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はじめに
研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元
等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、
経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成１７年３月２９日、内閣総理
大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成１７年４月１
日改定）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。
経済産業省において実施している管理型処分技術調査は、原子力発電施設及び核燃料サイクル
施設から発生する低レベル放射性廃棄物のうち、管理型処分対象で、処分の事業化がこれからな
されるものに対する処分技術の確立を目的として、昭和６３年度より実施しているものである。
今回の評価は、この管理型処分技術調査の中間評価であり、実際の評価に際しては、省外の有
識者からなる「管理型処分技術調査」プロジェクト評価（中間）検討会（座長：杤山 修 財団
法人原子力安全研究協会 処分システム安全研究所 所長）を開催した。
今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会
評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され
た。
本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。
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「管理型処分技術調査」プロジェクト中間評価
審 議 経 過

○第１回中間評価検討会（平成２０年１２月２５日）
・評価の方法等について
・プロジェクトの概要について
・評価の進め方について
○第２回中間評価検討会（平成２１年３月３日）
・評価報告書(案)について

○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２１年４月２３日）
・評価報告書(案)について
審議の結果、原案のとおり了承された。
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プロジェクト名

管理型処分技術調査

上位施策名

原子力の推進・電力基盤の高度化

事業担当課

資源エネルギー庁

電力・ガス事業部

原子力立地・核燃料サイクル産業課

放射性廃棄物等対策室

プロジェクトの目的・概要
原子力発電及び核燃料サイクル事業に伴って発生する低レベル放射性廃棄物のうち、管理型処
分技術の信頼性向上等を目的とした研究開発として、ウラン廃棄物の除染技術や検認技術等の開
発、余裕深度処分に係る調査及び地下空洞型処分施設の施工・性能確認試験を実施する。
予算額等

（単位：千円）

開始年度

終了年度

中間評価時期

事後評価時期

事業実施主体

昭和６３年度

平成２３年度

平成２０年度

平成２４年度

(欄外脚注参照)

H18FY 予算額

H19FY 予算額

H20FY 予算額

総予算額

総執行額

408,020

573,000

544,350

19,936,370

18,895,229

事業実施主体：財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター
目標・指標及び成果・達成度
(1) 全体目標に対する成果・達成度
ウラン廃棄物処分技術高度化開発、低レベル放射性廃棄物処分技術調査、地下空洞型処分施設
性能確証試験のそれぞれのテーマにおいて、設定された中間時点あるいは最終時点での目標・指
標に対し一通りの成果を得ており、管理型処分技術調査として中間段階における目標水準を達成
しているものと考えられる。
個別テーマ
ウラン廃棄物
処分技術高度
化開発

目標・指標
最終時点

中間時点

ウラン濃縮工場や燃料
加工工場から発生する
ウラン廃棄物の処分に
ついて合理的実現を目
的とした除染技術や検
認技術等を開発し、評価
パラメータ等を整備す
る。

ii

成果

達成度

除染技術の開発につい
ては、フッ素化除染及び
アルカリ融解/電解透析
除染技術の適用性を確
認した。クリアランス検
認技術については、品質
保証高度化を目的とし
たウラン濃度測定シス
テムとして、極微量のウ
ランを遠隔かつ非破壊
で定量化する技術（光中
性子法）を開発した。評
価パラメータ等の整備
については、処分技術高
度化に向けた長期安全
性評価に資するラドン
挙動データを採取し、学
術論文としての認知を
得た。

最終目標
を達成し
ている。

低レベル放射
性廃棄物処分
技術調査

地下空洞型処
分施設性能確
証試験

諸外国の類似処分施設
の安全規制、安全評価手
法の調査、余裕深度処分
の全体システム（人工バ
リア、天然バリア等）に
関する性能評価試算、廃
棄物種類ごとの安全対
策の検討を通じ、余裕深
度処分の技術的成立性
を確認する。

地下空洞型処分施設を
模擬した試験施設での
施工・性能確認に係る確
証試験及び施設・岩盤挙
動計測を実施し、余裕深
度処分のための地下空
洞型処分施設の実現性
や信頼性の提示に資す
る。

処分施設に要求される
性能を実現し、実施設の
施工に採用できる性能
確証試験の基本計画、詳
細計画を策定し、埋戻し
材、緩衝材の一部の施工
確認試験及び初期性能
確認試験を実施し、埋戻
し材、緩衝材の一部、及
び周辺岩盤における力
学・水理挙動の計測を開
始する。

諸外国の処分・規制動向
調査については、フィン
ランド、スウェーデンの
２ヵ国の現地調査等を
実施し、処分施設概念、
性能評価基準、評価シナ
リオ、処分場閉鎖後の管
理の考え方等の情報を
整理し、それらを基に余
裕深度処分システムの
性能要素を同定した。性
能評価試算については、
感度解析結果に基づき、
シナリオの発生可能性
を考慮したシナリオご
との判断基準案を設定
し、対象廃棄物及び処分
施設形態ごとに処分シ
ステムの成立性を評価
した。安全対策の検討に
ついては、設定判断基準
を超過するケースにつ
いて、基準を満足するた
めに必要な安全対策の
検討を行った。

最終目標
を達成し
ている。

基本計画、詳細計画の策
定を確実に実施すると
ともに、処分施設に要求
される性能を考慮した
施設の詳細な仕様を示
した。埋戻し材、緩衝材
の一部について、施工試
験を実施し、初期性能が
確保されることを実証
した。埋戻し材、緩衝材
の一部、及び周辺岩盤に
計画通り計測器を設置
し、力学・水理挙動の計
測を開始した。

中間目標
を達成し
ている。

(2) 目標及び計画の変更の有無
各テーマについて、研究実施期間における関連する周辺状況（の変化）及びそれに対する対応
も様々であるが、総括すると各テーマの実施計画・内容に大きく影響を与えるような社会経済情
勢等の変化は認められなかったため、目標及び計画の変更はなされていない。
＜共通指標＞
論文数

論文の
被引用度数

特許等件数
（出願を含む）

特許権の
実施件数

ライセンス
供与数

取得ライセ
ンス料

国際標準へ
の寄与

13

7

1

-

-

-

-

iii

評価概要
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
放射性廃棄物の安全な処分は、今後長期間にわたる国民の安全性を確保するために、確実に実
施する必要がある。放射性廃棄物分野の研究開発は、安全確保の重要性に一層の力点がおかれ、
利益事業への直結性や汎用技術への展開性に乏しいため、国の基盤研究開発への取り組みが一層
求められている領域である。本事業は、そのための研究開発に国が積極的に関与し、処分の事業
化に向けて先導的な役割を果たすという点で、国民や社会のニーズを満たすものである。放射性
廃棄物処分の研究開発は、先進技術への挑戦などのリスクを伴う課題であり、特に国の積極的支
援が不可欠である。原子力委員会、原子力安全委員会においても国の支援を要請している研究開
発であり、科学技術的先進性、社会経済的意義は大きい。
なお、官民がより効率的に連携して研究開発が進められるような体制づくり、及び、国が基盤
研究開発として行うべき部分の線引きについては、今後も議論がなされるべき課題である。また、
本事業は、実用化に至った後も、社会的受容性の向上に向けた国のフォローが望まれる。
２．研究開発等の目標の妥当性
本事業における研究開発の目標は、原子力委員会、原子力安全委員会の報告に基づく国の方針
に沿って合理的かつ具体的に目標を定めており、適切な目標水準である。要素技術ごとの目標と
その設定根拠も明確に示されている。
ウラン廃棄物処分技術高度化開発については、当該廃棄物の処理・処分のために解決すること
が不可欠な事項については、技術的にチャレンジングであっても具体的に目標を設定しており、
評価できる。低レベル放射性廃棄物処分技術調査については、余裕深度処分の技術的成立性に関
して重要な論点を押さえた上で目標が設定されている。地下空洞型処分施設性能確証試験につい
ても、実事業への反映を念頭において、要素技術ごとに適切な目標設定がなされている。
なお、「技術の確証」というのが目標となるような課題では、技術の時間的進展によって目標
値が変化する可能性があり、進捗に合わせて適宜目標の見直しを行っていくことが望ましい。
３．成果、目標の達成度の妥当性
いずれの要素技術についても、基本的には、目標に対する具体的成果が達成されており、成果
の内容も、放射性廃棄物の処理処分方策を考えていく上で、非常に有用な技術開発、情報整理が
なされたと評価できる。ウラン廃棄物処分技術高度化開発及び低レベル放射性廃棄物処分技術調
査については、今後検討がなされるウラン廃棄物のクリアランス、余裕深度処分の安全基準の整
備等に向けて、良い見通しを与える成果が出ており、一部の成果については既に、これらの議論
のための有用な参考資料として用いられている。本事業のいくつかの課題については、研究開発
の性格上、論文発表や特許出願を指標として用いることがそぐわないため、これに代わり、原子
力委員会、原子力安全委員会、事業者等によるレポート等で資料として直接間接に用いられるこ
とを指標とした方が望ましい。
４．事業化、波及効果についての妥当性
本事業における調査研究は、国または廃棄物発生者が行う廃棄物処分事業の一翼を担うもので
ある。本事業で得られた成果の一部は、既に原子力委員会等での引用、事業者側の検討での反映
など、事業化に向けて利用されており、大局的には今後の処分事業の効果的・効率的な実施のた
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めに、十分な波及が考えられると評価できる。今後も、成果が使われ易い形にする等のさらなる
フォローが必要である。
なお、新技術については、既存技術に比べて成熟度は低く、最終目標に対してどこまで課題が
残されているのか、という客観的かつ合理的な整理が必要である。ウラン廃棄物処分技術高度化
開発の成果に関しては、実廃棄物に対しての性能等を検討し、全体システムのコストを下げる方
向で実用化が進むと、今後の波及効果が極めて大きくなると思われる。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
研究開発計画については、先見の明を得た適切なものであったし、先の見えにくい課題がここ
まで整理されて成果が得られるようになったことは、採択スケジュールや、実施者が適切であっ
たからと評価する。また、極めて長いプロジェクトの中で、周辺の状況変化に素早く対応し、適
宜方針の見直しが行われたと考えられるが、その妥当性について客観的に説明できるための工夫
がもう少しあったほうが望ましかったと考えられる。今後研究開発が進む地下空洞型処分施設性
能確証試験については、事業化等の環境の変化を見ながら適宜計画の見直しを行うことが必要と
考える。
研究開発実施者は処分実施主体とは独立した中立的第三者機関であり、放射性廃棄物全般及び
その周辺技術にわたる広範な調査業務能力を有していることから、本事業の実施者として、適切
な選択であると考えられる。実施体制やその運営についても、技術能力等も加味した上での競争
入札の実施によって外注業者を選定し、委員会等の設置によってプロジェクトの推進について評
価・検討を行う体制を構築しており、実効的な実施体制のもと、適切に進めている。
一方、最近の国の支援する研究開発は、資金配分の公正性、費用対効果の効率化を考慮して、
公募型、競争型で短期の資金供与を通じてなされようとする傾向があるが、本事業のように、信
頼できる技術能力を有する機関によって、長期にわたり継続的に進められるほうが望ましい場合
もある。より長期の計画に対する継続的資金供与についても是とする国の姿勢を期待する。
費用対効果については、国が事業化に向けて支援するという位置づけのため、定量的に測るこ
とが難しいものの、処分費用の概算見積もり等を参考にするなどの何らかの判断指標が用意され
ても良かったと考えられる。人的資源については、今回のプロジェクトを通じて拡充があり、放
射性廃棄物分野における研究者、技術者を新たに生んだ効果があったのではないかと考えられ
る。
６．総合評価
原子力発電による電力供給を基幹とする我が国のエネルギー政策上、その廃棄物の処分につい
ては、国民の安全を確保する形で処理・処分されるよう監督指導すべき責任を国は有している。
本事業も原子力委員会、原子力安全委員会が要請している形で課題が設定されており、処分事業
の実施に至るまでの基礎的研究開発を国が指導、支援するという面から見ても、公益に沿ったも
ので好ましい資金の投下であると考える。本事業の実施に当たっては、中立的な研究開発機関に
より、効率的な研究開発体制、計画のもと、着実に成果が得られており、文献への掲載、国の委
員会資料への情報提供等として貴重な情報源となっている。また、要素技術ごとに検討委員会を
設けて外部有識者の意見を取り入れつつさらに、処分事業者もそのメンバーに加えて、事業展開
がスムーズに行くように配慮されている。
ウラン廃棄物処分技術高度化開発については、極めて長期に渡るプロジェクトであったため、
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チェックアンドレビューの難しさがあったと考えられる。今後継続する地下空洞型処分施設性能
確証試験については、状況の変化に対応して適宜（短いスパンで）専門家の意見も聞きながら見
直しを行っていただきたい。
７．今後の研究開発の方向等に関する提言
本事業で対象としているウラン廃棄物の処分技術開発、及び余裕深度処分に係る技術開発につ
いて、ある程度の進展が得られており、将来の実施を期待できる段階までに至っている。しかし、
処分の対象となる低レベル放射性廃棄物の放射能濃度や総量、物理的化学的性状は多種多様で、
これらを統一的な考え方に基づいて処分し、国民の安全を確保するという目的に対して、一貫し
た方策で、長期の安全を確保する形で処分を実施するに至るまでには、引き続き基礎的な研究開
発が必要である。
限られた予算の中で、全体でのバランスを考慮して事業選択を行う必要がある一方で、地球温
暖化対策等の観点から原子力発電の重要性がますます高まる昨今、より安全かつ技術的信頼性の
高い放射性廃棄物処分方法を早期に確立する必要があり、ある程度の集中的な資金投入も必要と
考えられる。既存技術から、処分事業を実施する側が主体的に実行可能と考えられる課題と、費
用投資にリスクを伴うが、達成が大きな効果を生むと考えられる課題とを選別する基準あるいは
考え方をより明瞭にしておくことが望ましい。
放射性廃棄物処分の問題を大局的かつ中立的に見て効率的に解決するには、国の積極的な支援
が不可欠であり、今後は現在にも増して、より一層の予算的措置と指導的役割を期待したい。
これらの研究開発については、官民の役割分担を明確にした上で、中長期的な計画を立て、各処
分事業に有効に活用できる情報をタイムリーに得る必要がある。その点で、現在進めている「地
下空洞型処分施設性能確証試験」は実規模、実環境下での試験であるため、成果は具体的で、事
業者が有効に使用できるものであると期待される。
評点結果
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第１章 評価の実施方法

本プロジェクト評価は、
「経済産業省技術評価指針」
（平成 17 年 4 月 1 日改定、
以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。

１．評価目的
評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として
(1)研究開発に対する経済的・社会的ニーズの反映
(2)より効率的・効果的な研究開発の実施
(3)国民への施策・事業等の開示
(4)資源の重点的・効率的配分への反映
(5)研究開発機関の自己改革の促進等
を定めるとともに、評価の実施にあたっては、
(1)透明性の確保
(2)中立性の確保
(3)継続性の確保
(4)実効性の確保
を基本理念としている。
プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け
られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・
政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度
の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体
制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの
である。
その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、
効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。
２．評価者
評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、
被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ
り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家
で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。
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これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即
した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会
委員名簿にある５名が選任された。
なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省資源エ
ネルギー庁放射性廃棄物等対策室が担当した。
３．評価対象
管理型処分技術調査（実施期間：昭和６３年度から平成２３年度（予定））
を評価対象として、研究開発実施者（財団法人原子力環境整備促進・資金管理
センター）から提出されたプロジェクトの内容・成果等に関する資料及び説明
に基づき評価した。
４．評価方法
第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質
疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。
第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ
る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要
素技術について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報
告書(案)を審議、確定した。
また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生
じると認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。
５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準
評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価調査課において
平成１９年６月１日に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価
項目・評価基準について」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評
価項目・評価基準とした。
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
（１）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。
・国民や社会のニーズに合っているか。
・官民の役割分担は適切か。
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（２）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。
・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等）
・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性
等）
・社会的・経済的意義（実用性等）
２．研究開発等の目標の妥当性
（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。
・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設
定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水
準（基準値）が設定されているか。
・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。
３．成果、目標の達成度の妥当性
（１）成果は妥当か。
・得られた成果は何か。
・設定された目標以外に得られた成果はあるか。
・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ
イプの作製等があったか。
（２）目標の達成度は妥当か。
・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の
達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。
４．事業化、波及効果についての妥当性
（１）事業化については妥当か。
・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及
び解決方策の明確化等）は立っているか。
（２）波及効果は妥当か。
・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。
・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。
・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題
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への対応の妥当性）。
・採択スケジュール等は妥当であったか。
・選別過程は適切であったか。
・採択された実施者は妥当であったか。
（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。
・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。
・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる
環境が整備されているか、いたか。
・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分
に行われる体制となっているか、いたか。
・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実
施しているか、いたか。
（３）資金配分は妥当か。
・資金の過不足はなかったか。
・資金の内部配分は妥当か。
（４）費用対効果等は妥当か。
・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。
・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。
（５）変化への対応は妥当か。
・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ
の対応の妥当性）。
・代替手段との比較を適切に行ったか。
６．総合評価
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第２章 プロジェクトの概要
１．事業の目的・政策的位置付け
１−１

事業目的

（１）放射性廃棄物対策に係る政策の現状
原子力発電は、他の発電方式に比べ、燃料の価格や供給面で安定していること、発電
の過程で地球温暖化の原因となる二酸化炭素を排出しないなどの特徴を有し、わが国の
発電電力量の約３割をまかなう基幹電源となっている。エネルギー資源の大部分を輸入
に依存しているわが国において、今後とも環境を守りながら持続的な経済発展を続けて
いくためには、その手段の一つとして国際的にも再評価されつつある原子力発電及び核
燃料サイクルの利用推進を継続していくことが社会の要請に応えるものである。先般原
子力委員会によって策定された「原子力政策大綱」(平成 17 年 10 月閣議決定)、並びに
総合資源エネルギー調査会による「原子力部会報告書〜原子力立国計画〜」(平成 18 年
8 月)においても、様々な側面での議論を踏まえた結果として、今後とも供給安定性と地
球温暖化対策に資する原子力発電を基幹電源として位置付け推進すること、資源を合理
的に達成できる限りにおいて有効に利用することを目指した核燃料サイクルを推進す
ることが基本方針として示されたところである。
原子力政策大綱に示された通り、これら原子力発電及び核燃料サイクルに伴って発生
する放射性廃棄物を安全に処理処分することは、原子力利用の受益者である現世代の義
務であり、「発生者責任の原則」、「放射性廃棄物最小化の原則」、「合理的な処理・処分
の原則」及び「国民との相互理解に基づく実施の原則」のもとで、その影響が有意では
ない水準にまで減少するには超長期を要するものも含まれるという特徴を踏まえて適
切に区分を行い、それぞれの区分毎に安全に処理・処分することが重要である。(図１、
図２)
使用済燃料の再処理により、ウラン及びプルトニウムを回収した後に残る高レベル放
射性廃棄物(ガラス固化体)の処分については、核燃料サイクル開発機構(現（独）日本原
子力研究開発機構、以下、ＪＡＥＡ)によって「わが国における高レベル放射性廃棄物
地層処分の技術的信頼性−地層処分研究開発第２次取りまとめ−」(以下、第２次取り
まとめ)が平成 11 年に公表され、原子力委員会による評価等を経て、平成 12 年には処
分地選定プロセス等を定めた「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下、最
終処分法)が成立した。この法律に基づき設立された処分実施主体である原子力発電環
境整備機構(ＮＵＭＯ)が、平成 14 年 12 月より、処分地選定に向けて、全国の市町村を
対象に公募を実施している。
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濃縮・燃料加工等

