーノレや物理探査など）とURL内部から測定するものを結びつけ

　　　ることができる。このように、予測と実測値が整合しているモデルを選り分け、サイト選

　　　定や特性把握プログラムヘと進んでいく。地下の状況を予測できる能カは、住民の理解が

　　得られる処分場サイトを見っけるためのFSを実証する場合の一つの鍵となる。

性産評冴と処分場設評へのデLタ傑給

　　　ジェネリックであれサイト固有であれ、地表からの調査や室内実験で得られたデータを補

　　　完する特性把握データをURLで集めることがある。所定の深さにあるアクセストンネル

　　　や立坑でこれらのデータは収集できる。それにより、処分場レベルのみでの特性把握をは

　　　るかに上回る特性把握が可能となる。これらのデータは、処分場のモデルや地質圏の性能

　　　を開発し検証するのに用いることができ、測定した特性把握パラメータ値の変化に対して、

　　　それぞれの性能評価手段がどの程度敏感なのかを理解するのも可能になる。実際の処分場

　　　（すなわちニアフィールド）の状況にっいてボアホールデータよりも現実に近い状況を反映

　　　するという付加的な価値がURLデータにはある。URLではボアホールと比べて大きな容

　　　積で実験を実施できるため、アップスケーリング則を開発し不均一性の特性把握や残る不

　　　確実性を減少させることに、より集中できる。

サイト固有のURLの場合は、存在する岩相変化、重要な地質構造、地下で得られるその

他の不均質性をよく理解することが処分場の最終設計には必須である。それに加え、処分

場建設前に行う、あるフォームでのモニタリングやべ一スライン状況の定義はサイト固有

のURLの内部からしか実施できない。

概念モデンレ、教狙モデンレの粛凝・巖蓉

　　　URLは様々な詳細度のレベノレにおいてモデルを検証し開発するための場を与える。これに

　　　は地盤カ学的・熱的応答モデルや水理地質モデノレのような処分場設計やレイアウトの最適

　　　化に用いるモデノレぱかりでなく、核種や汚染物質の物質移行モデルのような安全評価に用

　　　いるモデルも含まれる。

処分場壁設・操業・厩鍔・塵菜物垣吹に右！プ6方法・機券・歴疑の厩蕃

　　　URLは現実的な条件下で処分場建設・操業・定置・人エバリア・埋め戻しとシーリングな

　　　どに必要な技術の開発・実証・品質保証を可能にする。例えぱ、処分場の設計・施工はサ

　　　イトで遭遇する固有の不均一性に合わせて修正する必要がある。URLを施工することで、

　　　その適用として提案する工法の可能性が決定できる。またSKBやPosivaが提案している、

　　　最適な位置が決定できるだけの岩盤を掘削してからトンネノレや廃棄物のキャニスターの正

11
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確な位置を決定するという「遂行に伴ラ設許（情報化施工）」の考え方を調べることが出来

