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英語表記はNatural Blanket Institute (NBI と略す)

〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-14 新橋MMビル 4F
TEL 03-3503-4861 FAX 03-3503-4865
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法人会員：株式会社ホージュン・株式会社永賢組・西武建設株式会社・株式会社テルナイト

リーフエア株式会社・株式会社立花マテリアル・株式会社甲斐組・大起理化工業株式会社
特別会員：一般財団法人地域地盤環境研究所

一般社団法人 NB研究所（NBI）は，自然科学に関わる技術の総合的な研究ならびに開発

と普及活動，コンサルティングをおこない，もって次代の生存条件を保障する責務に寄与すること
を目的として設立されました。特に東日本大震災に係る東京電力福島第一原子力発電所事故由
来の放射能汚染対策では，私どもが研究開発した技術が寄与することになり，不退転の決意を以
て真摯に活動して参りました。たとえば，放射性セシウム汚染された廃棄物の隔離層，不透水性
土壌層などにベントナイト砕石NB工法が広く活用され，その実績が認められNETIS登録し，多

くの事業者様へ活用して頂けれる様に万全の体制を整えております。
革新的な取組としては，福島第一原子力発電所廃炉支援を目途した超重泥水技術群NBC

による格納容器からの漏水を遮水かつ遮へいに寄与する技術提供を進め，特許を取得し実用化
に向けて研究開発を進めております。さらに放射性物質濃度の極めて低い低レベル放射性廃棄
物埋設L3におけるオーバーカバー技術として遮へい層バライト砕石，ベントナイト砕石，ゼオライト
混合土など複合層として様々な要求仕様に対応できる技術群を構築しております。

私どもは，環境イノベーションを取り組むことにより，次代のために技術継承，コンサルティングを
体系的に進めて参ります。今後ともNB研究所をよろしくお願い申し上げます。

理事長挨拶
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中村元三
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ベントナイト砕石

NB工法

超重泥水

NBC

特許第5828918号 特許第5864075号 特許第6196186号

当研究所が研究開発実用化した特許技術・工法シリーズ

NETIS 番号 ：KT-170018-A

特許第6193105号 特許第6452780号

文部科学省:福島第一原子力発電所構内環境評価・デブリ取出しから廃炉
までを想定した地盤工学的新技術開発と人材育成プログラム再委託技術

放射性セシウム対策用ゼオライト混合土 特許第6034336号

オーバーカバー用遮へい技術バライト砕石 特許6513742号

簡易計量型混合土システム 特許第5959056号

福島第一原子力発電所事故由来対策関連新技術

携帯型簡易支持力測定器(特許出願中)

▶本測定器は、盛土法面・狭隘部における締固め密度を簡易に測定
▶プッシュコーンを応用した測定法でコ－ン指数、インパクト値と相関
▶今まで測定出来なかった法面地盤や狭隘部などの測定が数秒で出力
▶現地踏査などのお供に携帯型支持力測定器ソイルペッカー



NB工法は，ベントナイトいう天然粘土鉱物100%素材を用い開発されました。ベントナイト鉱山から採掘された100%

の原石を粗砕し，適正な粒径、含水比にすることで，高い圧密性能とともに良好な施工性，抜群な遮水性能を確保して
おります。品質管理は，非破壊で多面的かつ簡易な手法キャスポルを採用しインパクト値と施工範囲含水比の検量線
から均質な仕上げを提供致します。高い遮水性能と均質な品質により最終処分場，放射能汚染隔離層などに適用でき
る信頼性の高い工法です。

粘土系遮水ベントナイト100%砕石NB工法
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処分場遮水構造例
1.基底湧水排水砕石層は，基盤からの湧水を導水し，暗渠本管および枝管にて流末に放流