再処理

ウラン廃棄物
放射能レベルの高低
に応じて適切に区分

し、それぞれ該当す
る廃棄物の処分方策
に準じて処分

発電所廃棄物

高レベル放射性廃棄物

放射能レベルの高低に応じて適切に
区分

・地層処分

［放射能ﾚﾍﾞﾙの比較的高い廃棄物]
・余裕深度処分
→日本原燃が六ヶ所村で調査中

→ＮＵＭＯが処分候補地公募中

ＴＲＵ廃棄物

［放射能ﾚﾍﾞﾙの比較的低い廃棄物］
・浅地中コンクリートピット処分
→日本原燃が六ヶ所村で処分
を実施中
［放射能ﾚﾍﾞﾙの極めて低い廃棄物］
・素掘り処分
→原研が東海村で実施

放射能レベルの高低に応じて適切に
区分
・浅地中コンクリートピット処分
・余裕深度処分
・地層処分
→併置処分と制度化検討

原子力発電

図１．放射性廃棄物の種類と処分方策・状況

ＲＩ・
研究所等廃棄物

人工構築物を設けない浅地中埋設処分

浅地中ピット処分

発電所廃棄物︑

ＴＲＵ廃棄物

● 浅地中トレンチ処分

浅地中トレンチ処分

ウラン廃 棄物

放射性廃棄物の処分方法は、深さや
放射性物質の漏出を抑制するための
バリアの違いにより、４つに分類される。

低

25m

50m

余裕深度処分

100m

地下300mより深い地層
300m

放射能レベル

● 浅地中ピット処分
コンクリートピットを設けた浅地中への処分

0m

● 余裕深度処分
一般的な地下利用に対して十分余裕を
高レベル放射性廃棄物

持った深度（地下50〜100m）への処分

● 地層処分
地下300mより深い地層中に処分

地層処分

図２．放射性廃棄物の種類に応じた処分方法
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高

一方、低レベル放射性廃棄物については、原子力発電所から発生する廃棄物のうち、
放射能レベルの比較的低いものについては、すでに日本原燃㈱により、青森県六ヶ所村
での浅地中ピット処分が行われている。さらに、原子力発電所の解体等により発生する
放射能レベルの比較的高い廃棄物についても、一般的地下利用に十分余裕を持った深さ
(例えば地表から 50〜100ｍ)への埋設施設の設置に向け、現在日本原燃㈱が六ヶ所村に
おいて本格調査等を実施している。
また、再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から発生する超ウラン核種を含む放射性廃
棄物(ＴＲＵ廃棄物)については、地層処分が必要とされる部分を中心に、平成 17 年 9
月に核燃料サイクル開発機構(現ＪＡＥＡ)と電気事業者によって高レベル放射性廃棄
物との併置処分の検討も含む「ＴＲＵ廃棄物処分技術検討書−第２次ＴＲＵ廃棄物処分
研究開発取りまとめ−」が公表された。以降、原子力委員会による検討の結果として、
平成 18 年 4 月に、併置処分が技術的に成立するとの評価が示され、それを受け、
「原
子力部会報告書〜原子力立国計画〜」で併置処分の可能性を含めた制度化のあり方が具
体化されたところである。その他、ウラン濃縮・燃料加工施設から発生するウラン廃棄
物については、処分事業や安全基準等の具体化に向けた検討が進められている。
（２）放射性廃棄物対策に係る技術開発の取り組み
資源エネルギー庁では、放射性廃棄物の地層処分の技術的信頼性や成立性及び安全性
等に係る研究開発を中心として、放射性廃棄物の種類と処分形態、それぞれの種類等に
応じた処分方針の検討及び事業の進捗等を踏まえながら、適切に役割分担しつつ国とし
ての先行的な研究開発を展開してきた。資源エネルギー庁における技術開発事業として
は、処分事業等の動向や関係研究機関の取り組み等との整合性を図りつつ、「①地層処
分技術調査」
、
「②管理型処分技術調査」、
「③放射性廃棄物共通技術調査」の大きく３つ
の事業に分けて実施している。
①地層処分技術調査
高レベル放射性廃棄物やＴＲＵ廃棄物の地層処分を安全かつ着実に進めるため、地上
からの地質環境の調査技術、人工バリア等の製作や遠隔操業技術等の工学技術並びに安
全評価技術等の高度化開発、ＴＲＵ廃棄物地層処分に固有の核種に係る閉じ込め技術や
人工バリア材料の長期評価技術等を実施する。
②管理型処分技術調査
燃料加工施設から発生するウラン廃棄物に係る除染技術や処分技術、原子力発電所や
再処理施設等から発生する放射能レベルの比較的高い低レベル放射性廃棄物を処分す
るための余裕深度処分技術に関し、安全評価等に係る技術的知見の調査や地下空洞型処
分施設の施工・性能確認に係る確証試験を実施する。
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③放射性廃棄物共通技術調査
地層処分から管理型処分に共通する諸外国の関連政策や事業等に係る最新情報の収
集、国内外の処分関連技術の最新動向調査並びに重要基礎的な研究開発、処分の安全評
価に共通的に活用する放射性物質の生物圏移行プロセス等に関する調査研究を実施す
る。
今回の技術評価(中間評価)は、このうち「②管理型処分技術調査」を対象として実施
するものである。これまでに「②管理型処分技術調査」の技術評価(中間評価)は平成 17
年度に実施しており、今回は２回目の評価となる。なお、「①地層処分技術調査」は平
成 15 年度及び平成 18 年度に、
「③放射性廃棄物共通技術調査」は平成 16 年度及び平
成 19 年度に、それぞれ技術評価(中間評価)を実施している。
（３）管理型処分技術調査の目的と事業概要
管理型処分技術調査は、ウラン廃棄物の処理処分システムの構築及び原子力発電施設
及び核燃料サイクル関連施設から発生する放射能レベルの比較的高い低レベル放射性
廃棄物を管理型処分施設に処分する処理処分システムの構築に必要な技術的知見の収
集を目的とするものである。
管理型処分技術調査に係る事業の全体像は、表１に示す通り、昭和 62 年に開始し、
「ウラン廃棄物処分技術調査」及び「余裕深度処分技術調査」について、それぞれ、国
内外の関連する処分方針や研究開発の進捗動向を踏まえながら、その方向性や課題内容
について適切かつ段階的に設定しながら実施してきたものである。
①ウラン廃棄物処分技術高度化開発（昭和 63 年〜平成 19 年）
ウラン廃棄物の処分の合理的実現に向けて、除染技術や検認技術の開発、ウラン廃棄
物特有の移行パラメータの整備等を実施する。
②低レベル放射性廃棄物処分技術調査（平成 14 年〜平成 17 年）
余裕深度処分概念について、国内外の情報調査と安全性能の体系的な検討・評価を通
じて、信頼性・合理性のある処分概念や評価の方法論を提示する。
③地下空洞型処分施設性能確証試験（平成 17 年〜）
実規模大の岩盤空洞内に、コンクリートピットやベントナイト緩衝材などから構成さ
れる地下空洞型処分施設を構築し、余裕深度処分概念における人工バリア等の施工性や
性能を総合的に確証する。
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表１．「管理型処分技術調査」の展開
S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
【国の方針決定や事業化の動向】

発電所廃棄物

原子力委「処分基本的考え方」（S59)

浅地中ピット処分

▽
▽
▽ ▽ 原子力安全委「濃度上限値（１次）」
日本原燃六ヶ所埋設操業

浅地中トレンチ処分

▽ ▽ 原子力安全委「安全規制考え方」

余裕深度処分
TRU廃棄物
ウラン廃棄物

▽

▽

▽

原子力安全委「濃度上限値（２次）」 原安委「濃度上限値（3次）」

▽

▽
▽

▽

▽

原子力委「処分基本的考え方」
原子力委「放射性廃棄
物処理処分方策」

原安委「濃度上限値について」

▽

▽
日本原燃次期埋設本格調査

▽

▽

▽

原子力委「処分基本的考え方」 第２次TRUレポート

▽

▽

▽

原子力委「処分基本的考え方」

ウラン廃棄物の処分及び
クリアランスに関する検討書

【管理型処分技術調査】
処分システム検討
海外調査，処分システム・経済性評価等

A）ウラン廃棄物処分技術調査

除染・検認技術

硝酸除染等

環境移行パラメータ

B-1）放射性廃棄物処分
高度化システム
確証試験

フッ素化除染等の除染技術／光中性子法等の検認技術の高度化開発
移行パラメータ整備

ラドン挙動評価

処分システム検討
処分システム概念検討，技術開発課題抽出等

バリア要素技術開発
バリア要素技術の高度化，バリア性能の把握のための工学試験等

B）余裕深度処分 B-2）低レベル放射性
技術調査
廃棄物処分
技術調査

安全性評価手法検討
海外情報収集と安全性能の体系的検討・評価

処分施設性能確証

B-3）地下空洞型処分
施設性能確証試験

実規模岩盤空洞での人工バリア等
の施工性と性能の確証試験

（４）科学的・技術的意義
「１−３

国の関与の必要性」で述べるように、放射性廃棄物処分に係る国の基盤研

究開発の考え方としては、技術基盤の継続的強化を図り、客観性をもって技術的信頼性
や安全性を高め、国民の理解を促進するとともに、処分事業や安全規制に先行する形で
の技術基盤の整備を通じ、もって処分事業や安全規制を含むわが国の処分計画全体の着
実な進展に資するという点がある。これらを踏まえ、かつ、処分技術の特徴を具体的に
考慮すれば、当該研究開発の科学的・技術的意義は、以下の３つの視点で整理すること
ができる。
①科学的知見の拡充
放射性廃棄物処分の評価において必要となる地質環境や設計・性能評価に係る一連の
データ、モデル及び評価手法に関する客観性をもった科学的知見の整備・拡充する。
②技術的実現性の提示
実際の処分事業に先駆け、処分場の建設や人工バリアの製作・施工技術といった具体
的技術の実現性を提示する。
③先進的新技術の導入
処分事業や安全規制の長期的かつ段階的な展開にあわせて最新かつ適切な知見と技
術の導入が可能となることを目指した、先進的新技術の開発を行う。
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（５）社会的・経済的意義
エネルギー資源の乏しいわが国では、経済性、安定供給性及び環境適合性に優れた原
子力発電を基幹電源として継続的に活用していく上で、使用済燃料を再処理し回収され
るプルトニウム、ウラン等を有効利用する核燃料サイクルの確立が不可避であり、この
核燃料サイクル政策を推進するにあたり、放射性廃棄物処分の課題は解決すべき重要な
ものである。そのための基盤的な研究開発によって、技術的信頼性や安全性を一層高め、
国民の理解を得つつ技術基盤を確立していく当該事業は、社会的意義が大きい。また、
技術的信頼性や安全性の一層の向上を目指した当該事業の成果は、多重バリアや処分場
のより合理的な設計に資するなど、経済的な側面での効果を有すると考えられる。表２
〜４に、各要素技術における科学的・技術的意義及び社会的・経済的意義を示す。
表２．ウラン廃棄物処分技術高度化開発における
科学的・技術的意義及び社会的・経済的意義
要素技術

科学的・技術的意義

1) 除染技術開
ウラン廃棄物の処分を進める上では、廃
発
棄物からウランを除去し、その濃度を低減
させることが有効である。
フッ素化除染およびアルカリ融解／電
解透析除染は、除染によって想定クリアラ
ンスレベル 0.3Bq/g を下回ることが可能
となると共に、ウランの回収をも可能とす
るという意義がある。
2) 品質保証高
ウラン廃棄物の処分を合理的に進める
度 化 （ 測 上では、廃棄物中のウランの濃度を過度に
定・検認技 保守的とならないよう、適切に評価できる
術開発）
手法の確立が必要である。
本事業においては、これまでにある程度
確立された、①ウラン自身が放出するα線
又は②γ線を測定する方法に加え、③外部
からウランに放射線を照射して核反応を
起こし､その結果発生する放射線を測定す
る方法のそれぞれについて、金属廃棄物を
除くウラン廃棄物への適用性を確認し、上
述の過度な保守性を排除した、適切な評価
を可能にする意義がある。
3) ラドン挙動
ウラン廃棄物の処分の安全性を評価す
調査
るためには、廃棄物から気体として放出さ
れるラドンの挙動を信頼性高く評価する
ことが必要である。
本事業は、ラドン被ばくに関わる長期安
全性のパラメータとして我が国の環境に
対応した廃棄体からのウラン散逸割合･拡
散係数等のデータを取得し、処分システム
の検討に資するものである。
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社会的・経済的意義

本事業は､ウラン廃棄物の簡易浅地中処
分及びクリアランスを実現するために必
要となる基盤的な研究開発及び技術開発
等を国の立場から実施することにより､処
分の安全性確保に資することを目的とす
るものであり、ウランの放射性崩壊により
子孫核種が蓄積して時間の経過と共に放
射能が増大するという特徴を有するウラ
ン廃棄物の特性を把握することにより、将
来に亘り安全を確保できることを示すこ
とで、社会的理解および信頼の向上に資す
るものと考えられる。
また、廃棄物のウラン濃度を信頼性高く
評価することにより、合理的に処分事業を
進めることが可能となるため、本事業は､
事業者の負担を軽減する上で経済適合性
に優れた研究内容であると考えられる。
さらに､除染技術は､ウラン廃棄物の合
理的な処理･処分システムの実現に資する
と共に､二次廃棄物の発生量低減が期待で
きる技術であることから、今後のウラン廃
棄物発生事業者等による処分の具体化や､
国による安全規制の検討の中で活用され
るものと期待できる｡

表３．低レベル放射性廃棄物処分技術調査における
科学的・技術的意義及び社会的・経済的意義
要素技術

科学的・技術的意義

社会的・経済的意義

1) 処分・規制
余裕深度処分の性能評価については、長
動向調査
期に亘り多面的な視点から科学的根拠を
もって実施する必要があり、想定しうるパ
ラメータによる評価検討や諸外国の処分
概念及び評価システムを調査しておく事
は、客観的・科学的なアプローチの基盤と
しての意義がある。
本項は、その前提となる性能評価の枠組
の調査及び設定を行うものである。

本調査は、実施主体が行うサイト調査や
処分施設の建設・操業等において、本調査
の成果を参考にしつつ、より効率的な技術
開発を行い得るという経済的意義がある。
また、余裕深度処分の持つ固有の安全性等
2) 性能評価試
本項の検討は、前項の調査及び設定を踏 について、より広範で多様な情報を提供す
算、安全対 まえて、余裕深度処分の性能評価試算を行 ることにより、余裕深度処分に関する社会
策の検討
い、必要な安全対策の検討を行うものであ 的受容性を向上させるという社会的意義
がある。
り、以下の意義がある。
•シナリオ及びパラメータ設定による安全
性能の評価とパラメータ影響度の確認
•廃棄物特性に応じた安全対策の検討と総
合的な評価基盤整備

表４．地下空洞型処分施設性能確証試験における
科学的・技術的意義及び社会的・経済的意義
要素技術

科学的・技術的意義

1) 地下空洞型
本研究は、地下空洞型処分施設に要求さ
処分施設性 れる性能を検討し、試験施設の詳細な設
能確証試験 計、試験計画を立案し進めており、先進的
に詳細な施設計画を示している。また、要
求性能を満足する施設を施工するための
技術を実証的アプローチにより検討し、施
工技術等の成立性や実現性を示すととも
に、施工技術等の科学的信頼性、合理性の
向上に資することが出来る。
なお、本確証試験は、大断面の地下空洞
において具体的な処分施設を模擬した、わ
が国初の原位置での実規模の施工に係わ
る試験となり、処分の安全性を確認出来
る。
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社会的・経済的意義

処分施設の設計に向けた施工技術の確
立を目指し建設の経済性と処分施設の要
求性能とを考慮した、現実的施工技術等に
ついて検討を進めることから実用段階に
おいては、大きな貢献が出来ると考えられ
る。また、実規模、実環境において施設を
施工し、処分施設の安全性を直接示すこと
によって、国としての取り組みが理解さ
れ、国民に対する安全、安心文化の醸成と
いう社会的意義を持っている。

１−２

政策的位置付け

本事業は経済産業省施策（プログラム）において「原子力技術開発プログラム（核燃
料サイクルの推進）」（平成１９年度予算より「原子力の推進・電力基盤の高度化」）に
含まれている。本施策（プログラム）の概要は以下のとおりである。
【施策の目的】
・わが国の中核的電源として位置付けられる原子力発電に関し、将来の原子力技術の選
択肢を多様化するための技術開発を行い、もってわが国原子力発電の安全性・経済
性を向上することによりエネルギー供給の安定確保を図る。
・核燃料サイクル技術に関して所要の技術開発を行い、国内で事業として確立させサイ
クルを完結させるとともに、その技術力を向上させることにより、わが国の核燃料
サイクルの自立性を向上させ、もって、エネルギーセキュリティ上重要な原子力発
電の有するエネルギー供給安定性のより一層の向上を図る。
・放射性廃棄物対策は、原子力利用を進める上で不可避の課題であり、事業実施に向け
て将来の技術的な不確実性を可能な限り小さくする。
【施策の必要性】
・原子力利用を進める上で不可避の課題である放射性廃棄物対策、特に高レベル放射性
廃棄物対策については、平成 12 年 5 月に最終処分法が成立し、同年 10 月に処分実
施主体である「原子力発電環境整備機構」が設立認可された。今後は、処分事業に
先立ち、処分技術の信頼性向上や安全評価の高度化に向けた研究開発を行い、同機
構が行う処分事業や国が行う安全規制に反映していく。
【施策の目標】
・核燃料サイクルの推進を通じて、原子力発電の安定供給性を向上させ、同電源の将来
にわたる持続的な利用を確保することを目標とする。
本事業は今後ますます現実問題として顕在化してくる低レベル放射性廃棄物の処分
に係る調査事業であり、事業化に向けて所要の課題をクリアする目的で進められている。
上記プログラムの意義等はこれらと同じ方向性を指し示すものであり、本事業は施策
（プログラム）の目的に合致していると思われる。
以上のように、経済産業省の施策である「核燃料サイクルの推進」の目的の一つとし
て、本事業の目的である「放射性廃棄物処分対策」が明示的に示されており、プログラ
ムへの適合は明確である。
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１−３

