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写真― 超重泥水の性状

表― 超重泥水の構成材料

表― 超重泥水の特性
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. は じ め に

福島第一原子力発電所事故（以下本件）から 8 年が

経過した現在，各方面で同発電所の廃止措置に向けた様

々な技術開発が行われている。なかでも技術的に最難関

といえるのが燃料デブリ取出し作業である。同工程の際

には作業員の被ばくリスク上昇や放射性微粒子の大気中

への飛散，燃料デブリ切削屑を含む放射性汚染水の建屋

外流出などが懸念される。したがって燃料デブリ取出し

工程では，あらかじめ十分な放射線遮蔽対策を講じると

ともに放射性物質に対する閉じ込め機能を強化しておか

なければならない。その対策として一般的に考えられる

のがコンクリートやモルタルなどセメント系材料の打設

である。セメント系材料は建屋補強において非常に有効

である一方，固化時の収縮や経年劣化，地震などの外力

により亀裂が発生する恐れがあるため，放射性核種の閉

じ込め対策としては長期安定性に懸念が指摘されている。

そこで筆者等は長期安定性に優れ変形追従性を有する超

重泥水を考案し，本件へ適用可能かを検討したのでこれ

らについて詳述する。

. 超重泥水の概要

超重泥水はモルタルやコンクリートと同様にポンプ圧

送可能な流動性を有する一方で，固化せず長期的に変形

追従性を示すことを特長とする。もともとは国際廃炉研

究開発機構（IRID）に対し汚染水対策材料として技術

提案したものである1)。結果的に本案は採用されること

はなかったが，現在まで続く超重泥水開発の基盤となっ

ている。その後，筆者等は変形追従性を共通のコンセプ

トとして 3 種類の超重泥水を開発した。これらはそれ

ぞれガンマ線遮蔽性，閉塞止水性，強度特性を高めたも

のであり，燃料デブリ取出し工程における補助材料とし

て適用できると考えている。参考のため超重泥水の性状

を写真―に示す。また，3 種類の超重泥水の構成材料

を表―に，それらの特性を表―に示す。

本稿では以降，これら 3 種類の超重泥水に対して特

性評価した結果を報告する。

. 遮蔽型重泥水

遮蔽型重泥水は，上述の IRID に技術提案した材料と

ほぼ同様の構成であり，材料密度の高さから作業員の外

部被ばくリスク低減においても有効であると考えられ

る2)。ガンマ線遮蔽には一般に密度の高い物質が有効と

されているため，遮蔽型重泥水は流動性を維持できる範
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図― ガンマ線遮蔽実験概念図

図― 遮蔽体厚さとガンマ線低減率の関係

図― 止水性評価試験概念図
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囲で加重材であるバライトの配合量を増やしており，密