る。処分決定の取り消し可能性が全体的な処分プログラムの要素である場合は、URLは廃

棄物撤去の装置や方法を開発、試験、実証する機会を与える。

URLにより、異なる温度環境も含めた代表的な原位置の条件下において、人エバリアと母

岩を用いた処分場の建設・廃棄物パッケージに用いられる材料相互の影響を研究するのも

可能になる。異なる掘削方法の地盤カ学的影響もURLで研究することができる。このよ

うな評価・実証の作業を行うのと同時に、処分場の開発・操業中に執り行われる品質保証

（QA）のプロセスも開発・検証することができる。これらの作業を通して、関係者は貴重

な経験を得るこ’ととなる。

URLは規制側にも有益である

実施主体に提供される多くの直接的な利益に加え、URLは規制側にも非常に利益をもたらすもの

である。URLプログラムに参加することで、後目の処分場プロジェクトにっいて実施側や一般市

民と交わすやり取りのしかたについて考え、改めることが可能となる。URLが処分場プログラム

の開発に向けて各段階で担っている各々の立場を認識することで、URLプログラムの結果につい

ての討論を通して、次のステヅプで大きく言って何が達成されるのかについて一般的な理解が深

まる。しかしながら、規制側は透明性を保ち一般市民にはオープンな立場を保つことで、その独

立性を犠牲にしてやり取りしていると取られることの無いよう注意が必要である。

URLプログラム、特に処分場開発の初期におけるジェネリックなURLは、規制側から見て重要

な役割を担っている。そこでは、提案した処分コンセプトが一般的に実現可能かどうかを評価す

る上で、規制側に直接関係のある情報が得られるからである。実験やそのシステムの適用時に必

要となるシステム設計や戦略の面から言うと、それ以外で実施されたものより確信を持たせてく

れるものは多くの場合、原位置条件下で行うR＆Dプログラムである。

URLは規制側が処分場の評価に用いる規制側自身のモデルを開発し試験する手段を与える。URL

プログラムによって与えられるデータにより、規制側は独立した処分場の安全評価を実施するこ

とが出来、実施主体が提出する実際の安全評価に焦点を当てるためのキーとなるエリアを見つけ

ることができる。このような作業を行うことにより、処分場の規制側の評価をする人材が貴重な

経験や訓練を受けることができる。

URLは処分場プログラムに自信を植え付ける

URLは、様々な自’信を深める機能を果たす。URLはスポンサーをしている廃棄物管理プログラ

ムにおいて、キーデータや経験ぱかりでなく分野を超えたチームワークが必要であるプログラム

の様々な局面のいわば「総合化を促す手段（integrati㎝vehic1e）」も提供することにより、処分コ

ンセプトの有効性・実現可能性の両面で自信を植え付けるために役立つ。規制側が目に見えるア

クティブな役割をURLプログラムで担えば、承認と信頼性も増し、処分場を規制する能力と信

頼性に杜会はより大きな自信を持っようになる。URLは大学、他の国からの廃棄物管理組織、そ

の他科学団体間で相互影響を可能にし、技術畑でも自信を深める手伝いをする。それはまた、処
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分場σ）雌設・榊茱技術、廃聴物定肝、川！め灰し、シーリング、モニタリングシステムを含む、乍

休的な処分コンセプトσ）I般人衆および技術面以外で裁定を下す人達への実証を可能にする。こ

σ）ように、URL1－t公ソ）、llに兄える、実処分場の選定・特惟把握・碓設・傲葉・閉鎖σ）「ドレス

リハーサル」σ）役側を果たす。

URLはまた、実際の処分場がどのような姿でどのような機能を持っているか示すのにも川いるこ

とが川来る。人々は咋業が雌む過稚を見ることが山来、作業をしている人と実際に会諦を交わし、

研究打から質舳こ対するli言楓σ）帷ける口答を得、地下で行われている研究について分かりやすい

説閉を得ることができる。このことで全体ブログラムの信頼惟も．Lがる。それに加え、URLサイ

トσ）選定・逃設により、箏業七休は公との閑わり方を閉発・修正する一方、将來処分場閉発に閑

わると想定されるグルーブや投資家とのfl二一州娑1係を確立することができる。

URLは国際協カを引き付ける

URLは、その他の旧際廃棄物管理プログラムとの共同研究の呼び水ともなる（後章参照）。Ul1Lを

国際共同研究、因際脇ノ」にオープンにすると、多数の国から資格ある研究スタッフを持ち込むこ

とができる。それによって、一っの国で集められる以上の広い能カあるべ一スができることにも

つながる。さらに、国際共同研究により資金面のべ一スが広くなり、一つの国でサポートできる

以．llのより亟要なfl1箏をURLで実施できるようになる。

Oθm061咽Ii0，101

d叩・・il㎞1Odmb9シ

　　　　　＼

C㎝i81or
似riv81－G6・㌧

＾…m舳・ll・i

RNRτRU1…61α＝k　Scal0

TRuE81oc－ScoI6

　　　肋101ype爬P08i！岬

㌧．、

　　　　　R岬Mc曲
　　　Pilo1R69in1可oclion‘TRuE，

　’’Two・Pha60mow

M舳同山α・8m1岬

　　．ドM伽eW1mG・岬EXl

T㈱・・舳1i…曲・1・・d19・岬ime・“mUE・1〕

　　　　Asp6　HRL実験サイト

（図はSKBレポートTR・03・10，p．28より）
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4．URLの戦略的な役割とそのタイミング