国の関与の必要性

（１）国民や社会のニーズに合っているか。
原子力発電に伴って必然的に生じる放射性廃棄物の処分は、公益性が極めて高く、国
民全体の利益から見ても重要な課題である。さらには、余裕深度処分や地層処分におい
て特段に求められる安全確保の長期性と処分事業の長期性を踏まえれば、国としても研
究開発の役割を担い、先導性と継続性をもって基盤的な研究開発を着実に進め、国民各
層の理解を得つつ、わが国の処分計画の着実な進展のための基盤を整備していくことが
重要である。
原子力政策大綱においても、原子力研究開発の一般的特徴として、以下のように示さ
れている。
「原子力研究開発には、実用化に至るまで長期の期間を要するため実用化の不確実性
が大きく、民間が単独で行うにはリスクが大きすぎることや放射性物質を取り扱える研
究開発施設が必要であること等の特徴がある。したがって、原子力の社会に対する貢献
や寄与を継続・拡大していくためには、国あるいは研究開発機関が、革新的な技術シス
テムを実用化候補にまで発展させる段階までを中心に、他の科学技術分野に比べてより
大きな役割を果たしていく必要がある。その場合であっても、国の活動は、公益の観点
から期待される成果を明確にし、効果的かつ効率的に進められるべきである。
」
さらに、放射性廃棄物の効果的で効率的な処理・処分を行う技術の確立に向けた取組
の必要性については、以下のように示されている。
「研究開発機関等は、放射性廃棄物の効果的で効率的な処理・処分を行う技術の研究
開発を先進的に進めるべきであり、発生者等の関係者にはこうして生まれた新知見や新
技術を取り入れて、今後の社会における廃棄物の処理・処分の範となる安全で効率的な
処理・処分を行っていくことを期待する。国は、このことを促進することも含めて、引
き続き適切な規制・誘導の措置を講じていくべきである。
」
また、留意事項として、今後処分のための具体的な対応がなされるべき放射性廃棄物
の処理・処分について、国が必要に応じ発生者等の取組を支援するべきことが示されて
いる。
「処分のための具体的な対応がなされるに至っていない放射性廃棄物の処理・処分に
ついては、発生者等の関係者が十分協議・協力し、情報公開と相互理解活動による国民
及び地域の理解の下、具体的な実施計画を立案、推進していくべきである。国は、この
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遅れが原子力の研究、開発及び利用に支障を来さないように、必要に応じ関係者の取組
を支援するべきである。
」
以上に加え、放射性廃棄物分野の研究開発は、安全確保の重要性に一層の力点がおか
れ、利益事業への直結性や汎用技術への展開性に乏しいため、国の基盤研究開発への取
り組みが一層求められている領域である。国の基盤研究開発が先行的に新技術や新知見
を創出しつつ技術の信頼性・成立性を提示することにより、将来の技術的・社会的な不
確実性を低減させ、もって国民理解、事業・規制の円滑化に繋げることができる。
なお、放射性廃棄物の処分は、原子力発電を進める国にとって共通の課題であり、諸
外国においても積極的に研究開発が進められている。原子力エネルギー利用を先進的に
進めるわが国では、わが国の地質環境の特徴等も踏まえた処分分野の研究開発を精力的
に進めてきており、様々な観点での国際協力等を通じ、国際的合意形成や研究開発情報
の共有化など国際的な貢献も行ってきている。
（２）官民の役割分担は適切か。
上述のとおり、一般的な原子力研究開発の特徴として、実用化に至るまで長期の期間
を要するため実用化の不確実性が大きく、民間が単独で行うにはリスクが大きすぎるこ
とや放射性物質を取り扱える研究開発施設が必要であること等が挙げられる。したがっ
て、原子力の社会に対する貢献や寄与を継続・拡大していくためには、国あるいは研究
開発機関が、革新的な技術システムを実用化候補にまで発展させる段階までを中心に、
他の科学技術分野に比べてより大きな役割を果たしていく必要がある。放射性廃棄物の
分野においても、公益性の観点、安全確保の長期性や処分事業の長期性の観点等に鑑み
れば、上述した「原子力政策大綱」の記述のとおり、国の先進的な研究開発への取組が
必要である。
平成 13 年 7 月に取りまとめられた「総合資源エネルギー調査会原子力部会−原子力
の技術基盤の確保について−」では、国の行うべき研究開発について以下のように示さ
れている。
「高レベル放射性廃棄物の安全な地層処分技術の確立等は、事業実施に向けて将来の
技術的な不確実性を可能な限り小さくするものであり、事業主体のみならず国民全体の
利益から見ても重要な課題であること、また、研究開発期間が長期にわたり、基礎基盤
的研究を必要とすることなどから、主に国が主体となってその研究開発に当たるべきで
ある。」
「ＴＲＵ廃棄物やウラン廃棄物の処分に係る技術開発課題についても、処分方法の具
体的検討の進展に応じて、国や関係機関の役割分担を検討し、解決を図っていくことが
必要である。
」
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このような国の果たすべき役割を踏まえて、高レベル放射性廃棄物やＴＲＵ廃棄物の
地層処分の技術的信頼性や成立性及び安全性等に係る研究開発を中心として、一部の低
レベル放射性廃棄物の処理・処分に関する技術開発についても、廃棄物種類・処分形態
や処分方針検討及び事業の進捗等を踏まえながら、適切に役割分担しつつ国としての先
行的な研究開発を展開してきた。
一方で、発生者責任の下で民間での処分事業の実施へと引き継いでいく観点からは、
研究開発の初期段階や革新技術の導入等の面で国が主体的に研究開発の役割を担いつ
つ、研究開発や事業化の進捗に応じて民間支援的な位置付けへと展開していくなど、廃
棄物種類・処分形態や事業進捗に応じ、適切に役割分担しつつ研究開発を進めていくこ
とが重要である。また、国の研究開発の成果が処分実施主体や安全規制に適切に活用さ
れるよう、国、研究開発機関及び実施主体等は適切に連携しつつ進めることが重要であ
る。
今回評価対象となっている「管理型処分技術調査」の技術開発調査の対象となってい
るウラン廃棄物及び余裕深度処分を行うべき放射性廃棄物については、安全規制制度等
について検討中の段階であり、民間の果たせる役割には限界がある。このため、発生者
責任の原則の下、国による積極的支援が不可欠な分野であると判断される。原子力発電
をわが国の基幹電源として位置付け、着実に推進していくとの基本的考え方に立脚する
以上、原子力発電やこれを支える核燃料サイクル事業に伴って発生する放射性廃棄物の
処分事業の円滑な実施に資するべく、対象とする放射性廃棄物の安全で合理的な処理処
分システムの構築に必要となる技術開発を行うことは国としての重要な役割と考えら
れ、社会の要請にも応えるものである。
しかしながら、民間の主体的取り組みの促進や、より効率的な官民の連携の体制づく
り、官民の役割分担の具体化等については将来にわたってなお検討すべき課題であると
考えられる。国の役割については、例えば、研究開発の進展や事業化の進捗に応じて、
民間支援的な位置付けへと展開していくのは自然な流れではあるが、具体的にどの段階
での展開が適切か、時期や範囲の明確化は、今後とも必要な検討課題になると考えられ
る。
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２．研究開発目標
２−１

研究開発目標

２−１−１

全体の目標設定

管理型処分技術調査は、ウラン廃棄物の処理処分システムの構築及び原子力発電施設
及び核燃料サイクル関連施設から発生する放射能レベルの比較的高い低レベル放射性
廃棄物を管理型処分施設に処分する処理処分システムの構築に必要な技術的知見の収
集を目的とするものである。
目標の設定の考え方として、上述したとおり、国としての技術開発の意義や民間実施
主体との役割分担等を適切に踏まえることが必要である。
・技術的信頼性・成立性や安全性といった国が先進的に実施すべき技術開発の役割
・廃棄物種類・処分形態や事業進捗に応じ、民間実施主体等との適切な役割分担
このような観点を踏まえ、管理型処分のうち、検討の対象とする廃棄物種類及び処分
形態の特徴や技術課題の解決という観点から、個別テーマごとに開発目標及びそのため
の適切な目標水準を設定している。２−１−２に各テーマの要素技術ごとの開発目標及
び目標水準と、その設定理由を示す。
また、個別テーマについて、それぞれの最終的な達成度を測定するための指標は、そ
れぞれの開発目標を踏まえて抽出された技術課題が解決されることとし、具体的に中間
段階及び最終段階における指標を設定している。
管理型処分技術調査全体としては、いずれのテーマも原子力委員会、原子力安全委員
会等の国の基本方針に立脚した目標を設定している。
（１）ウラン廃棄物処分技術高度化開発
除染技術開発試験については、現実的選択である廃棄物のクリアランスレベルまでの
除染と、除染後の廃棄物がクリアランスレベル以下であることを検認する測定法の開発
が目標とされている。これらは技術的に達成が困難な目標であるが、原子力委員会の方
針として指摘されているように本廃棄物の処理処分の達成のために不可避の事項であ
る。水準設定に関しても国際基準に準拠しており、明確に示されている。指標も同様に
設定した。
ラドン調査を含め、パラメータ測定については、最小限の目標として論文認知を設定
した。
（２）低レベル放射性廃棄物処分技術調査
余裕深度処分の技術的成立性確認のために、諸外国との比較による体系的整理やリス
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ク論の導入による対策などを目標としたことは重要な論点をおさえており、目標設定・
目標水準・指標とも適切と考えられる。
ただし、海外調査は相手次第という点でやや指標が曖昧であり、リスク論的安全対策
の提言も、規制側の大きな方針の問題もあり、やや目標設定しづらいものであり、達成
度測定が難しいという面も有している。
（３）地下空洞型処分施設性能確証試験
実規模大の岩盤空洞内に、コンクリートピットやベントナイト緩衝材などから構成さ
れる地下空洞型処分施設を構築し、余裕深度処分概念における人工バリア等の施工性や
性能を総合的に確証することを目標としている。この全体目標を達成するために、要素
技術ごとに目標・指標を設定し、各々が達成出来れば合体目標も達成出来るようになっ
ている。実規模大の施設による実証試験を行うことにより、その成果のほとんどが実事
業に反映出来るように目標設定した。
２−１−２

個別要素技術の目標設定

各テーマの要素技術ごとの開発目標及び目標水準及びその設定理由を表５〜７に示
す。なお、ウラン廃棄物処分技術高度化開発及び低レベル放射性廃棄物処分技術調査は、
本中間評価期間中にプロジェクトが終了しているため、事後評価時点での目標のみ示す。
地下空洞型処分施設性能確証試験については、本中間評価期間における目標と、プロジ
ェクト終了段階における最終目標とを示す。
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表５．個別要素技術の目標（ウラン廃棄物処分技術高度化開発）
要素技術

目標・指標
（事後評価時点）

設定理由・根拠等

1) 除染技術開発 ・主としてスラッジや焼却灰のような除 ・平成 10 年度の経済性評価では、最も経済
試験
染が困難な廃棄物を対象に､クリアラ
的な処分とクリアランスの組み合わせ
ンスレベルを達成する除染技術を実
は、できるだけクリアランスに回すこと
験室規模で達成し､工業化のために必
という結論を得ており､平成 12 年度の原
要な基礎データを取得する。
子力委員会バックエンド対策専門部会報
・ 数 値 目 標 ： 0.3Bq/g （ IAEA
告「ウラン廃棄物処理処分の基本的考え
TECDOC-855 に基づく想定クリアラ
方について−対象廃棄物の特徴を考慮し
ンスレベル）
た処理の基本的考え方」では、除染によ
・測定装置設計ツールとしての実用性の
り処分方法の選択肢が広がること、クリ
あるシミュレータを開発する。
アランスレベルまで除染することにより
放射性廃棄物量の低減が可能になること
が挙げられ、
「処分前の技術開発課題」と
してさらに効率的な除染処理技術の実用
化を積極的に進めることが重要であると
の報告があった。本調査の目標はこのよ
うな状況の下、設定している。
2) 品質保証高度 ・主として複雑形状金属廃棄物のような ・平成 12 年度の原子力委員会バックエンド
化（測定･検認
測定が困難な廃棄物中の微量ウラン
対策専門部会報告「ウラン廃棄物処理処
技術開発）
濃度測定システムを構築する。
分の基本的考え方について−処分前の技
・ 数 値 目 標 ： 0.3Bq/g （ IAEA
術開発課題」において、クリアランスレ
TECDOC-855 に基づく想定クリアラ
ベルの検認では低濃度(1Bq/g 以下のオー
ンスレベル）
ダー)まで確認することの必要性につい
て言及され、これに対応できる精度を有
し、適切な測定時間で対象廃棄物の放射
性核種濃度を評価できる技術及びシステ
ムの検討を行うことが重要であるという
指摘があった。本調査の目標はこのよう
な状況の下、設定している。
3) ラドン挙動調 ・ラドンによる被ばく線量評価を正しく ・ウラン廃棄物処分の安全性評価において、
査
行うため、①ウラン廃棄物の種類ごと
ラドンによる被ばく評価を正しく行うた
①ラドン挙動評
のラドン散逸割合の提示、②代表的な
めに必要なデータであるため、測定を行
価
土壌種のラドン拡散係数の提示、③ラ
っていた。平成 12 年度の原子力委員会バ
ドン被ばく対策の具体的な提言を行
ックエンド対策専門部会報告「ウラン廃
う。
棄物処理処分の基本的考え方について−
対象廃棄物の特徴を考慮した処分の基本
的考え方」において、ラドン及びその子
孫核種による被ばく線量については、モ
デルやパラメータに関する不確実性の影
響を特に大きく受けることも留意すべき
事項であるという指摘に基づいたもので
ある。
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②評価パラメー ・簡易浅地中処分を実施した場合の被ば ・原子力安全委員会報告「低レベル放射性
タ設定
く線量評価が「我が国の自然条件等を
固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関す
考慮して現時点で最も妥当と考えら
る基準値について」
（昭和 61 年中間報告）
れる」評価となるようなパラメータを
に基づき目標を設定するとともに、目標
測定することを目標とし､学術論文と
水準は本研究のために設置したウラン廃
して認められることを目標水準に､①
棄物処分検討委員会での有識者の意見に
学術評価に耐える質と量を備えたデ
基づいた。また､平成 15 年度中間評価に
ータ測定、②測定データの学術論文と
おける、論文認知は最小限の目標であり、
しての認知を行う。
参考文献としての基準化への貢献など、
もっと大きな達成度をめざすべきとの指
摘も踏まえたものである。

表６．個別要素技術の目標（低レベル放射性廃棄物処分技術調査）
要素技術

目標・指標
（事後評価時点）

1) 処分・規制動
余裕深度処分と類似の処分施設を有
向調査
する諸外国における安全規制、安全評価
手法を調査整理し、余裕深度処分システ
ムの性能要素を同定することを目標と
し、抜け落ちなく体系的に整理すること
を目標とする。

設定理由・根拠等
日本原燃（株）が発電所廃棄物の余裕深
度処分の実施に向けた調査等を実施してお
り、また、ウラン廃棄物、TRU 廃棄物に関
しては、処分システム開発、安全規制等の
検討が進められている。
これらの検討においては、諸外国の処分
方針､安全規制､安全評価／審査の方法な
ど、諸外国の考え方を踏まえた検討が重要
である。

2) 性 能 評 価 試
余裕深度処分の全体システム（人工バ
余裕深度処分においても、地下水移行が
算、安全対策 リア、天然バリア、制度的管理）に関す 重要な被ばく経路となり、地下水移行経路
の検討
る性能評価を実施し廃棄物種類ごとの の推定や、地盤／土壌の分配係数や透水係
安全対策を検討すること、必要な安全対 数などサイト特性に依存するパラメータの
策を提言することを目標とする。
重要度が大きくなるという特徴を有してい
る。現実の事業許可申請では、評価シナリ
オ及び／又は評価パラメータに含まれる不
確実性の処理も重要な課題になり、余裕深
度処分の全体システムの安全性能を評価
し、信頼性や合理性をもって安全性を確認
することは重要である。
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表７．個別要素技術の目標（地下空洞型処分施設性能確証試験）
目標・指標
（事後評価時点）

目標・指標
（中間評価時点）

設定理由・根拠等

1) 実 現 可 能 な
埋設施設試
験計画の策
定

①処分施設に要求される
性能を実現出来る施設形
態の提示。
②処分施設施工確認試
験・性能確認試験及び施
設・岩盤挙動計測試験の基
本計画、詳細試験計画の提
示。

①処分施設に要求される
性能を実現出来る施設形
態の提示。
②処分施設施工確認試
験・性能確認試験及び施
設・岩盤挙動計測試験の基
本計画、詳細試験計画の提
示。

処分施設施工確認試
験・初期性能確認試験及び
施設・岩盤挙動計測の基本
計画及び詳細試験計画が
策定されていることを目
標とし、施設形態、試験計
画の提示を目標水準とす
る。

2) 処 分 施 設 施
工 確 認 試
験・初期性能
確認試験
・埋戻し材試験
・緩衝材試験
・低拡散材試験
・コンクリート
ピット試験
・充填試験

①処分施設の埋戻し材、緩
衝材、低拡散材、コンクリ
ートピット、充填の構成部
材毎の試験における適用
可能な施工技術の確立。
②上記施工技術で施工さ
れた人工バリアの施工後
の初期性能が要求性能を
満たし、実証されているこ
と。

①処分施設の埋戻し材、緩
衝材一部の構成部材毎の
試験における適用可能な
施工技術の確立。
②上記施工技術で施工さ
れた埋戻し材の施工後の
初期性能が要求性能を満
たし、実証されているこ
と。

処分施設の構成部材毎
にバリア性能を確保する
ための施工技術、施工方法
等の実施工への適用性を
明確にすること、施工後の
施設の力学安定性及び核
種閉じ込めに係る初期性
能を明確にすることを目
標とする。適用可能な施工
技術の確立、及び施工され
た人工バリアの初期性能
が要求性能を満たし、実証
されていることを目標水
準とする。

3) 施設・周辺岩
盤挙動計測
・埋戻し材
・緩衝材
・低拡散材
・コンクリート
ピット
・周辺岩盤

①施工中、施工後の埋戻し
材、緩衝材、低拡散材、コ
ンクリートピットの構成
部材において力学挙動を
示す計測データの取得。
②周辺岩盤の力学・水理挙
動を示す計測データの取
得。
③計測結果からの埋設施
設・周辺岩盤の力学・水理
挙動の把握、施設を構成す
る部材が建設中・建設後に
人工バリアや周辺岩盤へ
与える影響の程度の把握
及び地下水流動解析手法
の検証。

①施工中、施工後の埋戻し
材、緩衝材の一部の構成部
材において力学挙動を示
す計測データの取得。
②周辺岩盤の力学・水理挙
動を示す計測データの取
得。

施工中、施工後の処分施
設や周辺岩盤の力学・水理
挙動を計測し、力学的安定
性や地下水流動を評価す
ることを目標とし、挙動計
測データの取得、力学・水
理挙動の把握、人工バリア
や周辺岩盤へ与える影響
の程度の把握及び地下水
流動解析手法の検証を目
標水準とする。

要素技術
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３．成果、目標の達成度
３−１

成果

３−１−１

全体成果

成果については、個別テーマごとに着手した年度が異なることから進捗状況等も
様々であるが、評価期間中に調査・研究開発が終了したウラン廃棄物処分技術高度化
開発と低レベル放射性廃棄物処分技術調査については、技術課題を解決するために必
要な基礎データの取得、現状の整理等を行い、選定された技術の高度化やデータの整
備などにおいてほぼ当初目標どおりの成果が達成された。
地下空洞型処分施設性能確証試験については、施設に要求される性能を実現するため
の試験計画の策定を確実に実施するとともに、一部の施工試験を開始し、目標どおりの
成果を着実に達成しているところである。
これらの調査・研究開発は、最終的には処分事業に関する基盤的な研究開発及び余
裕深度処分の技術的信頼性の向上のための技術課題の解決に資するものと位置付け
ている。なお、成果が効果的、合理的に適用できるよう、わが国全体の廃棄物の取組
みの中で、反映先を明確にすると、更に付加価値が高まる。
各テーマごとの、これまでに達成した成果と、それぞれの目標に照らしての達成度
については、３−２の表１２〜１４に示す。
３−１−２