度はおよそ2.6 g/cm3 を示す。また，バライトの沈降を

防止するためベントナイトを配合しており，これが遮水

材としての役割も担っている。このような遮蔽型重泥水

に対してそのガンマ線遮蔽性を評価するため，図―に

示す構成で遮蔽実験を実施した。

線源は円筒型アクリル水槽の中心部に固定し，サーベ

イメーター（放射線検出器）との距離は40 cm で一定と

した。アクリル水槽は外径10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm

（うち 1 cm がアクリル水槽壁）の 4 種類を使用し，そ

れぞれの水槽に超重泥水を充填し透過ガンマ線量を測定

した。また比較のため，アクリル水槽が空の場合や水を

充填した場合についても測定を行った。図―にアクリ

ル水槽が空の場合を基準とした遮蔽型重泥水と水のガン

マ線低減率を示す。

遮蔽型重泥水は水と比較して，厚さの増加によりガン

マ線低減率が急激に大きくなっている。例えば，厚さ

4.5 cm と9.5 cm の場合とで比較すると，水のガンマ線

低減率は7.4から22.3への上昇で変化量は14.9で

あったのに対し，遮蔽型重泥水のガンマ線低減率は36.9

から68.8への上昇で変化量は31.9であった。この

ように，遮蔽型重泥水は空気や水と比較して，高いガン

マ線遮蔽性能を有することが確認された。

. 閉塞止水型重泥水

本タイプの超重泥水は，燃料デブリ取出し工程で発生

する高濃度汚染水が原子炉建屋外へ漏洩するのを抑制す

るため開発したものである。汚染水漏洩を抑制するため

には，原子炉建屋に生じた微細な亀裂や原子炉建屋周辺

地盤など，水みちとなる空隙を閉塞しなければならない。

遮蔽型重泥水も遮水性を有しているため漏洩抑制に効果

を発揮するが3)，空隙が大きい場合には重泥水自体が外

部へ流出し遮水性を発揮できない可能性がある。そのた

め，閉塞止水型重泥水は遮蔽型重泥水をベースとし，さ

まざまな形状，粒径の閉塞材を配合することで，空隙に

対する閉塞性を高めたものとなっている4)。このような

閉塞止水型重泥水に対し，地盤への閉塞止水性を評価す

るため図―に示す構成で止水性評価試験を実施した。

試験はまずアクリル円筒内に模擬地盤となるセメント

破砕体を設置し，層厚100 mm になるように閉塞止水型

重泥水を充填したあと上部を水で満たした。なお，模擬

地盤の透水係数は事前試験によっておよそ3.0×10－2

cm/s であることが確認されており，これは福島第一原

子力発電所建屋周辺地盤のおよそ10倍の値である。そ

の後，試験装置に蓋をして密閉し，3 時間かけて圧力を

段階的に上昇させた後，550 kPa で70時間保持した。こ

の際，模擬地盤を通過した水は，試験装置下部の流出口

から漏出する仕組みとなっており，本試験では一定時間

ごとに漏水量の測定を行った。漏水速度の時間変化を図

―に示す。

図―中に示した模擬地盤の推定漏水速度は模擬地盤

の透水係数をもとに算出した値である。本試験の結果，

加圧後時間の経過とともに漏水速度は小さくなることが

確認された。これは閉塞止水型重泥水が模擬地盤中の空

隙を閉塞した後，その上部に遮水性を有する脱水層が徐
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図― 漏水速度の時間変化

写真― 模擬地盤上に形成された脱水層

写真― 沈降層作製状況 写真― コーンペネトロ

メーター試験

表― 沈降層の性状とコーン指数
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々に形成されていったためである。参考のため，模擬地