URLは、処分場プログラムの異なる段階で大切な役割を果たし、その貢献は処分場開発のフルサ

イクルを通して、処分場の閉鎖後まで継続するかもしれない。国際的な傾向として、ジェネリッ

クなURL開発（目的を持って建設された施設を含む）から、国家的に関心の高い固有の岩種を

調査する目的のURL、将来処分場になるサイトのURL、そして最後に試験処分施設もしくは実

物大の処分場へと、年代がたつにつれて移行していくものと期待されている。国の中にはしかし

ながら異なる政策を取っているものもあり、国家事業としてのURLの必要性および開発のタイ

ミングについて問われるべき質問が存在する。

URLの段階的な開発とその役割

計画、技術開発、関連研究、サイト選定、建設、許認可、操業、そして最終的な地層処分施設の

閉鎖は今後数十年間に行われるものとされている。この開発は段階的な形で管理して、各段階で

は集めた経験と情報を見直し、それまでの計画を確認あるいは修正して、次のステップに進んで

もいいだけの十分な経験と情報があるかどうかを決定しなければならない。特に、経験と情報は

セーフティケースに組み込まれ、各段階で適用できる規制側のあるいは社会の試験をクリアする

のに十分な施設の最終的な安全性をそこそこ保証する。

例えば、廃棄物管理政策、組織としての責任、国内に存在する地質条件、研究開発費について言

えば、各国のプログラムで取られる段階的なアプローチに関する詳細な条例は異なり、国の規制

も異なる。よって、URL開発計画は、例えば他の国での経験（その他の国家的なURLプログラ

ムでの共同研究も含む）、サイト選定法（複数の地質環境を評価するかどうかを含む）、地質的に

関心の深い場所（URL建設に必要な許可を得ることが難しいことを考慮に入れ）でのURL開発

の機会、を利用できるかどうかによって異なるものとなる。

以下に処分場プログラムの段階を大まかに定義し、各ステージで必要となる作業をまとめる。

コンセプ〆の解秀

　　・岩石・水理地質応答、汚染物質の移行、全体的な処分場の評価のジェネリック．なモデル

　　　を構築するための、対象となる地質環境における一般的な特性とプロセスを理解するた

　　　めの研究

　　・掘削工法や、例えば埋め戻し・シーリング、モニタリング技術などに関する材料仕様の

　　　初期開発と検証

サイ〆産宕、律産搬嫁

　　・現地条件での能力や精度を確かめるサイト特性把握技術の検証

　　・固有の母岩、サイトの特性把握

　　・サイトモデルの構築ならびに観察による掘削応答検証

　　・掘削工法、材料仕様、モニタリング技術の修正
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処分場励秀