個別要素技術成果

（１）ウラン廃棄物処分技術高度化開発
除染技術としてのフッ素化ガス法とアルカリ融解法、品質保証技術としての光中性
子法は、最終段階における成果として基礎データを取得し、システムを構築するとい
う目標に照らして妥当な成果が得られている。いずれの技術も有望なものであり、将
来のウラン廃棄物処分事業等における実用化が期待される。除染技術開発については
スケールアップ手法に工夫が見られ、また、目標とする放射性廃棄物のクリアランス
化にも概ね成功している状況から、妥当な成果が得られているものと判断できる。
評価パラメータ測定については、成果は学術論文まで認知されており、妥当である。
このような成果を学術的な視点から判断してもらうことは重要である。評価パラメー
タは、貴重なデータであり、広く活用可能なように、国内外の基準に引用されたり、
認知されるように一層のフォローが必要である。
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（２）低レベル放射性廃棄物処分技術調査
余裕深度処分システムの性能要素の同定に関しては、諸外国の処分に対する安全規
制、評価方法が体系的に整理されており、成果は概ね妥当と考えられる。
性能評価試算、安全対策の検討に関しては、主要なパラメータによる感度解析結果
が良くまとめられており、成果は概ね妥当と考えられる。
本調査のうち、平成 15 年度までの成果は、後に４−２で述べるとおり、最近の安
全規制等での検討の中で引用されており、平成 17 年度の最終的な成果も、今後活用
されることが期待される。
（３）地下空洞型処分施設性能確証試験
処分施設に要求される性能を実現できる試験計画の策定については確実に実施し、性
能の確認方法も明確にした。施工確認試験については、埋戻し材、緩衝材の一部施工試
験を実施し、それらの初期性能及び試験の適用性を確認した。また、施設・周辺岩盤の
力学・水理挙動の計測を開始した。今後、施工確認試験の円滑な進捗とともに、施設性
能確認のための計測データの収集・整理を進めていくことで、余裕深度処分のための地
下空洞処分施設の実現性や信頼性の提示に対しより具体的に貢献していくことが期待
される。
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３−１−３

特許出願状況等

各テーマごとに、学会、学会誌等での公表状況について表８〜表１１に示す。
表８．論文等件数 （論文の被引用度数は国立情報学研究所の論文情報ナビゲーターによる）
研究開発テーマ
ウラン廃棄物処分
技術高度化開発
低レベル放射性廃
棄物処分技術調査
地下空洞型処分施
設性能確証試験

論文数

論文の被
引用度数

特許等
件数

特許権の
実施件数

ライセンス
供与数

取得ライ
センス料

国際標準
への寄与

13

7

1

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

表９．論文、学会発表等リスト（ウラン廃棄物処分技術高度化開発）
公表論文
件名
発表者
平成 17 年度
ウラン廃棄物のラドン散逸割合測定方法 軍司康義，奥田武，
の開発
佐々木朋三
Theoretical Study of High Radon Emanation

掲載先
日本原子力学会和文論文誌
Vol.4，No.3(2005)

T. Sasaki, Y. Gunji,
T. Okuda

Journal of Nuclear Science and
Technology, Vol.42，No.2(2005)

藤原健一，佐々木朋三，
亀井篤志

日本原子力学会和文論文誌
Vol.5，No.1(2006)

平成 18 年度
ウラン廃棄物のフッ素化除染技術開発

ラドン散逸現象：主要な研究と今後の展開 佐々木朋三，軍司康義

日本原子力学会和文論文誌
Vol.5，No.4(2006)〜総説〜

Transient-Diffusion Measurements of
T. Sasaki, Y. Gunji,
Radon in Japanese Soils from a
T. Okuda
mathematical view-point

Journal of Nuclear Science and
Technology, Vol.43，No.7(2006)

平成 19 年度
ウラン廃棄物のラドン散逸割合

佐々木朋三，今村光孝，
軍司康義

日本原子力学会和文論文誌
Vol.6，No.4(2007)

Theoretical Estimation of Radon Emanation
T. Sasaki, Y. Gunji,
Coefficients for UO2 Particles Deposited on
T. Okuda
Surfaces of Uranium-bearing Wastes

Journal of Nuclear Science and
Technology, Vol.44，No.5(2007)

Transient-Diffusion Measurements of
T. Sasaki, Y. Gunji,
Radon
: Practical Interpretation of
T. Iida
Measured Data

Journal of Nuclear Science and
Technology, Vol.44，No.7(2007)

Transient-Diffusion Measurements of
T. Sasaki, Y. Gunji,
Radon : Fick's Law Confirmation and
T. Iida
218Po/214Po Behavior Determination

Journal of Nuclear Science and
Technology
Vol.44，No.10(2007)
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平成 20 年度
土壌中のラドン-222 拡散：主要な研究と 佐々木朋三，軍司康義，
ウラン廃棄物への適用および課題
飯田孝夫

日本原子力学会和文論文誌
Vol.7，No.1(2008)〜総説〜

軍司康義，奥田武，
日本の表層土を用いたラドン拡散係数の
飯田孝夫，佐々木朋三，
測定
今村光孝

日本原子力学会和文論文誌
Vol.7，No.3(2008)

T. Sasaki, M. Imamura,
Decontamination of Sludgelike Uranium-Bearing
Y. Gunji, T. Okuda,
Journal of Nuclear Science and
Wastes: Decontamination Feasibility Judgment
T. Iwamoto, K. Fujiwara, Technology
Using Radon Emanation Coefficients and
M. Takai, K. Arai,
Vol.45，No.5(2008)
Development of Decontamination Methods
Y. Morigaki
Theoretical Basis for Measuring Small Radon
Diffusion Coefficients for a Radium-Bearing T. Sasaki, Y. Gunji,
Porous Material Generated by Precipitation of Iron T. Iida
(III) Hydroxide

Journal of Nuclear Science and
Technology
Vol.45，No.7(2008)

学会発表等
件名

発表者

発表・掲載先

平成 19 年度
ウラン廃棄物からのラドン散逸

佐々木朋三，今村光孝，
軍司康義

日本保健物理学会
｢第 41 回研究発表会｣
'07/6/14〜15(東京都江戸川区)

広報資料等
件名
ウラン廃棄物のフッ素化除染技術開発

発表者

発表・掲載先
原環センター
トピックス No.67

藤原健一

表１０．学会発表リスト（低レベル放射性廃棄物処分技術調査）
件名

発表者

発表・掲載先

平成 17 年度
余裕深度処分に関する安全対策の検討

橋本学、小林立

第 21 回バックエンド部会夏期セ
ミナー ポスターセッション、平
成 17 年 7 月 28〜29 日、山形市

表１１．学会発表等リスト（地下空洞型処分施設性能確証試験）
学会発表等
発表件名

発表者

発表先

地下空洞型処分施設性能確証試験−計画
概要−

坪谷隆夫、寺田賢二、
松村勝秀、大沼和弘、
窪田茂

土木学会「第６２回土木学会年
次学術講演会」（2007 年 9 月
12 日〜14 日）、広島大学

拡散抑制を期待されるセメント系材料の
品質管理方法に関する研究

窪田茂、寺田賢二、
坂本浩幸、枝松良展、
加藤博康

土木学会「第６２回土木学会年
次学術講演会」（2007 年 9 月
12 日〜14 日）、広島大学

平成 19 年度
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フライアッシュセメント系材料に対する
トリチウム水の実効拡散係数の測定
The outline of demonstration test of
underground cavern type disposal
facilities
地下空洞型処分施設性能確験における三
次元地下水流動解析を用いた周辺岩盤間
隙水圧測定区間の検討について
平成 20 年度

加藤博康、中澤俊之、
坂本浩幸、寺田賢二、
窪田茂
K.Onuma, S.Kubota,
K.Matsumura,
K.Terada, T. Tsuboya
大沼和弘、寺田賢二、
松村勝秀、小山俊博、
矢島一昭

日本原子力学会「日本原子力学会
2007 年秋の大会」(2007 年 9
月 27 日〜29 日)、北九州国際会
議場
ISRSM 2007、2007 年 11 月
7〜9 日、Daejeon, Korea
土木学会「第 37 回岩盤力学シ
ンポジウム」
（2007 年 1 月 11
〜12 日）
、東京

地下空洞型処分施設性能確証試験におけ
る底部・側部埋戻し材施工確認試験に関
する検討（その１）−施工確認試験の概
要−

窪田茂、石橋勝彦、
寺田賢二、福田勝美、
広中良和、根木政広、
杉橋直行、鈴木康正、
新井慶将

土木学会「第 63 回土木学会年
次学術講演会」（2008 年 9 月
10 日〜12 日）、東北大学

地下空洞型処分施設性能確証試験におけ
る底部・側部埋戻し材施工確認試験に関
する検討（その２）−低熱ポルトランド
セメントとフライアッシュ，石灰石微粉
末を使用したコンクリートの諸性能−

武地真一、横関康祐、
取違剛、窪田茂、
石橋勝彦、寺田賢二、
鈴木康正、新井慶将

土木学会「第 63 回土木学会年
次学術講演会」（2008 年 9 月
10 日〜12 日）、東北大学

地下空洞型処分施設性能確証試験におけ
る底部・側部埋戻し材施工確認試験に関
する検討（その３）−多量に石灰石微粉
末を混入したコンクリートのブリーディ
ングと施工性能に関する考察−

取違剛、横関康祐、
武地真一、窪田茂、
石橋勝彦、寺田賢二、
鈴木康正、新井慶将

土木学会「第 63 回土木学会年
次学術講演会」（2008 年 9 月
10 日〜12 日）、東北大学

地下空洞型処分施設性能確証試験におけ
る底部・側部埋戻し材施工確認試験に関
する検討（その４）−ひび割れ予測評価
に関する考察−

鈴木康正、新井慶将、
小山俊博、窪田茂、
石橋勝彦、寺田賢二、
小林裕、武地真一、
根木政広、杉橋直行

土木学会第 63 回土木学会年次
学術講演会」
（2008 年 9 月 10
日〜12 日）、東北大学

地下空洞型処分施設性能確証試験におけ
る底部緩衝材施工確認試験の概要につい
て

大沼和弘、石橋勝彦、
松村勝秀、寺田賢二

土木学会「第 63 回土木学会年
次学術講演会」（2008 年 9 月
10 日〜12 日）、東北大学

地下空洞型処分施設性能確証試験におけ
る底部緩衝材の施工方法について

地下空洞型処分施設性能確証試験におけ
る底部緩衝材の密度達成状況について
地下空洞型処分施設性能確証試験におけ
るベントナイト密度測定方法の検討
地下空洞型処分施設性能確証試験におけ
る３次元スキャナーの適用

石原輝行、藤原斉郁、
山本卓也、大沼和弘、
石橋勝彦、寺田賢二、
千々松正和、吉越一郎
山本卓也、藤原斉郁、
山下勝紀、千々松正和、
吉越一郎、大沼和弘、
石橋勝彦、寺田賢二
矢田勤、藤原斉郁、
山本卓也、大沼和弘、
石橋勝彦、寺田賢二
吉越一郎、千々松正和、
山下亮、大沼和弘、
石橋勝彦、寺田賢二、
山下勝紀
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土木学会「第 63 回土木学会年
次学術講演会」（2008 年 9 月
10 日〜12 日）、東北大学
土木学会「第 63 回土木学会年
次学術講演会」（2008 年 9 月
10 日〜12 日）、東北大学
土木学会「第 63 回土木学会年
次学術講演会」（2008 年 9 月
10 日〜12 日）、東北大学
土木学会「第 63 回土木学会年
次学術講演会」（2008 年 9 月
10 日〜12 日）、東北大学

小林一三、戸井田克、
中嶌誠門、田中俊行、
福田勝美、野中克美、
神津圭輔、寺田賢二、
松村勝秀、大沼和弘
中嶌誠門、戸井田克、
小林一三、田中俊行、
福田勝美、寺田賢二、
松村勝秀、大沼和弘
森拓雄、武内邦文、
大沼和弘、松村勝秀、
寺田賢二
奥津一夫、立川伸一郎、
高村尚、須賀原慶久、
金子綾一、鈴木聡司、
青木和弘、和田隆太郎、
寺田賢二
加藤博康、中澤俊之、
坂本浩幸、根木政広、
寺田賢二、松村勝秀

日本原子力学会「2008 年秋の
大会」
（2008 年 9 月 4〜6 日）
、
高知工科大学

資料名

執筆者

発行年月

地下空洞型処分施設性能確証試験の実施
状況について

大沼和弘

原環センタ−トピックス
No.85

地下空洞型処分施設性能確証試験におけ
る吹付け工法による緩衝材施工の検討

地下空洞型処分施設性能確証試験のおけ
る凍結混合方式による含水比調整方法の
検討
地下空洞型処分施設性能確証試験におけ
るベントナイト混合土締固め工法に関す
る検討
地下空洞型処分施設性能確証試験のうち
地中無線計測システムの予備試験

フライアッシュセメント系材料に対する
トリチウム水の実効拡散係数の測定(2)

土木学会「第 63 回土木学会年
次学術講演会」（2008 年 9 月
10 日〜12 日）、東北大学
土木学会「第 63 回土木学会年
次学術講演会」（2008 年 9 月
10 日〜12 日）、東北大学
土木学会「第 63 回土木学会年
次学術講演会」（2008 年 9 月
10 日〜12 日）、東北大学
土木学会「第 63 回土木学会年
次学術講演会」（2008 年 9 月
10 日〜12 日）、東北大学

広報資料等
平成 19 年度

３−２

目標の達成度

各テーマ毎に設定した目標・指標について、それぞれの成果、達成度を表１２〜１４
に示す。
各テーマとも、設定された指標に対し一通りの成果を得ており、管理型処分技術調査
全体としても中間段階における目標水準を満足しているものと考えられる。なお、今後
の基準整備、事業化に対応し、重要な参考文献としての活用されやすい成果の取りまと
め方が重要である。
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表１２．目標に対する成果・達成度の一覧表
（ウラン廃棄物処分技術高度化開発）
要素技術

目標・指標

成果

1) 除染技術開発 ・主としてスラッジや焼 ①フッ素化除染
試験
却灰のよ うな除染が 除染試験により、ウラン廃棄物のクリアランス
困難な廃 棄物を対象 レベル相当（0.3Bq/g）への除染が可能であるこ
に､クリアランスレベ とを示した。また、ループ試験の結果を基に工業
ルを達成 する除染技 化に向け必要な設計式を作成した。また､フッ素
術を実験 室規模で達 ガスの循環使用により、経済性向上に繋がる
成し､工業化のために CIF3 使用量の低減効果を得た。また､総合評価と
必要な基 礎データを して､実機除染装置設計に必要なデータを取りま
取得する。
とめた｡
・ 数 値 目 標 ： ②アルカリ融解／電解透析除染
0.3Bq/g(IAEA
対象廃棄物(極めて除染が困難なスラッジ類･
TECDOC-855 に基づ 焼却灰)はほぼ全溶解が可能であり、開発した新
く想定ク リアランス 型ウラン吸着剤(従来型に比べウラン飽和吸着量
レベル)
が２倍以上大きい)を用いてその廃液からウラン
・測定装置設計ツールと を回収可能である結果を得た。また､除染効果等
しての実 用性のある を試算し､プロセス開発のための基礎データを取
シミュレ ータを開発 得した｡
する。
③シミュレータとして専用のソフトウェア開発
は実施していないが、市販のソフトウェアを
用いて推定できるようデータ及び解析手法を
整備した。
2) 品質保証高度 ・主として複雑形状金属 ・電子線形加速器の制動 X 線を用いて発生する
化（測定・検認
廃棄物の ような測定
光中性子測定により､極微量のウランを遠隔
技術開発）
が困難な 廃棄物中の
かつ非破壊で定量化する技術（光中性子法）
微量ウラ ン濃度測定
を開発した｡
システムを構築する。 ・200L ドラム廃棄物に対する計算機シミュレー
・ 数 値 目 標 ：
ション評価では､均一汚染の場合､0.1Bq/g 程
0.3Bq/g(IAEA
度のウランの定量が数分で可能であり､光中
TECDOC-855 に基づ
性子法とウラン 235 のγ線測定を組合わせる
く想定ク リアランス
ことで、誤差が小さくなり､実用化可能なシス
レベル)
テムであるとの結果を得た。

達成度
達

成

達

成

3) ラドン挙動調 ラドンによる被ばく線 ・想定される各形態のウラン廃棄物からのラドン 達
査
量評価を正しく行うた
散逸割合を測定し、その値を提示した。
め、①ウラン廃棄物の種 ・豊浦砂と関東ロームを例として、ラドン拡散係
類ごとのラドン散逸割合
数を測定すると共に、その挙動について Fick
の提示、②代表的な土壌
の法則が成立することを示した。
種のラドン拡散係数の提 ・溶融固化等が、ラドン散逸抑制対策（覆土のク
示、③ラドン被ばく対策
ラック対策）として有効であることを示し、
の具体的な提言を行う。
今後の研究の方向性を定める基礎データを提
示した。
・ラドン散逸挙動に関する複数の論文を投稿し、
学術論文としての認知を得た。

成
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表１３．目標に対する成果・達成度の一覧表
（低レベル放射性廃棄物処分技術調査）
要素技術

目標・指標

成果

1) 処分・規制動 余裕深度処分と類似の チェコ、フィンランド、ノルウェー、スウェー
向調査
処分施設を有する諸外国 デンの４ヵ国の文献調査、フィンランド、スウェ
における安全規制、安全 ーデンの２ヵ国の、一部実施主体及び規制当局に
評価手法を調査整理し、 対する現地調査を実施し、調査情報（処分の工学
余裕深度処分システムの 施設の概念、処分深度、処分の性能評価（評価基
性能要素を同定すること 準、評価シナリオ、人工バリア及び天然バリア性
を目標とし、抜け落ちな 能に係るパラメータ）、処分場閉鎖後の管理の考
く体系的に整理すること え方等）を整理した。また、それらの情報を基に
を目標とする。
余裕深度処分システムの性能要素を同定した。

達成度
達

成

2) 性 能 評 価 試 余裕深度処分の全体シ 余裕深度処分で考慮すべきシナリオ（地下水移 達
算、安全対策の ステム（人工バリア、天 行、外部事象、人間活動）
、パラメータを設定し、
検討
然バリア等）に関する性 安全性能評価及び主要パラメータの感度解析を
能評価を実施し廃棄物種 実施した。
類ごとの安全対策を検討 これに基づき、対象廃棄物種類ごとの特徴を考
すること、必要な安全対 慮した安全対策を検討した。ここでは、シナリオ
策を提言することを目標 の発生可能性を考慮したシナリオごとの判断基
とする。
準案を設定し、対象廃棄物及び処分施設形態ごと
に処分システムの成立性を評価した。この際、設
定判断基準を超過するケースについては、基準を
満足するために必要な安全対策の検討を行った。

成
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表１４．目標に対する成果・達成度の一覧表
（地下空洞型処分施設性能確証試験）
要素技術