2.湧水枝管は，法面からの湧水と接合しさらに暗渠本管に接合し放流

3.底盤コンクリートは，不等沈下防止，NB層のエロージョン防止

4.NB層は，透水係数k≦10-10 m/s 耐久性保持

5.遮水構造は，遮水シート，NB層の複合構造であり性能指針に合致

6.保護マット，保護砂は，当初廃棄物埋立時の遮水構造保護に機能

遮水構造のポイント

NB工法施工状況

私どもはフェールセーフが機能する恒久的な遮水技術を20年以上前から研究開
発して参りました。それは、5,000年以上の時を経たピラミッドなど古代建造物でも
使われている粘土に着目した古くて新しい技術であります。

不易流行な先進環境技術として私どもは，恒久的遮水技術NB工法を開発し

放射性廃棄物の隔離層，最終処分場の遮水層，汚染土の封じ込め，ため池など
に適用して頂いております。

NB工法は，粘土系遮水最高峰の性能，抜群の施工性，安定した品質を提供

して参ります。

1.ベントナイト100%を用いた遮水技術
2.長期的安定性、メンテナンスフリー
3.遮水期間(トラベルタイム)は厚さによる経済性、安全性などを提供
4.ベントナイト混合土と比較し品質が均一でばらつきがなく施工性向上
5.放射性廃棄物の隔離層として我が国初の実績がある高い信頼性

NB工法の特徴

2009イノベーション創出コンテスト受賞技術
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特許第5828918号 特許第5864075号 特許第6196186号

NETIS 番号 ：KT-170018-A

ベントナイト砕石

NB工法



NB工法施工手順
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製造運搬・工場出荷

現地納入・ベントナイト砕石

敷均し・ブルドーザー

転圧・4t振動ローラ(4～6回)

層厚確認 t=5～30cm

規格値を
満たしているか?

キャスポル測定 Ia≧10

施工完了養生・雨水対策

測定結果
Ia≧10

Yes

No

No

Yes
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Cs汚染対策事例

石巻市Cs汚染廃棄物最終最終処分事例

廃棄物層
Cs汚染廃棄物

吸着層t1=150～300
ゼオライト混合土

遮水・隔離層t2=100～150
ベントナイト砕石

表層排水t3=150～300
排水層（単粒度）

植生基盤t4=600～1,000
盛土・覆土

処分場埋立構成図

ゼ オ ラ イ ト 混 合 土

Cs汚染廃棄物設置

ベ ン ト ナ イ ト 砕 石

排水層 (単粒度砕石 )

覆 土 ・ 盛 土
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レベルⅢ構造例

放射性物質濃度の極めて低い低レベル放射性廃棄物埋設



宮城県環境事業公社平成25～28年度11万t
災害廃棄物特定一般廃棄物埋立処分業務委託

東京都環境整備公社焼却飛灰8,000Bq/kg
一時保管計画策定及び実施業務

群馬県新条例準拠平成26年度新設最終処分場
ベントナイト層敷設工事

NB工法最近の実績

静岡県裾野市平成26年度管理型最終処分場
ベントナイト層敷設工事

宮城県石巻市平成30年度特定廃棄物
(汚染稲わら)処理業務

国立環境研究所中間貯蔵施設、指定廃棄物処分場
最終覆土における涵養量実証試験
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NETIS 番号 ：KT-170018-A

NB工法施工実績
2020年4月現在

土壌汚染対策
事業者 件名 厚さ 施工面積

国土交通省甲府河川事務所 中部横断不動沢地区改良工事 50㎜ 約1,300㎡

廃棄物最終処分場
事業者 件名 厚さ 施工面積

群馬県富岡市 諸戸処分場閉鎖工事に伴うオーバーキャッピング工事 75㎜ 約2,000㎡
㈱エコ計画 （仮称）群馬エコスペース安定型処分場新設工事 150㎜ 6,432㎡

静岡県 裾野市 裾野市一般廃棄物最終処分場（第二期）埋立地建設工事 100㎜ 9,650㎡
神奈川県 環境農政局 かながわ環境整備センター しゃ水施設整備工事 100㎜ 3,681㎡