　　・廃棄物定置（収り出し）方法開発

　　・モニタリング技術の修正と検証

　　・廃棄物取り扱い装置の検証

　　・廃棄物定置、埋め戻し、シーリングの試行

処分場探業、傲鋭

　　・技術、装置の継続修正

　　・定置後のモニタリング

uRL開発における国としての戦略

各国家プロジェクト内では、上記の要件は国家のURLと共同研究ならびに他の国のURLでの経

験を組み合わせたもので満たされる。よって、全ての国で目的の決まったURL開発があるわけ

ではなく、多くの国では1つないし複数のジェネリックなURLを開発し、国家的に関心のある

岩石タイブを調査する。そして、全ての主要な処分場開発の前にサイト固有のURL開発を行う。

各国の処分場開発プログラムでは以下の質問についての答えが用意される必要がある。

磨薯物処理の必要佳ぱ差乙遭つτいるのか

　　　廃棄物の最終処分は数十年あるいはそれ以上考慮されないため、URLの建設を遅らせる国

　　　もある。たぶんこの場合、他の国での開発動向を見守るのが得策で、他の国でのURLプ

　　　ログラムに共同研究で参加して、自分の国でURLが必要になった場合にむけて知識と経

　　　験をできるだけ得る利益を得る。必要性が差し迫っていなくても、国のジェネリックな

　　　URLは技術専門家を配し、地下処分についての社会の理解を深める便益をもたらす。

逆に廃棄物処分が急を要する場合、特定の岩種を狙ったURLもしくはサイトが選定され

ているのであればサイト固有のURLを推進するのは今である。

処分コンセプ〆の虜晃蓉・綴にα肌ぱ必要1か

　　　URLの建設およびそれを利用した原位置試験をするためには、特定の処分コンセプトに基

　　　づいて処分場を建設す争決定がなされる前に、そのコンセプトを開発・検証・実証する必

　　　要がある。

微の厘のα肌でケカカる事業に厩カナることで望む傍報が滞らノ乙るのか7

　　　現在URLを有するほとんどの国では、他の国との共同事業の可能性を与えている。既存

　　　のURLからの情報・経験を特定の処分場コンセプト（例えば同種の岩種）に移行できるので

　　　あれば、他の国の、既存のURLで仕事をするのは自国でURLができるまでの期問は資金

　　　面、時間面とも効果的な解決法である。

地ηこ勿かラのば、砺若や循証の必要産を盾たナ最6効率のいい方崖か7

　　　処分場の開発は、地下の環境で作業をすること無しには不可能である研究や検証を必要と
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する。この性能には特定の技術（透水試験、廃棄物定置など）、プロセスの理解、様々な地

下作業での経験も含まれる。時間がたつにつれ、このタイブの情報や経験が他のURLか

らもさらに出てくることになろう（関心のある岩種が他にない場合は除いて）。このことは

小さなプログラム、あるいはまだ遅れているプログラムには役に立つ。地下へ降りる必要

性や処分場建設以前の経験が全て消えてなくなるわけではないけれども。

冴存‘の勉τ溝ラ萱物をシ三ネソソク〃oπzと乙τ鯛するのぱ、コス戸厩で6要件を庸た乙τい

6か7
　　　既存の地下施設（鉱山、トンネルなど）は将来の処分場開発に有用である技術、装置、専門

　　　家を経済面からみて効果的に育てる場を与える。既存の掘削施設は、新しく掘られた施設

　　　ほど大きな範囲で役に立たないかもしれないし、あるエリアでは既存のほうが、進展が早

　　　いかもしれない。

今の全μ〃を磨薬物処分プσグラムば、孝メτいる㎜zが宕砿乙たとま砺究を継ら紡乙τい／ノ’6

だ“／ナナ分、進。んえざ6のであ6か7

　　　URLで技術や専門家を開発してからそれらを適用するまであいだに時間がかかりすぎる

　　　と、重要な作業や訓練された人員が無駄になる。よって、理想的には、URLの作業が始ま

　　　る前に、最初のURLから最終的な処分場へと作業を継続的に移していくべきである。

サイト特有のURLを開発するタイミング

サイト固有のURLを何時開発するか決定する場合、多数の技術的、管理的懸案を考慮する必要

がある。

そのサイ〆でをいと扱停でまない厨存のテ“一クが必妻テであ6か7

　　　性能評価モデル、工学設計、そして処分場プログラムの他の局面では、いつかの時点で、

　　　その処分場サイトの地下でのみしか得ることができない詳細な情報が必要となる。他の諸

　　　条件は全て満たされているが、この情報が得られていなくてプログラムが中断していると

　　　すれば、それはサイト固有のURLを建設するのが相応しいという印である。

システムが罰さ力る所に、欲しいデータが全鍬カτいるか7

　　　URL（もしくは処分場）の掘削は、周辺地質環境へ大きな長時間に及ぶ影響を及ぼす。掘

　　　削が始まる前に、水理地質のべ一スラインの条件（主に水頭）が得られている必要があり、

　　　乱されていないシステムでしか出来ない試験を終了させておかないといけない。水理試験

　　　やその他から十分データを集めて、掘削の影響を予測できるモデルを構築する必要がある。

炭薇豚、物資颪、麗傲傲からの砿捷秦伴が全τ拷たさ力τいるか7

　　URLが有用となるエリアの一つは、掘削によって母岩の物性にはどのくらいの影響が生じ

　　るのかについての情報である。このために必要なのは地表面からのモニタリングシステムを

　　設置すること（上述のようなべ一スライン条件）、掘削が始まればいつでもモニタリング装

　　置を設置できること、誰がどこでなにをできるか、またその他の物資面の詳細がすべて準備
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されていることである。