目標・指標

成果

達成度

1) 実現可能な埋 ・地下空洞型処分施設を ・処分施設に要求される施設性能を実現し、実施
設施設試験計
模擬した 試験施設で
設の施工に採用できる施工技術、施工方法の
画の策定
の処分施 設施工確認
策定と、性能の確認方法を策定し、各確認試
試験・初期性能確認試
験及び挙動計測の基本計画、詳細計画を示し
験及び施設・岩盤挙動
た。
計測の基 本計画及び ・処分施設に要求される性能と、施設形態を詳細
詳細試験 計画を提示
に検討した上で、実規模試験施設の構造設計
する。
を行い、施設の詳細な仕様を示した。
・処分施設に要求される
性能を実 現出来る施
設形態を提示する。

達

成

2) 処分施設施工 ・構成部材毎にバリア性 ・構成部材毎のバリア性能を確保できる施工技
確認試験・初期
能を確保 するための
術、施工方法等を詳細に調査検討し、地下空
性能確認試験
施工技術、施工方法等
洞型処分施設に適用できる技術や方法を具体
・埋戻し材試験
の実施工 への適用性
化し、その実施工への適用性を明確にした。
・緩衝材試験
を明確にする。
・埋戻し材施工、緩衝材の一部施工試験を実施し
・低拡散材試験 ・構成部材毎の試験にお
た。その結果、選定した施工技術、施工方法
・コンクリートピ
ける適用 可能な施工
等が現実の処分施設の施工において実現でき
ット試験
技術を確立する。
ることを確認し、適用できる技術として確立
・充填試験
・施工後の施設の力学安
した。
定性及び 核種閉じ込 ・埋戻し材施工において、実施設のコンクリート
めに係る 初期性能を
に要求される強度特性、ひび割れ特性等の初
明確にし、実規模・実
期性能が確保されることを実証した。また、
環境下で 施工された
緩衝材施工において、底部緩衝材に要求され
人工バリ アの初期性
る力学特性、止水特性等が確保されることを
能が要求 性能を満た
実証した。
し、実証されているこ
とを示す。

一
達

部
成

3) 施設・周辺岩 ・施工中、施工後の処分 埋戻し材、緩衝材の一部、及び周辺岩盤に、ひ
盤挙動計測
施設や周 辺岩盤の力 ずみ計、土圧計、間隙水圧計等、力学・水理挙動
・埋戻し材
学・水理 挙動を計測 を計測するための計測器を設置し、計測を開始し
・緩衝材
し、力学的安定性や地 た。
・低拡散材
下水流動 の評価を行
・コンクリートピ
い、人工バリアや周辺
ット
岩盤へ与 える影響の
・周辺岩盤
程度を把握する。

一
達

部
成
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４．事業化、波及効果
４−１

事業化の見通し

（１） ウラン廃棄物処分技術高度化開発
本事業で開発した技術や得られた知見が今後、ウラン廃棄物処分に係る実施主体が行
う事業の効率化、及びそれに伴う安全規制等に反映されることにより、ウラン廃棄物処
分の事業化の円滑な推進に資することができる。
（２） 低レベル放射性廃棄物処分技術調査
発電所廃棄物の余裕深度処分については、埋設事業者が余裕深度処分の実施に向けた
調査等を実施しており、また、ウラン廃棄物、ＴＲＵ廃棄物等を含めて、安全規制等の
検討が進められている。本調査は、海外における情報や、余裕深度処分の性能評価試算
など、事業化や安全規制等の検討の上で必要となる情報を含んでいると考えられ、今後
活用されることが期待できる。
（３） 地下空洞型処分施設性能確証試験
本確証試験における研究成果は今後、余裕深度処分やＴＲＵ廃棄物地層処分の事業化
が進む上で、実規模、実環境における我が国初の確証試験の貴重なデータとして、大き
な貢献が期待できると考えられる。これらの成果の処分事業、あるいはそれに対する安
全規制等に向けての反映については、試験空洞の借用先である日本原燃（株）をはじめ
とする関係機関との情報交換を密に実施し、情勢に応じた適切な反映を図っていく。
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４−２

波及効果

（１） ウラン廃棄物処分技術高度化開発
本開発調査における波及効果としては､表１５のとおり、日本原燃(株)･JAEA ほかが
取り纏めた「ウラン廃棄物の処分及びクリアランスに関する検討書(平成 18 年 3 月）
」
において､本研究で開発した除染技術のうち、金属類､難燃物を対象とした超音波洗浄
法･湿式ブラスト法・電解研磨法と、スラッジ・焼却灰を対象とした硝酸を用いた除染
技術が反映されている。
また、測定技術の適用例では、クリアランス検認で適用可能な技術として､本事業で
報告した GIC 測定（グリッド･イオンチェンバ）
、及びパッシブγ法の特徴（測定対象
物･性能･課題等）が反映されている。

表１５．ウラン廃棄物処分技術高度化開発の成果の反映先と具体的内容
除染技術開発
成果の反映先

具体的内容

ウラン廃棄物の処分及び
クリアランスに関する
検討書
（平成 18 年 3 月）

第 7 章の除染処理、7.2 除染技術の適用例において、金属類､難燃物を
対象に本事業で開発した超音波洗浄法･湿式ブラスト法･電解研磨法を
用いた除染技術が、7.3 において、スラッジ･焼却灰を対象に本事業で
開発した硝酸を用いた除染技術が反映されている。

品質保証高度化
成果の反映先

具体的内容

ウラン廃棄物の処分及び
クリアランスに関する
検討書
（平成 18 年 3 月）

第 8 章の測定技術、8.2 測定技術の適用例において、ｸﾘｱﾗﾝｽ検認で適用
可能な技術として、本事業で報告した GIC 測定(ｸﾞﾘｯﾄﾞ･ｲｵﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ)、及
びﾊﾟｯｼﾌﾞγ法の特徴(測定対象物･性能･課題等)が反映されている。

（２） 低レベル放射性廃棄物処分技術調査
発電所廃棄物の余裕深度処分については、埋設事業者が余裕深度処分の実施に向けた
調査等を実施しており、また、ウラン廃棄物、ＴＲＵ廃棄物等を含めて、安全規制等の
検討が進められている。
本調査の成果は、埋設事業者が行うサイト調査や処分施設の設計、安全評価等におい
て、より効率的な技術開発を行うための情報として活用されることが期待できるととも
に、国が実施する安全規制等の検討に活用されることが期待される。実際、平成 15 年
度までの成果については、下記の通り、原子力安全委員会の分科会等の配付資料、原子
力安全基盤機構の報告書等への引用がなされており、最終取りまとめである平成 17 年
度成果についても、今後の余裕深度処分に係る事業化、安全規制等の中で活用されるこ
とが期待される。
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＜低レベル放射性廃棄物処分技術調査報告書の主な引用先＞
① 原子力安全委員会

原子力安全研究専門部会：重点安全研究計画に沿った研究課題

の取組状況等について（報告）別添資料 1. 原子力の重点安全研究計画に係る研究
課題の整理（抄）、平成 18 年 7 月
② 原子力安全委員会放射性廃棄物・廃止措置専門部会低レベル放射性廃棄物埋設分科
会（第 6 回）会合資料埋分第 6-1 号：低レベル放射性廃棄物処分施設の代表的な安
全評価シナリオの解析例、平成 18 年 9 月、独立行政法人原子力安全基盤機構
③ 07 基廃報-0002：平成 18 年度

放射性廃棄物処分の技術基準に係る調査研究（余

裕深度処分）に関する報告書、平成 19 年 9 月、独立行政法人原子力安全基盤機構
④ 廃分第 15-1 号：｢原子力の重点安全研究計画｣のうち放射性廃棄物・廃止措置分野に
係わる中間評価（ヒアリング評価）について（別添 1）放射性廃棄物・廃止措置分
野における研究課題及びヒアリング対象課題

Ⅳ-2 高 Bγ廃棄物、TRU 廃棄物、

ウラン廃棄物等の処理・処分分野、課題番号 4-2-6｢低レベル放射性廃棄物処分技術
調査｣、課題番号 4-2-7｢ウラン廃棄物処分技術調査｣、平成 19 年 11 月、放射性廃棄
物安全研究分科会
（３） 地下空洞型処分施設性能確証試験
発電所廃棄物の余裕深度処分における施設の設計、建設に向けた経済性と要求性能と
を考慮した現実的施工技術の確立及び施設の総合的な性能確認が出来るとともに、
TRU 廃棄物処分への施工技術及び処分施設安全性確認、評価、安全規制等に対するデ
ータ等の提供ができる。実際、本確証試験の成果は、
「土木学会エネルギー委員会 低レ
ベル放射性廃棄物の余裕深度処分に関する研究小委員会 設計・品証 WG（平成 19 年 6
月発足）
」に参照・反映されている。
また、地下空洞型処分施設に対する実規模、実環境における我が国初の確証試験であ
り、国としての処分の安全性を確証できる。
なお、実規模、実環境において施設を建設し、処分施設の安全性を直接示すことによ
って、国としての取り組みが理解され、国民に対する安全・安心文化の醸成への波及も
期待できる。
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
５−１

研究開発計画

研究開発計画の適切・妥当性の判断指標として、計画（課題への対応）、採択スケジ
ュール等、選別過程、実施者の選択の４つが挙げられる。管理型処分技術調査の事業全
般に関しては、これらの判断指標に照らして適切・妥当と考えられ、全体として共通す
る問題点や改善すべき点は見あたらない。
今回の評価期間中に最終年度を迎えたウラン廃棄物処分技術高度化開発と低レベル
放射性廃棄物処分技術調査については、平成 17 年度の中間評価の結果等を踏まえ、最
終年度に向けての研究開発計画を策定している。
地下空洞型処分施設性能確証試験については、低レベル放射性廃棄物処分技術調査を
含む過去の余裕深度処分技術調査の成果や、日本原燃（株）が進めている次期埋設施設
本格調査の進捗等を踏まえ、研究開発計画を策定してきた。
実施者については、いずれのテーマも財団法人原子力環境整備促進・資金管理センタ
ー（ＲＷＭＣ）が担当した。ＲＷＭＣは、放射性廃棄物の処理・処分に関する研究、開
発及びその成果の普及並びに法律に基づく資金管理業務の実施等を通じて、放射性廃棄
物の安全かつ合理的な処理・処分体制の確立を推進すること等により、原子力利用に係
る環境の整備促進を図り、我が国原子力開発の進歩発展と国民の合意形成の増進に資し、
もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定的向上に寄与することを目的に設立さ
れた財団法人である。
本技術調査の実施にあたっては、原子力分野だけでなく、地質分野、土木分野、物理
化学分野、エンジニアリング分野等の広範かつ専門的な知見が不可欠である。また基盤
的な技術でありかつ社会から高い受容性を得る必要があることから、事業の実施及び評
価には中立性の確保が求められる。
ＲＷＭＣは、処分実施主体である日本原燃（株）等とは独立した中立的第三者機関で
あり、放射性廃棄物全般及びその周辺技術にわたる広範な調査業務能力を有しているこ
とから、上記の諸条件を満足する機関と考えられ、本事業の実施者として、適切な選択
であると考えられる。
なお、本事業の実施工程は表１６〜１８に示すとおりである。
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表１６．研究開発計画（ウラン廃棄物処分技術高度化開発）
年度
実施項目

第１期
第２期
昭和63年 平成6年
〜平成5年 〜平成11年

13

14

第３期
平成
15
16
17

18

19

1. 除染技術開発
①硝酸除染・超音波除染等
②フッ素化除染
③アルカリ融解／電解透析除染
④溶融除染
⑤難除染ウラン廃棄物対策
⑥解体試験（硝酸／フッ素化）
2.品質保証高度化 （測定・検認技術開発）

評価対象
年度

①グリッドイオンチェンバー
②パッシブガンマ
③光中性子法
④溶融金属体クリアランス検認）
3.処分システムの検討
4.評価パラメータ測定
①日本の農作物移行係数
②土壌分配係数
5.ラドン挙動調査
①散逸割合
②拡散係数

表１７．研究開発計画（低レベル放射性廃棄物処分技術調査）
年度（平成）
1. 余裕深度処分システム性能要素の同定
1)基本前提（内外動向調査）
2)性能要素の同定（人工／天然バリア）
3)性能評価フレーム設定
2. 余裕深度処分システム性能評価試算
(1) トンネル型処分施設
1)基本ケース評価
2)パラメータサーベイ
3)課題検討
(2) サイロ型処分施設
1)基本ケース評価
2)パラメータサーベイ
3)課題検討
3. 安全対策の検討
1)安全確保の考え方・セイフティケースの整理
2)トンネル型処分施設
3)サイロ型処分施設
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14

15

16

17

表１８．研究開発計画（地下空洞型処分施設性能確証試験）
実施項目

17年度

平成

18年度

平成

１．実現可能な埋設施設試験計画の策定
（１）基本計画の策定
（２）詳細試験計画の策定
２．処分施設施工確認試験
（１）埋戻し材試験
（２）緩衝材試験
（３）低拡散材試験
（４）コンクリートピット試験
（５）充填試験
３．初期性能確認試験
（１）埋戻し材試験
（２）緩衝材試験
（３）低拡散材試験
（４）コンクリートピット試験
（５）充填試験
４．施設・岩盤挙動計測
（１）埋戻し材
（２）緩衝材
（３）低拡散材
（４）コンクリートピット
（５）周辺岩盤
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19年度

平成

20年度

21年度

22年度

23年度

５−２

研究開発実施者の実施体制・運営

本事業は、財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター（ＲＷＭＣ）において実
施しており、当該機関により、開発目標の設定、事業計画の立案をはじめ、試験・測定・
装置等の使用の検討及び決定、事業の工程管理、試験結果の考察・取りまとめ等を行っ
ている。
また、プロジェクトの実施にあたり、必要に応じて一部業務を専門業者（メーカー、
エンジニアリング会社、ゼネコン等）に外注している。外注する上で、技術能力のほか、
効率性や経済性の観点等を含めて、競争入札を導入しながら、外注先を決定している。
ＲＷＭＣにおいて、各テーマを担当するプロジェクトリーダーは、廃棄物処分研究分
野若しくは必要とされる関連研究分野に長年従事し、豊富な実績を有している。
ＲＷＭＣは、事業計画立案、事業の推進において、国の政策への適合性、社会情勢の
変化、中立公平性等を考慮して事業の方向性を示し、必要によっては計画の変更を行う
など、事業全体の運営を実施している。また、各テーマにおいて検討委員会を設置・運
営している。
検討委員会としては、テーマ毎に学識経験者及び関連分野の高度な専門知識を有する
専門家等による委員会を設け、これら委員会における幅広い見識と高度な専門知識に基
づく審議に基づき、プロジェクトの推進と実施事業の適正な評価を行っている。
また、この委員会の委員には処分事業者等の専門家を加え、成果の移転がスムースに
行えるようにしている。
本技術調査の各テーマにおける実施体制を図３〜５に示す。
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経済産業省

ウラン廃棄物処分技術総合検討委員会

財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター
（プロジェクトリーダー： 大和田 仁）
・調査／試験計画検討

・調査／試験結果の分析・評価

・技術評価項目の具体化及び評価手法の検討
・各調査委員会の運営

（田中 知 主査）
平成 17 年度〜平成 18 年度

ウラン廃棄物処分検討委員会
（浜田 達二 主査）
平成 17 年度〜平成 18 年度

・研究全体の取りまとめ

ウラン廃棄物処分除染検討委員会

・報告書の作成

外部発注業務

除染技術開発 （〜H19 迄)
・フッ素化除染

ラドン挙動調査 （〜Ｈ18 迄）
・ラドン散逸割合･拡散係数測定試験

担当：石川島播磨重工業㈱
・アルカリ融解/電解透析除染
担当：㈱日立製作所
<平成 17 年度〜18 年度>
・硝酸除染装置解体試験
担当：㈱原子燃料工業
・フッ素化除染装置解体試験
担当：㈱ＩＨＩ

担当：㈱原子燃料工業
<平成 17 年度>
・ラドン散逸割合･拡散係数測定試験

担当：㈱原子燃料工業
・安全評価手法調査

（松本 史朗 主査）
平成 17 年度〜平成 19 年度

品質保証高度化 （〜H18 迄）
・ウラン濃度計測システム開発試験

担当：㈱日立製作所
<平成 17 年度>
・測定･検認技術開発試験

担当：㈱日立製作所
<平成 18 年度>

担当：テプコシステムズ㈱
<平成 18 年度>

・ウラン吸着材の性能確認試験

担当：日立 GE ﾆｭｰｸﾘｱｴﾅｼﾞｰ㈱
<平成 19 年度>
<<関係機関との連携>>
(独)日本原子力研究開発機構
人形峠事業所
・全溶解技術開発
・ラドン挙動データ測定
東海研究所
・光中性子法の開発
高崎研究所
・ウラン吸着材開発
(独)農業環境技術研究所
・農作物への移行係数測定方法
大阪府立大学
産学官連携機構／放射線研究センター
・光中性子法による極微量ウラン
定量技術の開発

図３．研究開発実施体制（ウラン廃棄物処分技術高度化開発）
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経済産業省
財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター
（プロジェクトリーダー： 山本 正史）
・調査／試験計画検討

・調査／試験結果の分析・評価

・技術評価項目の具体化及び評価手法の検討
・各調査委員会の運営

低レベル放射性廃棄物
処分技術検討委員会*
（田中 知主査）
平成 14 年度〜平成 17 年度

・研究全体の取りまとめ

・報告書の作成

外部発注業務

*平成 14 年度は「余裕深度処
分システム開発検討委員会」

外部発注業務

海外情報調査等 （〜H1７迄)

線量評価等 （〜Ｈ17 迄）

・余裕深度処分に係る海外情報調査等

・余裕深度処分に係る線量評価等

担当：海外のコンサルタント会社
＜平成 15〜17 年度＞
担当：三菱マテリアル（株） <平成 16 年度>
担当：戸田建設(株) <平成 14〜15 年度>
担当：東洋エンジニアリング(株) <平成 14 年度>

担当：日揮(株) <平成 14〜17 年度>

図４．研究開発実施体制（低レベル放射性廃棄物処分技術調査）

経済産業省

日本原燃（株）
原子力学会
電力各社

財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター
協力 （プロジェクトリーダー： 寺田 賢二）
・調査／試験計画検討

・調査／試験結果の分析・評価

・技術評価項目の具体化及び評価手法の検討

情報収集

・各調査委員会の運営

・研究全体の取りまとめ

地下空洞型処分施設
性能確証試験委員会
（辻 幸和主査）
平成 17 年度〜

・報告書の作成

土木学会
JNES
日本原燃㈱

外部発注業務
施設設計、計測業務等（設計会社）
施設施工・物性試験業務等（建設会社等）

図５．研究開発実施体制（地下空洞型処分施設性能確証試験）
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５−３

資金配分

本委託事業に係る概算事業費（年度予算）は表１９に示すとおりである。
資金配分については、事業全般の成果と照らして妥当とする見方もできるが、費用対
効果の評価や成果の事業化への寄与等が未確定であり、定量的な評価が困難な面もある。
これらの点を考慮すれば、関連する情報提供及び説明において改善の余地はあると考え
られる。
表１９．資金度配分
年度

ウラン廃棄物処分技術
高度化開発
低レベル放射性廃棄物
処分技術調査
地下空洞型処分施設
性能確証試験
年度別予算合計

(単位：百万円)