東京都 ㈶東京都環境整備公社
焼却飛灰一時保管委託

・焼却飛灰の一時保管計画策定及び実務業務
300㎜ 420㎡

(公財) 宮城県環境事業公社
災害廃棄物特定一般廃棄物最終処分

・平成24年度 小鶴沢処理場震災廃棄物埋立処分業務委託
50㎜ 7,030㎡

(独法) 国立環境研究所
中間貯蔵施設、指定廃棄物処分場試験

・処分場最終覆土における涵養量実証試験業務
200㎜ 16㎡

(公財) 宮城県環境事業公社
災害廃棄物特定一般廃棄物最終処分

・平成25年度 小鶴沢処理場震災廃棄物埋立処分業務委託
50㎜ 110,680㎡

(公財) 宮城県環境事業公社
災害廃棄物特定一般廃棄物最終処分

・平成26年度 特定産業廃棄物埋立処分業務委託
50㎜ 42,413㎡

(公財) 宮城県環境事業公社
災害廃棄物特定一般廃棄物最終処分

・平成27年度 特定産業廃棄物等埋め処分業務委託
50㎜ 2,915㎡

(公財) 宮城県環境事業公社
災害廃棄物特定一般廃棄物最終処分

・平成28年度 特定産業廃棄物埋め処分業務委託
50㎜ 約3,000㎡

千葉県 柏市 柏市最終処分場放射性廃棄物対策工事 80㎜ 約1,000㎡
宮城県 石巻市 特定一般廃棄物(汚染稲わら)処理業務 100㎜ 約1,100㎡

神奈川県 環境農政局 平成31年度かながわ環境整備センター しゃ水施設整備工事 100㎜ 1,516㎡

その他廃棄物処理
事業者 件名 厚さ 施工面積

野村興産㈱ H29年度 廃水銀等処理物の安定性評価に関する実証試験業務

下部 350㎜
側面 175㎜
上部 90㎜ ―



NBCは，放射能汚染物の遮水および遮へいを変形追従材として開発されました。流動性が良く充
填性に優れた「遮水，遮へい性能」を兼ね備えていることから，フォールトトラレンスの一助となる技術です。
さらにデブリ取出し用沈降型超重泥水技術を新たに開発特許取得し実用化を進めています。

NBCの特徴

1.流動性があり充填，排出が可能で設置，撤去が容易

2.遮へいと遮水が同時に機能し地震時などの変形追従性が高い

3.天然鉱物を主成分として耐久性，安全性が高く繰り返し使用可能

4.簡易プラントで製造出来るため緊急時，現場対応が出来る

5.狭隘部の遮へい，遮水への充填が容易で確実性が高い

6.NB研究所オリジナル技術による責任設計，施工

7.福島第一原子力発電所デブリ取り出し，汚染水対策などIRIDへ技術提案

8.沈降型超重泥水タイプによるデブリ取出しからキャスク固化まで適用可能技術
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透水係数 k≦10-10 m/sec

t=40cm
遮へい率
99.9%

超重泥水技術NBC

福島第一原子力発電所事故における汚染水対策，格納容器内のデブリ取り出
しなどに有用な技術提案を私どもは進めています。その先進な技術は，NB工

法と同様、粘土を活用した不易流行な技術であります。格納容器からの汚染水を
遮水および遮へいを同時に提供できる画期的な技術が超重泥水NBCです。
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超重泥水技術

NBC
特許第6193105号 特許第6452780号

文部科学省:福島第一原子力発電所構内環境評価・デブリ取出しから廃炉
までを想定した地盤工学的新技術開発と人材育成プログラム再委託技術

NBC止水室内実験

NBC実規模作泥状況(JAEA楢葉サイト)



汚染水

NBC
混合部分

冷却水注入

タービン建屋

冷却水注入を継続しながら
NBCを連続的に打設する

ﾀｰﾋﾞﾝ建屋側の冷却
水水位が低下する。

ﾄｰﾗｽ
室側

亀裂 汚染水

ﾀｰﾋﾞﾝ
建屋側汚染水

亀裂

地盤

泥
壁
NBC

福島第一廃炉提案技術

汚染水閉塞技術
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NBC(補修材)ベント管実規模止水試験成果 出典:IRID報告抜粋
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NBC(補修材)規模止水試験成果 出典:IRID2019研究成果報告抜粋