このような技術面及び物資面の前提条件に加え、異なる局面での開発（立坑、ドリフトの建

設、換気システム等）では別の規制側からの要件、所轄官庁がある場合がある。お金のかか

る遅延を避けるために、規制側の要件は前もってよく議論し、予測できる日程で要件を満た

せるようにし、同時に作業の技術面や物資面の要求事項とも整合するようにしておく必要が

ある。

プログヲメぱ、迦分場を遷設するナ分を諺カがあ6のを美証する準庸が遊采τい6か7

　　　URLが埋められる一つの役割は、処分場の選定・建設・操業・閉鎖の能力を実証すること

　　　である。国によっては、規制によって処分場を建設する前に必ずURLを建設しないとい

　　　けないところもある。必要な性能の検証にプログラムが応えられ．ると判断できる時、地下

　　　に向かうのが適切なのかもしれない。

将来のURLの役割

現時点では、唯一つ長寿命の廃棄物処分場が操業している（米国のWIPP）のみで、処分場が操業

を開始してからも続いているURLの役割は経験上よく・分かっていない。しかしながら、将来閉

鎖後も大切な役割を担うと推測できる。例えば、処分場への実廃棄物処分と平行して模擬廃棄物

の処分をサイト固有のURLで試行できる。処分場操業期問中、そしてその後、廃棄物キャニス

ター、埋め戻し材、その他の人エバリアの性能をURLにおいて様々な方法で検証できる。中に

は立ち入ったもので実処分場では出来ないあるいは望ましくないものもある。廃棄物の取り出し

が対象となる場合には、URLの模擬廃棄物は取り出し方法の洗練化、装置、経験などの試行場所

として用いることができる。同じように、流水量やEDZのような地質圏の性能についてもURL

で数十年という単位でモニタリングを継続することで安全解析において設定した仮定を検証、修

正することができる。

その他の可能性としては、処分場内でのパイロット処分場施設の開発である。そこではごく少量

の廃棄物をパイロット的に処分して、より細かい初期モニタリングを行うことができる（例えば

Wi1diら2000）これを経験することである期問後には実物大の実験を行う自信を得ることができ

るかもしれないし、経験により定置や埋め戻しの技術の修正を迫られることになるかもしれない。
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5．国際協カ