14

15

16

17

18

19

540

202

169

155

151

123

27

28

28

27

−

−

−

−

−

74*

239

439

567

230

197

256

390

562

*：H17 年度は「地層処分技術調査」の中で実施した。
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５−４

費用対効果

（１） ウラン廃棄物処分技術高度化開発
本開発調査は、ウラン廃棄物に係る安全で合理的な処理処分システムの構築に必要と
なる除染方法・測定方法・長期安全性評価手法の技術開発を目的として実施したもので
ある。
具体的成果として、ウラン廃棄物処分の安全評価に必要となるパラメータは、我が国
の環境に対応したデータを取得することで、処分システム検討における基盤データとし
て有効活用でき、同時にスラッジ・焼却灰等、一般的には除染困難とされる廃棄物の高
度な除染を可能とした技術に関して取得した基礎データも、事業化検討の選択肢として
の利用が可能である｡また､測定･検認技術開発（品質保証高度化）で開発した光中性子
法による測定技術はウラン廃棄物以外にも適用可能な技術であると考えている。
（２） 低レベル放射性廃棄物処分技術調査
本調査は、余裕深度処分の技術的成立性のある条件範囲の確認、安全性能の不確実性
の把握、安全性向上対策の同定と有効性の把握などを目的として実施したものである。
余裕深度処分は、地表付近で行われる浅地中処分と異なり、処分場の立地環境条件や処
分システムの設計によって安全性能が大きく変わり得るものと考えられる。本調査での
検討を通じて、余裕深度処分の性能評価及びその不確実性要因の定量的評価の事例的検
討を行い、一般的な評価手法や処分システムの性能が、処分システム概念の設計や環境
パラメータなどの条件によって変化する傾向を事例的に把握することができた。
余裕深度処分の安全性・性能評価は、手法の洗練やデータの収集・蓄積によって、反
復的な評価を繰り返すことにより、信頼性を増すことが期待される。これについては、
現在も国及び関係機関によって検討が継続されているが、その初期検討の慣性力の一部
として本調査の寄与があったと考えられる。例えば、余裕深度処分における人工バリア
及び天然バリアの構成、評価の枠組などについては、基本的に本調査で採用したものと
類似のものが現在も使用されているなどの寄与が認められ得る。
（３） 地下空洞型処分施設性能確証試験
本確証試験の実施を通じて、発電所廃棄物の余裕深度処分における施設の設計、建設
に向けた経済性と要求性能とを考慮した現実的施工技術の確立及び施設の総合的な性
能確認が出来るとともに、TRU 廃棄物処分への施工技術及び処分施設安全性確認、評
価、安全規制等に対するデータ等の提供ができる。
また、地下空洞型処分施設に対する実規模、実環境における我が国初の確証試験であ
り、国としての処分の安全性を確証できる。
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５−５

変化への対応

（１） ウラン廃棄物処分技術高度化開発
本事業の実施期間中に、原子力委員会、原子力安全委員会等から各廃棄物の管理型処
分に関し、以下の（代表的な）報告がなされた。本事業成果はこれらの報告作成に資す
ると共に、報告で示された方向性を反映しつつ事業を展開した。また、事業の各段階に
おいても成果を審議することで代替手段との比較検討を行い、適宜計画を見直しながら
事業を進めた。
＜主な原子力委員会、原子力安全委員会からの報告＞
①「現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物処分の基本的考え方につい
て 」原子力委員会(平成 10 年 10 月)
②「超ウラン核種を含む放射性廃棄物処理処分の基本的考え方について」原子力委員
会(平成 12 年 3 月)
③「現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物の処分に係る安全規制の基
本的考え方について」原子力安全委員会(平成 11 年 3 月)
④「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値について（第３
次中間報告）
」原子力安全委員会(平成 12 年 9 月)
⑤「ウラン廃棄物処理処分基本的考え方について」原子力委員会(平成 12 年 12 月)
⑥「放射性廃棄物処分の安全規制における共通的な重要事項について」原子力安全委
員会(平成 16 年 6 月)
スラッジや焼却灰等のウラン廃棄物は、硝酸による除染法ではクリアランスレベルま
での除染は困難であり、二次廃棄物の発生量も比較的多いことが次第に明らかになり、
平成 9 年度からは、除染技術開発の対象を高い除染性能と二次廃棄物の低減が期待でき
るフッ素化ガス除染法に切り替えた。
平成 12 年度に原子力バックエンド対策専門部会報告「ウラン廃棄物処理処分の基本
的考え方」が示され､その中で提示された技術開発課題を考慮して「ラドン挙動調査」
「光中性子法の開発」をブレークスルー技術として実施することとした。また、同基本
的考え方に示された「除染技術開発」を具体化するため、平成 14 年度に除染技術のフ
ィージビリティスタディにより、有機酸除染、鉱物化除染及び超臨界炭酸ガス除染との
比較評価を行って、高い除染性能と二次廃棄物の低減が期待できる「アルカリ融解除染」
の開発に着手した。
ウラン濃度の測定法については、まず既存技術（パッシブγ法及びグリッドイオンチ
ェンバー方式）の測定性能を確認したが、平成 8 年に出版された IAEA-TECDOC-855
等により、0.1Bq/g オーダーのウランのクリアランスレベルが示唆された。このような
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測定下限濃度をすべての廃棄物について実現するためには、既存の技術では困難であっ
たため、高精度の測定技術として光中性子法による測定技術を開発した。
（２） 低レベル放射性廃棄物処分技術調査
本事業の実施期間中に、原子力安全委員会から放射性廃棄物処分の安全規制に関し、
以下の重要な報告がなされた。本事業成果はこの報告作成に向けての検討と並行して、
また報告後も、報告で示された方向性を反映しつつ事業を展開した。また、事業の各段
階においても試行錯誤による反復的な検討によって代替的な安全確保対策の可能性の
検討などを行い、常に最適な検討枠組を探求しながら事業を進めた。
＜原子力安全委員会からの重要な報告＞
① 「放射性廃棄物処分の安全規制における共通的な重要事項について」原子力安全
委員会(平成 16 年 6 月)
（３） 地下空洞型処分施設性能確証試験
本研究の実施期間中のＴＲＵ廃棄物処分や余裕深度処分に関する動向を把握し、最新
の情報に基づき詳細な研究計画の見直しが必要か否かについて検討、評価を行いながら
進めており、最新の技術情報に基づく試験が行われている。また、計画策定に当たって
は検討委員会を設置し、計画の事前レビューと成果のチェックが行われており、適宜、
研究方針を土木分野等の専門家のチェックを受けて詳細な計画を見直している。
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評価

第３章 評価
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
放射性廃棄物の安全な処分は、今後長期間にわたる国民の安全性を確保するために、
確実に実施する必要がある。放射性廃棄物分野の研究開発は、安全確保の重要性に一層
の力点がおかれ、利益事業への直結性や汎用技術への展開性に乏しいため、国の基盤研
究開発への取り組みが一層求められている領域である。本事業は、そのための研究開発
に国が積極的に関与し、処分の事業化に向けて先導的な役割を果たすという点で、国民
や社会のニーズを満たすものである。放射性廃棄物処分の研究開発は、先進技術への挑
戦などのリスクを伴う課題であり、特に国の積極的支援が不可欠である。原子力委員会、
原子力安全委員会においても国の支援を要請している研究開発であり、科学技術的先進
性、社会経済的意義は大きい。
なお、官民がより効率的に連携して研究開発が進められるような体制づくり、及び、
国が基盤研究開発として行うべき部分の線引きについては、今後も議論がなされるべき
課題である。また、本事業は、実用化に至った後も、社会的受容性の向上に向けた国の
フォローが望まれる。
【肯定的意見】
国の事業としての妥当性：
本事業で対象としている低レベル放射性廃棄物は、発生者責任という観点からは発生
事業者がその実施の責任を負うべきである。その一方、原子力発電及び核燃料サイクル
の利用推進に伴って発生する放射性廃棄物については、高レベル、低レベル廃棄物のい
ずれについても、これらが国民の安全を保証する形で処理・処分されるよう監督指導す
べき責任を国は有している。特に、放射性廃棄物分野の研究開発は、安全確保の重要性
に一層の力点がおかれ、利益事業への直結性や汎用技術への展開性に乏しいため、国の
基盤研究開発への取り組みが一層求められている領域である。国（原子力委員会）は、
原子力政策大綱において、これらの放射性廃棄物を安全に処理・処分することは、原子
力利用の受益者である現世代の義務であり、「発生者責任の原則」、「放射性廃棄物最
小化の原則」、「合理的な処理・処分の原則」、及び「国民との相互理解に基づく実施
の原則」のもとで、それぞれの廃棄物の性状に基づき適切に区分を行い、区分ごとに安
全に処理・処分することが重要であるとしている。本事業では、事業者が発生者責任を
持つという点と、国が安全な処理・処分についての監督責任を持つという点に配慮し、
処理・処分の事業化に至るまでの研究開発という公共的部分を支援するという形で、積
極的に関与を示す姿勢を示している。本事業は、国民及び環境の安全を確保し、原子力
発電及び核燃料サイクルの利用推進を支えるという点で、国民や社会のニーズを満たす
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ものであり、処理・処分の成立性及び安全性に関する研究開発を国が支援するという点
では、官民の役割分担も適切である。
事業目的の妥当性：
放射性廃棄物は、原子力発電及び核燃料サイクルの利用推進に伴って発生するもので
あるが、原子力の利用が成熟を迎え、これまでの発生量と今後の予測発生量は、早急な
廃棄物処分方策の整備を必要としている。特に、その影響が有意でない水準にまで減少
するには超長期を要する放射性物質を含む廃棄物については、処分方策の有効性、成立
性、安全性を確認する必要がある。不均質な地質環境中に処分される放射性廃棄物のも
たらす影響を、超長期にわたり確認し、遠い将来にわたって人間と環境に不利な影響を
もたらさない処分システムを構築するには、現在の科学技術的知見を総動員し、超長期
の時間枠において起こる事柄を、安全の観点から考察するという、これまでにない新し
い科学的視点が必要であり、その研究開発には特に国の積極的支援が不可欠である。放
射性廃棄物の処理・処分に関する研究開発は、実用化の不確実性が大きく、利益事業に
直結しないという特徴を有するため、民間が単独で行うにはリスクが大きすぎるため、
原子力の社会に対する貢献や寄与を継続・拡大していくためには、国あるいは研究開発
機関が、技術システムを実用化候補にまで発展させる段階までを中心に、他の科学技術
システムに比べてより大きな役割を果たしていく必要がある。
資源エネルギー庁では、放射性廃棄物の地層処分の技術的信頼性や成立性及び安全性
等に係る研究開発を中心として、放射性廃棄物の種類と処分形態等に応じて、事業を、
①地層処分技術調査（高レベル、TRU廃棄物）、②管理型処分技術調査（低レベル廃棄
物）、③共通技術調査に分けて、それぞれの研究開発を支援している。本事業はこれら
のうち②の低レベル放射性廃棄物の処理・処分に関するもので、比較的放射能濃度の高
い、あるいは長半減期の放射性物質を含む廃棄物の処理処分に係るものであり、原子力
委員会、原子力安全委員会が、近い将来その処分の事業実施が想定されるとして、各廃
棄物の安全な処理・処分がなされるように、国の支援を要請している研究開発であり、
科学技術的先進性、社会経済的意義は大きい。
・放射性廃棄物処分は長期にわたる課題であり、国が主体的に関与することが重要であ
る。その意味で事業の推進は妥当である。特に、長期の管理を要する廃棄物であるの
で、民間の事業主体の自主性に全てを委ねるのではなく、安全確保の中核となる技術
の裏づけをもって社会に対してその推進をアピールしなければならない。そして、科
学的知見の蓄積のように客観性を求められる課題や、先進技術への挑戦などのリスク
を伴う課題は、国が積極的に取り組むべきであるので、事業目的は明確かつ妥当であ
る。
・管理型処分を含む放射性廃棄物対策は近い将来に必要であり、原子力政策大綱に謳わ
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れているとおり国の果たす役割は極めて重要である。本技術調査は長期にわたり将来
の実用化を見据えた内容で実施しており、国民、社会のニーズに合っていると考えら
れ、役割分担も適切である。
・国の関与の必要性のひとつである「客観性をもって技術的信頼性、安全性を高め国民
の理解を促進する」を達成するに重要な役割を担っていると考える。また、事業の先
導性としての意義も大きく、除染技術の提案、現実的施工技術についての検討など、
今後事業化を進めていく中で参考になり経済的意義もあると考える。
・処分技術調査及び処分施設性能確証試験においては、余裕深度処分という他国にない
処分概念に対して、類似施設の調査や安全性能の体系的評価を通した処分概念の提示
は、規制制度の確立、処分概念の社会的受容に向け、時宜に適った目的であり、政策
的にも意義のある事業である。
・エネルギー資源の大部分を輸入に依存しているわが国において、原子力発電は基幹電
源として発電電力量の３割をまかなっている。今後の地球温暖化対策への対応も含め
て、この傾向は今後も堅持されることが「原子力政策大綱」や総合エネルギー調査会
の｢原子力部会報告書〜原子力立国計画〜｣に示されている。このような政策的背景の
下、原子力発電および核燃料サイクルに伴って発生する放射性廃棄物を安全に処理す
ることは、今後長期間にわたる国民の安全性を確保するために、確実に実施する必要
がある。特に｢発生者責任の原則｣は、単に原子力発電を業とするものだけではなく、
現在の原子力発電による便益を享受する現代世代が未来世代に対して悪影響を及ぼさ
ないようにすることが責務であると考えられる。このような点から、国が前面に立っ
て管理型処分の技術開発を実施することが求められる。
【問題点・改善すべき点】
・本事業を通じて、事業者が進める研究開発は、物質的にも精神的にも良い支えを受け
ている。さらに望むべくは、官民が分担して、それぞれの廃棄物ごとに個別に行われ
ている研究開発が、より効率的に連携して進められるような体制づくりについても、
国が積極的に関与していただきたい。
・既存技術が存在し、その延長にあって実施主体が責任を持って確認できるのではない
かと考えられる課題と、基礎的だが安全確保上の重要課題のような国の責任として先
行実施する課題とが混在していると見られる部分がある。この部分の国・民間の役割
分担の線引きについて、やや明確さに欠ける。
・国の行う基盤整備としての技術開発をどこまで行うかは常に議論されるものと認識し
ている。
・地層処分は国の主導、それ以外（今回対象の管理型処分も含む）は国の支援という位
置付けとなっているが、線引きについては今後も議論されるべきと考える。
・社会的・経済的意義については、実施により社会的受容性を向上させることが期待さ
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れるが、実施後のフォロー（成果が認知され広く利用される様使い易さ等考慮）が必
要と考える。
・ウラン廃棄物の処分技術高度化開発における除染技術及び検認技術の開発については、
ウラン廃棄物のクリアランスや処分の制度そのものが未だ確立されていない状況であ
り、これらの概念の提示も含めた事業目的を設定すると、より一層社会的意義が高ま
ったと思われる。
・官民の役割分担に関しては、放射性廃棄物の長期にわたる安全性確保を鑑みると、将
来に亘り国が責任を確実に負担していく必要がある。特に実用化に至った後も、民間
事業として利益を出すことが困難であると考えられ、将来的なリスクを生む可能性も
ある。このような観点から、国の責務をさらに示し、放射性廃棄物のより安全な技術
開発については国が全面的に取り組む姿勢を示すことが必要である。
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２．研究開発等の目標の妥当性
本事業における研究開発の目標は、原子力委員会、原子力安全委員会の報告に基づく
国の方針に沿って合理的かつ具体的に目標を定めており、適切な目標水準である。要素
技術ごとの目標とその設定根拠も明確に示されている。
ウラン廃棄物処分技術高度化開発については、当該廃棄物の処理・処分のために解決
することが不可欠な事項については、技術的にチャレンジングであっても具体的に目標
を設定しており、評価できる。低レベル放射性廃棄物処分技術調査については、余裕深
度処分の技術的成立性に関して重要な論点を押さえた上で目標が設定されている。地下
空洞型処分施設性能確証試験についても、実事業への反映を念頭において、要素技術ご
とに適切な目標設定がなされている。
なお、「技術の確証」というのが目標となるような課題では、技術の時間的進展によ
って目標値が変化する可能性があり、進捗に合わせて適宜目標の見直しを行っていくこ
とが望ましい。
【肯定的意見】
・本事業で対象としている、長半減期のウランとその子孫核種を含む廃棄物の処分、お
よび比較的放射能濃度の高いあるいは長半減期の放射性物質を含む廃棄物の余裕深度
処分は、近い将来の実施が期待されている処分である。研究開発の目標は、原子力委
員会、原子力安全委員会の報告における方針に基づき、これらの処分の技術的成立性
の提示においており、これに基づき、十分な見通しをもって具体的目標を定めており、
適切な目標水準である。
・事前に対象となる廃棄物の特徴を調査した上で、国の方針に沿って合理的に進めるよ
う目標設定がなされており、実用的視点でのデータ取得にも力点が置かれているので、
目標設定は妥当である。
・目的に対して重要な課題を抽出しており、全体として目標設定は適切である。
・目標の設定は、全体的には可能な限り具体化されており、妥当である。
・事業目的の設定の下に、各要素技術が選ばれ各要素技術ごとの目標とその設定根拠が
明確に示されている。各要素技術の目標設定もおのおの適切に設定されている。
① ウラン廃棄物処分技術高度化開発
・ウラン廃棄物に含まれる放射能は、レベルは高くはないが、長期に残留するという特
徴と、ウランそのものが天然に存在するという特徴を有している。本事業では、ウラ
ン廃棄物の処理・処分で問題となる、廃棄材料からのウランの除染、残留ウラン濃度
の測定、ウランの子孫核種であるラドンの挙動評価を課題としている。これらの課題
は、ウラン廃棄物のクリアランス、処分の実現に関して最も重要な課題であり、ウラ
ン廃棄物の処理処分を進めていく上で、本調査の緊要性は高い。また、具体的目標と
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して、除染のレベルを定めた除染技術の開発、濃度検認のレベルを定めた検認技術の
開発、ラドン挙動の把握を目的とした関連パラメータの取得、を設定している。これ
らの目標は、技術的に達成が困難かもしれない目標であるが、本廃棄物の処理・処分
の達成のためにどうしても解決の必要な事項であることから、目標設定、目標水準、
指標とも適切である。
・除染技術試験開発、測定・検認技術開発では数値目標も定めて実施しており適切であ
った。
・クリアランスレベルを達成するために除染技術の工業化のための基礎データを取得す
ることも目標に、数値目標としてＩＡＥＡの規定に基づく目標を置いている点は妥当
である。さらに、測定・検認技術開発においては、測定困難な廃棄物中の微量ウラン
濃度測定システムの構築というチャレンジングな目標設定がなされている点も評価で
きる。また、ラドン挙動調査の目標水準が「ウラン廃棄物処分検討委員会」での有識
者意見に基づいていることも適当である。
②