NBC(補修材)規模止水試験成果 出典:IRID2019研究成果報告抜粋
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福島第一廃炉関連技術

デブリ長期管理

1.土構造隔離トップ部分は耐震・耐津波性の被覆型構造

2.建屋周囲を埋める土質系材料はベントナイト砕石NB工法で遮水とバライト砕石で遮へい

3.原子炉建屋と格納容器間の充填はNBC

4.格納容器内は水の循環で冷却管理

5.原子炉建屋とバライト砕石間の空隙充填はNBC固化，流動化処理土

沈降型超重泥水タイプ

1.飛散，高線量の遮へい
2.遮へい層上部での作業基盤
3.デブリ回収
4.デブリ取出し後の分級
5.絶乾固化キャスク成型

沈降型重泥水
比重3.0、qc≧1,200kN/㎡

デブリ長期保管最終処分埋設

汚染水制御
デブリ管理、回収作業用
耐震・耐津波・管理棟

ＧＬ

バライト砕石

超重泥水

沈降型泥水

超重泥水浸透沈積層



産学連携・学会
学術活動・研究
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著者名 論文名 掲載誌 ページ 発行年月

1 藤原照幸・成島誠一・水野正之・稲元裕二 高品質粘土の基本的特性の検討 第8回環境地盤工学シンポジウム発表論文集 pp103～106 2009.7

2 成島誠一・藤原照幸・水野正之・稲元裕二 高品質粘土の試験施工と品質管理 第8回環境地盤工学シンポジウム発表論文集 pp107～110 2009.7

3 成島誠一・水野正之 ベントナイト砕石の締固め度に関する土質特性 第47回地盤工学研究発表会 pp1969～1970 2012.7

4 成島誠一・水野正之・長谷川覚 ナチュラルブランケット工法による放射能汚染廃棄物の対策事例 第48回地盤工学研究発表会 pp129～130 2013.7

5 稲元裕二・成島誠一・長江泰史・水野正之・氏家伸介 高比重変形追従材を用いた放射能汚染貯蔵技術の開発 地盤工学会特別シンポジウム－東日本大震災を乗り越えて－ pp55～59 2014

6 成島誠一・遠藤和人・水野正之・稲元裕二・氏家伸介・皆瀬慎 ベントナイト砕石工（NB 工法）の膨潤特性を考慮した設計手法の一考察 第49回地盤工学研究発表会 pp2009～2010 2014.7

7 柴崎孝広・新井靖典・成島誠一・大野文雄・佐古田又規 安定型最終処分場におけるNB 工法の適用事例 土木学会第70回年次学術講演会 pp141～142 2015.9

8 氏家伸介・長江泰史・成島誠一・小峯秀雄・斎藤佑麻 変形追従型放射線遮蔽材の開発 土木学会第70回年次学術講演会 pp73～74 2015.9

9 成島誠一・氏家伸介・皆瀬慎・遠藤和人 焼却飛灰浸出液用ベントナイト砕石(NB 工法)に関する一考察 土木学会第70回年次学術講演会 pp65～66 2015.9

10 成島誠一・藤田健一・藤原照幸 ベントナイト砕石(NB 工法)の自然含水比における施工性評価 第50回地盤工学研究発表会 pp2357～2358 2015.9

11 成島誠一・新井靖典・水野正之・稲元裕二 実施工におけるナチュラルブランケット工法の品質評価事例 第50回地盤工学研究発表会 pp2359～2360 2015.9

12 氏家伸介・長江泰史・成島誠一・新井靖典・稲元裕二・水野正之 変形追従型放射線遮蔽材の開発 第11回環境地盤工学シンポジウム発表論文集 pp471～478 2015.7