URLを開発、運営するのに必要なコスト、および既存の知識や経験を共有する可能性により地下

研究における国際協力が意味のあるものとなる。国際協力により意見交換、創造性やより質の高

いリサーチが育まれる。複数の団体から要求事項が集約されて、新しいステージに到達する。ま

た予算内での執行も可能となる。URL国際協カプロジェクトに参加の国々は表1～3に。国際協

力のメリットを以下に示す。

増える専門家共同利用要員（ta1entpoo1）

国際協力では能力・経験両面で最高水準の科学者が一緒に働くために数多くの国々から集まる。

この共同利用要貝のおかげでアイデアの相互肥沃化と研究のスピード化が図れる。

広がる接点とノウハウの受け渡し

URLにおける国際共同ブロジェクトの傾向から得られる直接の利益は、国際的接触や分野間の接

触が増え、例えばサイト特性把握や性能評価のような処分場開発の他の局面で非常に有用となり

得るノウハウの受け渡しが可能になることである。

コスト面

国際共同研究に参加する団体は、無料で、あるいは自分のものとして研究結果を得る。URLのホ

スト国は他の参加者が貢献した努力の成果を得る。それはジェネリックな価値だけでなく、自分

のURLという場で実施したサイト固有の貴重なデータも得ることになる。ホスト国以外の国は

他の国での例より知見を得、実用的な経験を積み、技術的な専門家、管理畑の専門家を育む。そ

れら全ては、自国がURLの段階に達した時に処分場プログラムをより効果的なものにする。結

晶質岩内でのシールのコンセプト検証といったURLで行われる固有の実験での国際協力でも、

複雑な研究での高価な重複を避けることができる。

国際的認知、自信の増加

URLを国際協力に開放することにより、ホストプログラムの国際的な認知や信頼性を高めること

ができる。外の専門家へのオープンさを実証し、同業者のレビユーやより広い範囲への結果配信

を促すことで、ホストプログラムに対する自信も出てくる。世界の先駆けとなることにより一般

市民、技術専門家、投資家には重要案件とそれらに対するアプローチの仕方には国際的な了解が

得られているとの印象．を与えることができる。
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6．結論

地下研究施設の開発や他の国での地下で実施されるR＆D活動への参画は、深地層での放射性廃

棄物処分への有用なステップである。URLは、重要で場合によってはサイト選定・設計・裏にあ

る工学的サポート・安全の評価上クリティカルとなる技術知見や自信を提供する。地層処分場の

特性把握、建設、操業に必要なある種の情報や経験は、地下環境に触れてはじめて得られるもの

である。同様に、施設設計、母岩の適合条件、工学的実現可能性における自信は地下での確認に

よって初めて得られる。これらは処分場のセーフティケースを構築する上で全て大切な要素であ

る。

URLは、研究目的だけで将来廃棄物を貯蔵しない場所でもいいし、サイト固有で科学的調査やそ

の他の活動が処分場の建設操業の先駆者であるとされる場所でもいい。URLは多分野（例えば地

質、水理、工学など）を総合、技術チームを結成し、将来処分場開発において価値の高い実用的

な経験を得る非常にいい機会を与える。またURLは、処分コンセプトや処分場プログラムの技

術的な実現可能性を実証する類まれなる機会を提供し、一般市民には、処分場プログラムには確

固とした基盤があり責任のある態度で信頼のおける事業主が推進していると言う自信を植え付け

ることができる。

URLは国際協力を得るのにも有用である。URLにより専門家の共同利用要員が多くなり、接

触する機会、処分場開発の他のエリアで有用である可能性のあるノウハウの受け渡しの機会が増

える。費用を参加国間で分担するため実験を実施するコスト面も効果的になり国際的承認、技術

面での承認も深まる。そして廃棄物管理主体および地層処分の可能性に自信が湧いてくる。

URLで実施する作業は時問と共に変化してきた。装置や試験法の開発、キーとなるプロセスの理

解を深めるための実験、また基礎的な工学面でのFS、そして地質の基礎データの取得が初期の

URLのプライオリティであった。最近の動向は、各サイトでの固有の条件に他のサイトで開発さ

れた装置や技術を適用・最適化すること、モデル検証のためのデータセットを開発すること、な

与びにセーフティケースで不確実性を減らし自信を深めることに移りつつある。人エバリアシス

テムに関連のある実物大の実証タイプの試験が強調されているのも最近の動向である。

URLは将来処分場の操業中、そして閉鎖後にも重要な役割を担う。URLはまた、処分場内では

実際の廃棄物処分と平行して模擬処分場（sumogate　repository）として用いられることがある。処

分場の操業中、そしてそれ以降も、廃棄物キャニスター、埋め戻し材、そしてその他の人エバリ

アの性能はいろいちな手段で、中には立ち入ったもので実処分場では出来ないあるいは望ましく

ないものもURLで確認することができる。廃棄物の取り出しが対象となる場合には、URLは取

り出し方法、装置、経験などの試行場所として用いることができる。同じように、地質圏の性能

についてもURLで数十年という単位でモニタリングを継続することで安全解析において設定し

た仮定を検証、修正することができる。
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一般市民の自信を深める意味でのURLの価値は高い。URLを一般の人が訪間することで開発

中・使用中の披術も見られ、プロジェクトに参加している科学者やエンジニアと会って話ができ

る。また、自分で疑問点について質問したり、心配なことを直接表現したりできる。また、地下

深くに構築された隔離の場を自分自身で経験できる。この訪問により書類をどれだけ積み上げて

も説明できない処分場プログラムについて自信や了承の気持ちが生まれる。このためだけでも

URLはどの成功する処分場ブログラムにとづても必要条件である。
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