低レベル放射性廃棄物処分技術調査

・比較的放射能レベルの高い廃棄物の余裕深度への処分については、特に管理期間終了
後の安全性の確認が、非常に長期に及ぶという特徴を有しており、長期の予測をどの
ように行い、予測に伴う不確実性をどのように扱うかという点で、これまでの技術に
ない新しい科学技術的問題を含んでいる。このようにその技術的実現性についても見
通しが不十分な点があるにもかかわらず、対象廃棄物の蓄積は、その早急な処分の実
施を必要としている。この意味で、余裕深度処分の技術的成立性に関する諸外国の考
え方や安全評価におけるリスク論の導入による対策等を目標とした本調査研究は、重
要な論点をおさえており、目標設定、目標水準、指標とも適切である。
・性能評価試算、安全対策の検討においては、廃棄体種類ごとの検討を行い、必要な安
全対策を提言するという目標・指標設定は適切であった。
・諸外国の処分方針、安全規制、安全評価などの考え方を調べ抜け目なく体系的に整理
することとしている点も評価できる。
③

地下空洞型処分施設性能確証試験

・余裕深度処分の技術的成立性を論ずるにあたっては、実規模大の地下空洞内に、コン
クリートピットやベントナイト緩衝材などから構成される処分施設を構築し、施工性
や性能を総合的に確証することが必須となる。これまでこのような実規模の試験は、
日本の地質環境において行われておらず、必要かつ重要な研究開発である。目標は、
総合的確証を全体的目標として、これを達成するために、要素技術ごとに目標、指標
を設定しており、目標設定、目標水準、指標とも適切である。
・具体的な処分施設を構築し確証する試験であるため、実事業を念頭においた明確な目
標設定がなされている。
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・実規模大の実証試験を行い、実事業に反映されるように、各要素技術ごとの目標が設
定されており、全体として適切な目標設定、要素技術構成となっている。
【問題点・改善すべき点】
・実用性を重視した課題と、新規手法のように成立性を確認することが主眼の課題とが
共存しており、進捗度や達成度の評価基準が同列に論じられない困難さがある。具体
的な数値目標が設定され得るものは目標値に対する到達度から容易に評価できるが、
「技術の確証」というのが目標となるような課題では、技術の時間的進展によって目
標値が変化する可能性があり、極力着手時点での目標数値を具体化するほうが望まし
い。
・具体的、定量的目標がたてにくい項目もあるが、なるべく具体的な目標を設定するこ
とが結果の評価の客観性からも重要である。また、進捗に合わせて目標の見直しを行
う必要があると考える。
①

ウラン廃棄物処分技術高度化開発

・長期に亘る調査検討を行う中で実質的な目標の見直しはされていたが、長期であるが
故に進め方として予めフェーズを区切る等の対応をすることで、設定目標の確認・見
直しが時期を失することなくきちんとなされる体制となっていることを明確にする方
法もあったのではないか。
・測定・検認技術開発の目標に関しては、数値化されているものの、その数値目標が
0.3Bq/g で除染技術開発試験の数値目標と同じになっている。一般的にある数値（下
限値）を測定・検認しようとすれば、その数値の 1/10 程度の測定限界が必要とされる
ことから、数値目標は更に一桁小さく設定したほうがよかったと思われる。
②

低レベル放射性廃棄物処分技術調査

・処分・規制動向調査は定量的な目標・指標が立てにくいものであったため、成果の達
成度が評価しにくいものとなっている。
③

地下空洞型処分施設性能確証試験

・今後進捗に合わせて現在の目標に固執することなく、短いスパンで目標の見直しを行
っていく必要があると考える。その際には外部の専門家の意見等を適宜参考にするこ
とも考慮すべきであると考える。
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３．成果、目標の達成度の妥当性
いずれの要素技術についても、基本的には、目標に対する具体的成果が達成されてお
り、成果の内容も、放射性廃棄物の処理処分方策を考えていく上で、非常に有用な技術
開発、情報整理がなされたと評価できる。ウラン廃棄物処分技術高度化開発及び低レベ
ル放射性廃棄物処分技術調査については、今後検討がなされるウラン廃棄物のクリアラ
ンス、余裕深度処分の安全基準の整備等に向けて、良い見通しを与える成果が出ており、
一部の成果については既に、これらの議論のための有用な参考資料として用いられてい
る。本事業のいくつかの課題については、研究開発の性格上、論文発表や特許出願を指
標として用いることがそぐわないため、これに代わり、原子力委員会、原子力安全委員
会、事業者等によるレポート等で資料として直接間接に用いられることを指標とした方
が望ましい。
【肯定的意見】
・いずれの調査についても具体的成果が出ており、成果の内容も、これら廃棄物の処理
処分方策を考えていく上で、非常に有用な技術開発、情報整理がなされたと評価でき
る。
・支援的位置づけの成果としては、的を絞った課題設定がなされ、それに対して十分と
いえる成果が出ていると考えられる。プロトタイプの製作や施工技術の確認行為につ
いては、具体的成果が挙げられている。
・目標にした成果は達成しており、ほぼ満足な成果となっていると考える。
・基本的には、目標に対する成果は得ている。特に、ウラン廃棄物処分技術高度化開発
のラドン挙動調査及び地下空洞型処分施設性能確証試験については、多くの論文発表
や学会発表があり成果を得ている。
・全体として成果目標の達成度は、目標設定に対してどの要素技術とも現時点では十分
あげられている。
①

ウラン廃棄物処分技術高度化開発

・除染技術としてのフッ素化除染、アルカリ融解/電界透析除染法では、想定されるク
リアランスレベルを達成する技術に必要なデータを得ている。品質保証技術としての
光中性子法も達成目標を満足する結果が得られており、いずれの技術も実用化が期待
できる。ラドン挙動評価の検討では、評価に必要なパラメータが取得されており、ラ
ドン挙動の総合的な評価にむけて有用な結果が得られている。これらは、今後安全委
員会等で検討が開始される、ウラン廃棄物のクリアランス、処分の安全基準の整備に
むけての見通しを与えるよい成果である。
・測定技術としての光中性子法の評価を行い、システムを構築して目標を達成している。
ラドン挙動調査については、計画していたデータ測定等を終了している。
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・フッ素化除染における除染試験がウラン廃棄物のクリアランスレベル相当まで可能で
あることが示されている点、設計式を作成した点など目標水準を満たしている。また
アルカリ融解/電解透析除染では、特に開発された新型ウラン吸着剤が効果的であるこ
とは、成果である。さらに、測定・検認技術開発において、光中性子法を開発できた
こともすぐれた成果であり、シミュレーション評価で光中性子法とウラン２３５のγ
線測定を組み合わせることで、実用化可能なシステムとの結果を得た点も評価できる。
ラドン散逸挙動についても特に溶融固化等がラドン散逸抑制対策として有効である点
を示せたことは今後の研究の方向性の決定に有効である。
② 低レベル放射性廃棄物処分技術調査
・余裕深度処分の処分に関する規制動向調査、性能評価試算、安全対策の検討では、処
分の概念的技術的成立性について、諸外国の情報を得るとともに、考慮すべきシナリ
オやパラメータの整理を行っている。これらの成果は、安全委員会の第二種廃棄物埋
設分科会における余裕深度処分を含めた低レベル廃棄物埋設の基準整備において、議
論のための有用な参考資料として用いられており、所期の目標が達成されている。
・海外調査については対象とした国の状況について妥当な成果が得られ、まとめを行っ
ている。
・処分・規制動向調査は諸外国の情報を整理され、性能評価試算、安全対策の検討が十
分なされている。また、対象廃棄物種類ごとの特徴を考慮した安全対策についても検
討され、シナリオ発生可能性を考慮したシナリオごとの判断基準もしっかり示されて
いる。
③ 地下空洞型処分施設性能確証試験
・処分施設に要求される性能と性能の確認を実現できる試験計画が策定されており、施
工確認試験については、埋め戻し材、緩衝材の一部施工試験を実施し、それらの初期
性能及び試験の適用性を確認した。これまでのところ計画目標は順調に達成されてい
る。
・これまでのところは計画していた成果が得られている。
・計画されている目標を達成しており、今後の展開に期待するところが大きい。
【問題点・改善すべき点】
・「成果、目標の達成度」の指標として、論文発表、特許出願等が調査されているが、
②低レベル放射性廃棄物処分技術調査や③地下空洞型処分施設性能確証試験などにつ
いては、研究開発の性格上、論文発表や特許出願をこのような指標として用いること
が不適当である。これに代わるべき指標として、原子力委員会、安全委員会、事業者
によるレポート等で資料として直接間接に用いられた記録などを示すなど、成果、目
標がどの程度に達成されたかが推し量れる報告を加えていただきたい。
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・共通指標に上げられている論文発表に対する成果は課題により偏りが大きい。プロト
タイプの製作や施工技術の確認行為というテーマでは論文にそぐわない点もあるが、
口頭発表だけでは情報が散逸する可能性もあるため、国の報告書だけでなく学会の技
術報告などとして発表するなど、社会に向けた情報発信の配慮があってもよい。
・新技術として挙げた課題については、特許出願が期待されるものの、それがなされて
いないが、出願に及ばない理由などを明確にしておくべきではないかと考える。
・目標が具体的でないものについては成果の評価が難しくなっている。
・ウラン廃棄物処分技術高度化開発の除染技術開発試験、測定・検認技術開発では、目
標とする基礎データの取得はできているが、国の事業としての特許・実用新案などの
取得がなされていると更に良いと思う。
・低レベル放射性廃棄物処分技術調査のうち、海外調査については、目標の設定が「抜
け落ちなく、体系的に整理する」とされており、成果の評価が難しいものとなってい
る。
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４．事業化、波及効果についての妥当性
本事業における調査研究は、国または廃棄物発生者が行う廃棄物処分事業の一翼を担
うものである。本事業で得られた成果の一部は、既に原子力委員会等での引用、事業者
側の検討での反映など、事業化に向けて利用されており、大局的には今後の処分事業の
効果的・効率的な実施のために、十分な波及が考えられると評価できる。今後も、成果
が使われ易い形にする等のさらなるフォローが必要である。
なお、新技術については、既存技術に比べて成熟度は低く、最終目標に対してどこま
で課題が残されているのか、という客観的かつ合理的な整理が必要である。ウラン廃棄
物処分技術高度化開発の成果に関しては、実廃棄物に対しての性能等を検討し、全体シ
ステムのコストを下げる方向で実用化が進むと、今後の波及効果が極めて大きくなると
思われる。
【肯定的意見】
・各調査は、これまで国における検討が遅れていた、比較的放射能濃度の高い、あるい
は長半減期の放射性物質を含む廃棄物の処理処分に係るものであり、技術的先進性、
社会的意義の大きい成果が得られている。これらの調査研究は、国または廃棄物発生
者が行う廃棄物処分事業の一翼を担うものであるので、本調査研究自体としての事業
化を考えることはできない。これらの処分の事業化において本成果が有効に生かされ
るかどうかは今後の事業全体の進行如何にかかっているが、内容的には大きな貢献が
期待できる成果となっている。すなわち、低レベル廃棄物処分技術調査の対象である
余裕深度処分については、国（原子力安全委員会）において、その安全基準の策定が
進められており、本研究開発の成果は、その過程で有用な資料として用いられている。
またウラン廃棄物処分についても、本研究開発の成果が事業者による総合検討報告書
中に広く引用され、これらに基づいて今後安全委員会で、クリアランスや処分の安全
基準の策定が行われる予定である。地下空洞型処分施設性能確証試験については、本
事業の成果は、今後の余裕深度処分の事業化における重要な情報となると考えられる。
これらのことを総合的に勘案すると、本研究開発事業の成果は、事業化、波及効果に
ついて、活用されるに値する成果が得られているということができる。
・実用化に対する支援の位置づけであり、事業化への貢献見通しは十分ある。また、国
における実施検討において収集情報が適宜報告されており、本事業への波及性もある。
・事業化の具体的な見通しは立っていないものもあるが、得られた成果の一部は既に原
子力委員会等での引用、事業者側の検討での反映など、事業化にむけて利用されてい
る。
・ラドン挙動調査及び地下空洞型処分施設性能確証試験については、今後のウラン廃棄
物処分の安全規制の検討等、処分施設の建設への反映が大いに見込まれる。
・波及効果については、全体的に今後の処分事業の効果的・効率的な実施のために、十
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分な波及が考えられる点で評価できる。今後どのテーマとも、成果を事業に反映させ
ることが求められるところである。
①

ウラン廃棄物処分技術高度化開発

・事業者の検討書に反映されており、今後事業者の行う事業の推進に役立つものと考え
る。
・日本原燃（株）やJAEAなどが取りまとめた「ウラン廃棄物の処分及びクリアランス
に関する検討書」に成果が反映されており、今後の除染技術の事業効率化に資すると
考えられる。
②

低レベル放射性廃棄物処分技術調査

・海外調査の結果は今後事業化に向けて国民の理解を得る上でも有用であると考える。
・余裕深度処分に係る安全規制の検討等に反映されている。
・成果は直接事業化に結びつくものではないが、ここで得られた情報を埋設事業者が行
うサイト調査や処分施設の設計、安全評価等に活用することが求められる。過去の調
査成果が、原子力安全委員会の分科会や原子力安全基盤機構の報告書へ引用されたよ
うに、引用されることが期待される。
③