盤の上部に形成された脱水層を写真―に示す。

また，550 kPa に昇圧してから70時間経過後の漏水速

度は，同圧力での模擬地盤の推定漏水速度と比較して

100万分の 1 以下の値となっている。このように，閉塞

止水型重泥水は，原子炉建屋周辺地盤の10倍の透水係

数をもつ地盤に対しても高い遮水効果を発揮することが

確認された。したがって，同発電所における汚染水漏洩

対策として適用可能と考えられる。

. 沈降型重泥水

燃料デブリ取出し工程では，作業員はガンマ線による

外部被ばくだけでなく放射性微粒子の飛散に伴う内部被

ばくについてもリスクが高まると想定されている。両被

ばくリスクを低減させるには，原子炉格納容器（PCV）

底部にガンマ線に対する遮蔽性が高く一定の強度を持ち

密閉掘進可能な層を形成することが有効と考えられる。

そこで筆者等は，超高密度でかつ変形追従性を有する沈

降層を形成可能な沈降型重泥水を開発した。沈降型重泥

水は上述の 2 種類の超重泥水と異なり，ポンプ圧送後

に流体粘性を低下させることで，意図的に材料分離を生

じさせるものである。したがって粘度調整剤には経時増

粘効果を有するベントナイトではなく，半合成高分子化

合物（以下 CMC）を使用しており，セルロース分解酵

素を添加することで流体粘性を低下させる。施工の際に

は CMC で粘性を付与したバライト溶液をポンプ圧送し，

途中移送管内において分解酵素を注入混合することで徐

々に流体粘性を低下させ，PCV 内充填後にバライト沈

降層を形成させる。今回，このバライト沈降層を作製し，

その性状，強度特性，貫入挙動に関する評価を行った。

試験においては，写真―に示すように上部に円筒を取

り付けた金属モールドに沈降型重泥水を注ぎ込み，7 日

間静置してバライトを沈降させた。その後上部の円筒を

取り外し，上澄み液を除去して試験体となる沈降層を得

た。このようにして作製した沈降層に対して，まず写真

―に示すコーンペネトロメーター試験（JGS1431準拠）

と水分及び密度測定を実施した。その結果を表―に示

す。

密度については，モールドの下部と上部とでやや異な

るものの，いずれも3.0 g/cm3 以上であり遮蔽型重泥水

よりも15以上高い値であることが確認された。次に

コーン指数 qc については，いずれの貫入深さにおいて

も1 200 kN/m2 以上であり，一般にダンプトラックのト

ラフィカビリティが確保できるとされている強度が認め

られた。次にコーンペネトロメーター試験のコーンロッ

ドを使用して，沈降層に対する貫入挙動を確認した。そ

の結果，上述のコーンペネトロメーター試験のように静

的にコーンロッドを挿入した場合には，沈降層はコーン

ロッドとともに下方向へ引っ張られ掘進に対する抵抗を

示したが，上下のロッド振動を与えるとコーンロッドの

自沈掘進現象が確認され，沈降層は即時的に平滑な状態

に復元することが確認された。この現象は，ロッド振動

によって飽和状態の沈降層がダイレイタンシーの影響で
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図― 燃料デブリ掘削概念図

図― 燃料デブリ取出し工程における適用概念図
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間隙水圧が上昇し，液状化現象を生じたためと考えられ

る。これらの結果をもとに考えた燃料デブリ取出し概念

を図―に示す。

このように PCV 内にバライト沈降層を形成させた場

合，ガンマ線遮蔽材として有効であるとともに，建屋に

大きな力を与えることのない密閉掘進が可能な人工地盤

としても活用できると考えられる。なお，燃料デブリ取

出し完了後，バライト沈降層自体を回収する場合，沈降

層に CMC 水溶液を高圧噴射して流動性を回復させた上

で回収する方法を検討している。これは，既存のウォー

タージェット技術や土質改良体の深層撹拌混合工法など

を適用すれば十分に可能であると考えている。

. 超重泥水の適用概念

上述の特性評価の結果をもとにして考えた燃料デブリ

取出し工程における超重泥水の適用概念を図―に示す。

PCV 外側の地上階はガンマ線遮蔽性が高く長期的に

安定した性状を維持することが可能な遮蔽型重泥水を充

填する。こうすることで原子炉建屋から放出されるガン

マ線を低減することができ，原子炉建屋周辺で作業する

作業員の外部被ばくリスクを大幅に低減できると考えら

れる。地下階に位置するトーラス室は汚染水の漏洩経路

であるため閉塞止水型重泥水を充填する。こうすれば建

屋と接する地盤に対して遮水性を有する脱水層を形成す

るため，外部への汚染水漏洩量を大きく抑制できると考

えられる。PCV 内には上述のように沈降型重泥水を充

填しバライトの沈降層を形成させる。こうすることで燃

料デブリ切削時に PCV 底部から放出されるガンマ線量

を低減しかつ放射性微粒子の飛散を防止することができ

るため，作業員の外部被ばくと内部被ばくの両方のリス

クレベルを低減できると考えられる。このように，3 種

類の重泥水をその特性に応じて原子炉建屋内の最適な位

置に充填すれば，燃料デブリ取出し工程における作業環

境を整えるのに大きく貢献できると考えられる。

. お わ り に

最初に述べた通り，福島第一原子力発電所における燃

料デブリ取出しは技術的に最難関の工程であり，本工程

において道筋が立てば，同発電所の廃炉に向けて大きく

前進する。その一助として寄与できれば技術者としてこ

の上ない喜びである。このような筆者らを受け入れ日頃

からご指導下さっている早稲田大学小峯秀雄先生に対し

てここに謝意を表します。
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