13 新井靖典・金澤廣・佐々木和則・遠藤哲郎・成島誠一・水野正之 震災廃棄物由来の放射性セシウム含有焼却飛灰の埋立処分事例 第11回環境地盤工学シンポジウム発表論文集 pp479～482 2015.7

14 成島誠一・氏家伸介・藤原照幸 低膨潤型ベントナイト砕石(NB 工法)に関する一考察 土木学会第71回年次学術講演会 pp2357～2358 2016.9

15 新井靖典・成島誠一・内川彦猪・佐古田又規 超小型動的載荷試験装置を用いたベントナイト砕石の品質管理事例 第 51回地盤工学研究発表会 pp907～908 2016.9

16 中村朋弘・成島誠一・氏家伸介 現場散布粒状ベントナイト層の実証試験 第 51回地盤工学研究発表会 pp905～906 2016.9

17 成島誠一 土質系遮水におけるピュアベントナイトに着目した遮水構造の提案 第27回廃棄物資源循環学会研究発表会 pp389～390 2016.9

18 新井靖典・成島誠一・内川彦猪・佐古田又規・関谷浩康・遠藤清充 ベントナイト砕石の現場締固め特性 第 52回地盤工学研究発表会 pp2043～2044 2017.7

19 成島誠一・佐古田又規・西村友良 不飽和ベントナイト砕石の高サクション領域における保水性 土木学会第73回年次学術講演会 pp9～10 2018.8

20 成島誠一・新井靖典・佐古田又規・西村友良 不飽和ベントナイト砕石の膨潤圧と透水性に関する基本的特性の把握 第 53回地盤工学研究発表会 pp2287～2288 2018.7

21 氏家伸介・長江泰史・成島誠一・小峯秀雄・吉川絵麻 超重泥水を構成する固形材料の配合組成と亀裂閉塞性・遮水性との関係 第 53回地盤工学研究発表会 pp389～390 2018.7

22 成島誠一・新井靖典・佐古田又規・西村友良 締固め密度が異なる不飽和ベントナイト砕石の膨潤圧と透水性に関する特性の把握 第 54回地盤工学研究発表会 pp2095～2096 2019.7

最近10年の主な論文

委員会
公益社団法人地盤工学会 廃炉地盤工学委員会幹事
公益社団法人土木学会 建設マネジメント委員会小委員長

所属学会
公益社団法人地盤工学会
公益社団法人土木学会
一般社団法人廃棄物資源循環学会

大学連携
早稲田大学社会創造理工学部社会環境工学科小峯秀雄研究室
文部科学省
福島第一原子力発電所構内環境評価・デブリ取出しから廃炉までを想定した地盤工学的新技術開発と人材育成プログラム再委託
東京大学大学院工学系研究科 原子力国際専攻鈴木俊一研究室
沈降型重泥水の性能評価試験再委託
足利大学建築・社会基盤学系西村友良研究室
ベントナイト砕石長期安定性に関する研究



第51回地盤工学研究発表会優秀論文発表者賞
現場散布粒状ベントナイト層の実証試験

第4回次世代イニシアティブ廃炉技術カンファレンス
基盤技術部門研究奨励賞

福島第一原発事故における災害廃棄物および利用自粛牧草放射能汚染対策事例

受賞理由

東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所事故に伴う
放射性汚染物質の拡散対策の事例として，8,000Bq/kg以下宮城
県内災害廃棄物の飛灰最終処分および岩手県内の利用自粛牧
草に係る対策技術の事例について，宮城県災害廃棄物飛灰の最
終処分では，耐久性のある隔離層を設けた上で約14万tにおよぶ
飛灰を安全に最終処分する使命があった。 本業務では，筆者ら
が開発した土質系遮水技術であるベントナイト砕石厚さ5cmを隔離
層とし，宮城県内各処理区からの飛灰荷姿相違による埋設作業の
煩雑さを克服し安全に埋設処分した事例である。

平成26年度 地盤工学会東北支部表彰（技術的業績部門） 支部賞
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