地下空洞型処分施設性能確証試験

・実規模の確証試験であり、成果の活用が期待できる。
・実規模・実環境における確証試験で、事業化のための不可欠な、またより効率的な試
験方法であると考える。「土木学会エネルギー委員会低レベル放射性廃棄物の余裕深
度処分に関する研究小委員会設計・品証WG」に参照・反映された点も波及効果とし
て評価できよう。
【問題点・改善すべき点】
・本事業の実施課題だけでは処分事業の推進は難しく、本事業がその核心部分を如何に
効果的に問題解決したかが問われる。特に、新技術は、既存技術に比べて成熟度は低
く、解決方策を明確に出来る段階とまでは言えない。よって、最終目標に対してどこ
まで課題が残されているのか、という整理がなされてもよいのではないかと考える。
また、新手法への挑戦などはリスクを伴うものであるから、検討結果が否定的であっ
てもかまわないはずであり、肯定的な評価に偏らないように情報提供も客観的かつ合
理的であって欲しい。特段、想定外の効果があるとまではいえない。
・成果が事業者の検討に使用され、また国民の理解を促進すること等に利用されること
が本事業の最終的な目的であると考える。成果の一部については既に利用されている
が、論文の作成等に終わることなく、今後成果を使い易い形にする等のフォローが必
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要である。
・本プロジェクトの場合事業化という点について、評価をすべきかどうかは疑問であ
る。廃棄物処理事業への波及、もしくは基礎的な支援が評価される必要があると考え
られる。
・ウラン廃棄物処分技術高度化開発の除染技術開発試験、測定・検認技術開発について
は、基礎的データは取得されている。実用化に向けて、実廃棄物に対しての性能、シ
ステム化のコスト等についての検討がなされると波及効果についての評価がより良く
できるようになる。
・ウラン廃棄物の発生者の中には少規模事業者が多くある。国が行うべき技術開発は、
このような発生者にも配慮しながら、実用化段階の全体システムのコストを下げるこ
とを考慮しつつ実施していくことが望まれる。また開発されたシステムが廉価であれ
ば波及効果が極めて大きくなる。
・地下空洞型処分施設性能確証試験において、実施者側が国民に対する安全・安心文化
の醸成への波及も期待できるとしているが、この部分の記述は文化という言葉自体の
持つ曖昧さもあって、表現があまりよくない。
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
研究開発計画については、先見の明を得た適切なものであったし、先の見えにくい課
題がここまで整理されて成果が得られるようになったことは、採択スケジュールや、実
施者が適切であったからと評価する。また、極めて長いプロジェクトの中で、周辺の状
況変化に素早く対応し、適宜方針の見直しが行われたと考えられるが、その妥当性につ
いて客観的に説明できるための工夫がもう少しあったほうが望ましかったと考えられ
る。今後研究開発が進む地下空洞型処分施設性能確証試験については、事業化等の環境
の変化を見ながら適宜計画の見直しを行うことが必要と考える。
研究開発実施者は処分実施主体とは独立した中立的第三者機関であり、放射性廃棄物
全般及びその周辺技術にわたる広範な調査業務能力を有していることから、本事業の実
施者として、適切な選択であると考えられる。実施体制やその運営についても、技術能
力等も加味した上での競争入札の実施によって外注業者を選定し、委員会等の設置によ
ってプロジェクトの推進について評価・検討を行う体制を構築しており、実効的な実施
体制のもと、適切に進めている。
一方、最近の国の支援する研究開発は、資金配分の公正性、費用対効果の効率化を考
慮して、公募型、競争型で短期の資金供与を通じてなされようとする傾向があるが、本
事業のように、信頼できる技術能力を有する機関によって、長期にわたり継続的に進め
られるほうが望ましい場合もある。より長期の計画に対する継続的資金供与についても
是とする国の姿勢を期待する。
費用対効果については、国が事業化に向けて支援するという位置づけのため、定量的
に測ることが難しいものの、処分費用の概算見積もり等を参考にするなどの何らかの判
断指標が用意されても良かったと考えられる。人的資源については、今回のプロジェク
トを通じて拡充があり、放射性廃棄物分野における研究者、技術者を新たに生んだ効果
があったのではないかと考えられる。
【肯定的意見】
・研究開発計画については、本事業の始められた時期を考えると、世界的にも種々の放
射性廃棄物の処分について、十分成熟した方策や技術的思想的背景のない状況で、必
要に迫られて事業や計画が作成されたと思われる。おそらく初期の頃は茨の道であっ
たと想像されるが、このような事業への国の積極的な支援と調査研究当事者の努力が
重ねられて、ようやく今日これらの廃棄物の処分に対する見通しが見え始めたのであ
ると感じる次第である。その意味で本課題の計画は、先見の明を得た適切なものであ
ったし、先の見えにくい課題がここまで整理されて成果が得られるようになったこと
は、採択スケジュールや、実施者が適切であったからと評価する。
・研究開発実施者の実施・運営体制のうち、実施者については、いずれのテーマも財団
法人原子力環境整備促進・資金管理センター（RWMC）が担当している。本事業で対
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象とする、原子力利用により発生する放射性廃棄物の処分に関する研究開発分野は、
本来的にその成果が利益事業に直結するものではなく、かつその成果は、公共の利益
に合致するものとなるよう進められなければならない。RWMCは、処分実施主体であ
る日本原燃（株）等とは独立した中立的第三者機関であり、放射性廃棄物全般及びそ
の周辺技術にわたる広範な調査業務能力を有していることから、上記の諸条件を満足
する機関と考えられ、本事業の実施者として、適切な選択であると考えられる。RWM
Cは実施にあたっては、テーマ毎に、プロジェクト実施体制を敷き、学識者による評価
委員会を設置し、必要に応じて一部業務を、競争入札等の公正な検討のもとに、メー
カー、エンジニアリング会社、ゼネコン等へ委託しており、実施運営は、適切な体制
で進められている。
・資金配分、費用対効果については、本事業の対象となる分野は、発生者責任において
事業者が実施すべきものについて、その実施に至るまでの基礎的研究開発を、国が適
当な形で支援する分野であることを考慮して評価する必要がある。こうした事情を受
けて、本事業については、中立的第三者機関である RWMC が資金を受けてその研究
開発を進めている。本事業は、ウラン廃棄物のクリアランスや処分、低レベル廃棄物
の余裕深度処分という、より大きな工学分野の一部を支援するものであるので、それ
ぞれの研究開発テーマ自体での適正な費用配分、費用対効果を定量的に測ることは難
しいが、これらの事業を通じて得られた成果が、ウラン廃棄物のクリアランスや処分、
低レベル廃棄物の余裕深度処分などの事業化に対して大きな貢献をしているあるいは
貢献を期待できることを考えると、全体として妥当であると考えられる。
・中核となる実施機関は全体を統括する人材を適所に配し、民間のポテンシャルを有効
活用しながら、実効的な実施体制が組まれているものと思われる。
・きわめて長いプロジェクトであり、適宜方針の見直しが行われたことは適切である。
ウラン廃棄物処分技術高度化開発については、極めて長い試験、検討を実施し、マネ
ジメントに苦労されたと思うが、専門家のチェックを受けるなど適宜方針の確認をさ
れていたことは重要である。また、地下空洞型処分施設性能確証試験については、今
後進めていく試験であり、現在の計画時点ではほぼ妥当なものと考える。
・計画の内容は目標に対して明確である。また、実施体制やその運営も委員会等の設置
によりチェック機能も持たせながら行っており適切である。地下空洞を用いた確証試
験は、国の資金を投じて実施すべき内容であると考えられる。投入資金は妥当と考え
ているが、費用対効果については、今後の成果に期待したい。
・今回評価対象とする研究プロジェクトの計画については、全般的にしっかりした計画、
体制の下に展開されており、変化への対応も妥当である。
「ウラン廃棄物処分技術高度
化開発」については、１７年度の中間評価結果を踏まえて新たな課題設定と開発計画
が策定されておりその成果も着実に生じている。
「地下空洞型処分施設性能確証試験」
については、過去の調査結果ならびに次期埋設施設本格調査などの情報を踏まえた開
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発計画となっており、内容、実施年限とも適切に計画されている。また、実施者が、
処分実施主体から分離されていること、中立性が求められる点、管理がしっかりして
いる点からも RWMC が担当することは適している。
・プロジェクトの実施において、専門的分野における外注業者の選定も技術能力なども
加味した上での競争入札を実施しており、適切な方法がとられている。一方、各テー
マ担当のプロジェクトリーダはいずれも本分野で豊富な実績を有する方が当てられて
おり、責任体制が明確になっており、研究体制としても申し分ない。さらに、各テー
マごとに、学識経験者と高度な専門知識を有する専門家によって検討会を設置しプロ
ジェクトの推進について評価を行う体制を構築している点も評価できる。加えて、委
員に処分事業の実施者を加え、成果移転がスムーズに行える体制を組んでいることは
優れた設定である。
・効果は、それぞれのテーマで生じるまたは生じる可能性がある。「ウラン廃棄物処分
技術高度化開発」では、ウラン廃棄物処分の安全評価に必要となるパラメータは、我
が国の環境に対応したデータとして処分システム検討の基盤データなど基礎データと
して活用可能なものを揃えたといえる。また、光中性子法による測定技術の開発はウ
ラン廃棄物以外にも利用できるという点では効果が期待される。
「低レベル放射性廃棄
物処分技術調査」では、余裕深度処分の安全性・性能評価の信頼性向上のための検討
が国や関係機関で継続されているものも本プロジェクトが初期検討の慣性力に寄与し
た点は強化できる。また、
「地下空洞型処分施設性能確証試験」は、まだ実施中であり
効果測定は難しいが、今後の処分事業展開に影響を及ぼすものと考えられる。
・変化への対応も「ウラン廃棄物処分技術高度化開発」および「低レベル放射性廃棄物
処分技術調査」については、周辺情報をすばやくキャッチし、対応していった点が認
められる。
・また、「地下空洞型処分施設性能確証試験」は、周辺の状況変化を十分把握し、研究
計画見直しが必要かどうかといった視点をもって、検討委員会などにも諮りながら進
めている点は評価できる。
【問題点・改善すべき点】
・原子力の利用に伴い発生する放射性廃棄物の安全な処理・処分の実現は、現世代の国
民が果たすべき義務であるが、その技術的成立性を確認するためには、長期にわたる
精力的な技術開発を必要とする。原子力分野特に放射性廃棄物処理・処分分野の研究
開発は、特有の技術的能力を必要とし、長期的視点に立った計画のもとに進められな
ければならない。一方、最近の国の支援する研究開発は、資金配分の公正性、費用対
効果の効率化を考慮して、公募型、競争型で短期の資金供与を通じてなされようとす
る傾向があるが、これは、信頼できる技術能力を有する機関によって、長期にわたり
継続的に進められなければならない性格の事業にとって、研究開発計画を策定し、こ
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れを遂行する上で不具合をもたらしている。このような性格の事業については、資金
配分の公正性を確保し、費用対効果を向上させるために、信頼できる研究開発機関の
選定のためのしくみなどを工夫すると共に、より長期の計画に対する継続的資金供与
を是とする国の姿勢を期待する。
・費用対効果の判断尺度が必ずしも明確になっておらず、何らかの判断指標を用意して
も良いのではないかと考える。その意味では、処分費用の概算見積もり等を参考に、
プロジェクト規模に見合った費用投資が行なわれているかどうかを見ることも考え
られる。その際、相対的に費用の小さな処分だからといって開発投資が小額で済む訳
でもなく、バランスをとることにも留意する必要があることは言うまでもない。
・長期に亘るものについては、終了までの間の社会環境の変化に対応していかないと成
果の利用ができなくなる恐れが多分にある。実施者が実施状況を見ながら必要に応じ
て見直すやり方もあるが、見直しのタイミングを予め設定し、専門家の意見を聞くこ
とで、見直しが適切に行われていることを客観的に説明できるものと考える。
・ウラン廃棄物処分技術高度化開発は、長期にわたる案件であった為、開始当初時にフ
ェーズを区切るなどのチェックアンドレビューの設定を行った方が良かった面がある
かもしれない。
・地下空洞型処分施設性能確証試験については、今後の事業化等環境の変化を見ながら
適宜計画の見直しを行っていただきたい。
・資金配分と費用対効果については、説明資料のみで判断するには難しい。
・費用対効果については、投入費用とその効果の比率が適切であるかどうかは判断でき
ないため評価を行うことができない。ただ、投入費用は今回の生じている成果につい
て過大であるとはいえず、適切な費用投入であったといえよう。効果については、今
回のプロジェクトを通じて人的資源拡充があり、原子力廃棄物分野における研究者、
技術者を新たに生んだ効果はあったのではないかと考えられる。
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６．総合評価
原子力発電による電力供給を基幹とする我が国のエネルギー政策上、その廃棄物の処
分については、国民の安全を確保する形で処理・処分されるよう監督指導すべき責任を
国は有している。本事業も原子力委員会、原子力安全委員会が要請している形で課題が
設定されており、処分事業の実施に至るまでの基礎的研究開発を国が指導、支援すると
いう面から見ても、公益に沿ったもので好ましい資金の投下であると考える。本事業の
実施に当たっては、中立的な研究開発機関により、効率的な研究開発体制、計画のもと、
着実に成果が得られており、文献への掲載、国の委員会資料への情報提供等として貴重
な情報源となっている。また、要素技術ごとに検討委員会を設けて外部有識者の意見を
取り入れつつさらに、処分事業者もそのメンバーに加えて、事業展開がスムーズに行く
ように配慮されている。
ウラン廃棄物処分技術高度化開発については、極めて長期に渡るプロジェクトであっ
たため、チェックアンドレビューの難しさがあったと考えられる。今後継続する地下空
洞型処分施設性能確証試験については、状況の変化に対応して適宜（短いスパンで）専
門家の意見も聞きながら見直しを行っていただきたい。
【肯定的意見】
・本調査は、比較的放射能濃度の高い、あるいは長半減期の放射性物質を含む廃棄物の
処理処分に係るものであり、原子力委員会、原子力安全委員会が要請している形で課
題が設定されている。これに対して、廃棄物の処分の実施に至るまでの基礎的研究開
発を国が指導、支援するという面から見ても、公益に沿ったもので好ましい資金の投
下であると考える。研究開発については、その具体的解決に向けて、中立的な研究開
発機関により、効率的な研究開発体制、計画のもとに、着実に成果が得られており、
これらの処分の今後の進展に対する寄与は非常に大きい。
・処分への国の関与・責任を明確に果たす上で不可欠な事業であり、当初の計画に対し
て順当な成果を挙げていることから、今後も必要な計画は継続的に実施することが望
ましいと考える。
・民間が取り組み難い課題の解決に長期に渡って検討していただいたことは有効である
と考える。長期に渡るものについても専門家の意見をフィードバックする等の対応を
しており適切であった。また、事業化を念頭において実規模の試験計画をするなど、
基礎研究に留まらないことは適切である。国が行うことで得られる客観性のある情報
で今後国民の理解が促進できるものと考える。
・地下空洞型処分施設性能確証試験に対して、今後相当な額の投資が見込まれるが、そ
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の成果は大いに期待できると考えられる。
・原子力発電による電力供給を基幹とする我が国のエネルギー政策上、その廃棄物の処
理を適正に行い、将来に亘って確実に管理していくことは国の責務である。本プロジ
ェクトも国および原子力安全委員会の管理の下、原子力環境整備促進・資金管理セン
ターによる事業実施体制を敷いていることは、その責務を明確にし、中立性、永続性
を持った事業実施のためにもまた、常に内外の動向を把握し、最新の研究開発を行っ
ていくうえで適した計画体制であると考える。また、各テーマにおいても、検討委員
会を設けて外部有識者の意見を取り入れつつさらに、処分事業者もそのメンバーに加
えて、事業展開がスムーズに行くように配慮されている点もすぐれている。
成果においても、効果がすぐ出るような即効的なものはないが、最も重要な基礎デ
ータの取得、基礎的な周辺情報の取得を的確に行い、文献への掲載、委員会資料など
への情報提供など貴重な情報源となっている。また、地下空洞型処分施設性能確証試
験であるが、実規模、実環境における施設建設は長期における安全性確保を行うため
に必要な方法であると考えられ、このようなテーマは国の研究開発でなければ取り上
げることのできないものである。
現在の原子力発電による電力は我々世代がその利益を享受しており、その廃棄物の
処理方法の確立が十分進んでいない状態引きずることは赦されない。ある程度費用を
つぎ込んでも、早期に廃棄物処理方法を確立し、安全性を確保し、国民の原子力発電
に対する不安感を払拭することが国には求められる。また、この技術を持って世界を
リードする立場に立ち、貢献することも我が国の責務であると考える。
【問題点・改善すべき点】
・極めて長期に渡るプロジェクトであった為、チェックアンドレビューの難しさがあっ
たと考えられる。進め方の確認は状況の変化に合わせて対応する方法と、予め見直し
のタイミングを定めておきスクラップアンドビルドを行う（フェーズを区切るなど）
の方法があり、それらの方法の選択も含めて進め方の検討を行っても良かったのでは
ないか。
・今後継続する地下空洞型処分施設性能確証試験については、状況の変化に対応して適
宜（短いスパンで）専門家の意見も聞きながら見直しを行っていただきたい。また、
成果が有効に利用される為に、今後フォローしていただきたい。
・地層処分は国の主導、それ以外（今回対象の管理型処分も含む）は国の支援という位
置付けとなっているが、線引きについては今後も議論されるべきと考える。
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・ウラン廃棄物の処分技術高度化については、実用性や波及効果といったことについて、
踏み込んだ評価が行われておらず、更に議論を深めていくと良い。
・３つの計画の評価すべき内容、視点及びフェーズがそれぞれ異なっており、全体を同
じ指標で評価するのは難しい。
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言
本事業で対象としているウラン廃棄物の処分技術開発、及び余裕深度処分に係る技術
開発について、ある程度の進展が得られており、将来の実施を期待できる段階までに至
っている。しかし、処分の対象となる低レベル放射性廃棄物の放射能濃度や総量、物理
的化学的性状は多種多様で、これらを統一的な考え方に基づいて処分し、国民の安全を
確保するという目的に対して、一貫した方策で、長期の安全を確保する形で処分を実施
するに至るまでには、引き続き基礎的な研究開発が必要である。
限られた予算の中で、全体でのバランスを考慮して事業選択を行う必要がある一方
で、地球温暖化対策等の観点から原子力発電の重要性がますます高まる昨今、より安全
かつ技術的信頼性の高い放射性廃棄物処分方法を早期に確立する必要があり、ある程度
の集中的な資金投入も必要と考えられる。既存技術から、処分事業を実施する側が主体
的に実行可能と考えられる課題と、費用投資にリスクを伴うが、達成が大きな効果を生
むと考えられる課題とを選別する基準あるいは考え方をより明瞭にしておくことが望
ましい。
放射性廃棄物処分の問題を大局的かつ中立的に見て効率的に解決するには、国の積極
的な支援が不可欠であり、今後は現在にも増して、より一層の予算的措置と指導的役割
を期待したい。
これらの研究開発については、官民の役割分担を明確にした上で、中長期的な計画を
立て、各処分事業に有効に活用できる情報をタイムリーに得る必要がある。その点で、
現在進めている「地下空洞型処分施設性能確証試験」は実規模、実環境下での試験であ
るため、成果は具体的で、事業者が有効に使用できるものであると期待される。
【各委員の提言】
・原子力発電及び核燃料サイクルに伴って発生する放射性廃棄物には、再処理工場から
発生する高レベル廃棄物（放射性物質をガラスで固化したもの）と、サイクルの各所
から発生する低レベル廃棄物（放射性物質で汚染した様々な材料）がある。その処分
の安全性については、含まれる放射能レベルの観点からは、高レベル廃棄物が特に注
目されるが、高レベル廃棄物は、物量（ガラス固化体の体積）が限られており、物理
化学的性状が一様であるという点で、長期の安全性を論じる上では、容易ということ
ではないが比較的対処しやすい面がある。これに対して、低レベル廃棄物の場合は、
放射性物質で汚染した様々な材料であるため、物量は高レベル廃棄物に比べて大きく
、物理化学的性状も廃棄物ごとに異なっており、長期の安全性を論じる際にも、対処
が困難である。低レベル廃棄物については、その放射能レベルが低いため、より少な
い経費で、より簡素なバリア（工学バリア、天然バリア）により処分することが求め
られ、処分についての研究開発にも大きな投資はなされてこなかった。
一方、人間及び環境に対する安全という観点からは、これらの廃棄物が長期に残留
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する放射性核種を有意に含む場合は、より簡素なバリアで十分安全が確保されるかど
うかについては、公正中立な立場で、国あるいは研究開発機関が、技術システムを実
用化候補にまで発展させる段階までを中心に、大きな役割を果たしていく必要がある。
これまでの国の事業により、本事業で対象としている、長半減期のウランとその子孫
核種を含む廃棄物の処分、および比較的放射能濃度の高いあるいは長半減期の放射性
物質を含む廃棄物の余裕深度処分について、ある程度の進展が得られており、将来の
実施を期待できる段階までに至っている。しかし、処分の対象となる低レベル廃棄物
の放射能濃度や総量、物理的化学的性状は多種多様で、これらを統一的な考え方に基
づいて処分し、国民の安全を確保するという目的に対して、一貫した方策で、長期の
安全を確保する形で処分を実施するに至るまでには、まだまだ基礎的な研究開発が必
要である。各事業者は、廃棄物発生者としての立場から、孤立して課題に取り組んで
いるため、この問題を大局的かつ中立的に見て効率的に解決するには、国の積極的な
支援が必要と考える。この意味で、本事業において、国はその研究開発を支援すると
いう形で、積極的に関与を示す姿勢を示しており、国の事業として妥当なものである
が、今後はこれにも増して、より一層の予算的措置と指導的役割を期待したい。
・既存技術から、処分事業を実施する側が主体的に実行可能と考えられる課題と、費用
投資にリスクを伴うが、達成が大きな効果を生むと考えられる課題、とを選別する基
準あるいは考え方にやや不明瞭な部分があると思われる。
費用対効果の評価は非常に難しく、まず、全体としての費用投資枠を議論し、その
中で効果的な成果が生み出されたかどうか、を考えることも考えられる。
・現在進めている「地下空洞型処分施設性能確証試験」は実規模、実環境下での試験で
あるため、成果は具体的で、事業者が有効に使用できるものであると考える。
国の関与として、地層処分は「主体的」それ以外の管理型処分等は「支援的」の区
分は理解できるが、放射性廃棄物処分の課題は早急に解決しなければならない国家的
課題であると考えられる為、今後も国の積極的な支援が有効であると考える。
・今後、地下空洞を利用した処分施設の性能確証試験が順次行われることになっている。
研究開発計画は平成 23 年度まで示されているが、処分の実施主体が必要とする情報
をタイムリーに提供する必要があり、事業との平仄を考慮した研究成果が得られるよ
うにする必要がある。平成 23 年度以降長期にわたり実施する場合も、これを考慮し
た計画・内容とする必要があろう。
・本事業も含め放射性廃棄物処分全体で有効な方法を模索していく必要がある。限られ
た予算の中で行われるため、全体でのバランスを考慮して事業選択を行う必要がある。
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しかし、一方で原子力発電は日々操業され廃棄物も生じているため、より安全かつ永
続的な処分方法を早期に確立する必要もあり、ある程度の集中的な資金投入も必要と
考えられる。今後の世界的な地球温暖化対策のために原子力発電の重要性は高まるで
あろうが、廃棄物処理の課題は避けて通ることができず、我が国の技術開発への期待
も大きいと考えられる。
今後研究開発計画を立てるにあたっても世界的なこのような状況、また研究開発の
動向を定期的に情報収集し、世界の中で活用できる技術としてまた、最も条件の厳し
い地震国として事業展開に向けた研究開発を行うことが求められる。
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（個別要素技術に関するコメント）
①ウラン廃棄物処分技術高度化開発
【成果に対する評価】
・ウラン廃棄物に含まれる放射能は、レベルは高くはないが、長期に残留するという特
徴と、ウランそのものが天然に存在するという特徴を有している。このため、そのク
リアランス、廃棄物処分等の処理処分方針についても、未だ十分一致した見解が得ら
れていない面がある。本事業では、長期的視点に立って、ウラン廃棄物の処理・処分
で問題となる、廃棄材料からのウランの除染、残留ウラン濃度の測定、ウランの子孫
核種であるラドンの挙動評価を課題とし、新しい方法の確立や評価の視点の確立も含
めて研究開発を行っている。設定目標は達成困難にも思えるものであったが、それぞ
れのテーマについてこれを満足する成果が得られており、ここに到るまでの努力を高
く評価する。
・それぞれのテーマについてよい成果が得られており、ここに到るまでの努力を高く評
価する。クリアランスに関する除染技術、検認技術については、経済性や技術信頼性
などを考慮して実用化の是非を議論できるよう、成果の公表や、本研究開発に携わっ
た人材の議論への参加が望まれる。
・除染技術の高度化を目的として、クリアランスレベルを達成できる可能性のある開発
技術が提示されたことは非常に良い。一方、吸着材の検討では、飽和吸着量が２倍程
度というのは目標レベルとして低く、シーズ研究としてはやや物足りない。安全性の
評価技術としては、重要基礎データの集積が進んでおり、当初に目指したものはほぼ
達成されたものと評価できる。
・目標とした成果は得られており、妥当なものであったと考える。
・開発成果は事業者が使わないと投資効果が期待できないことになる。技術開発にあた
っては、このような視点も考慮して進めていくと、より良い成果となろう。
【事業化の見通しに関する評価】
・成果は、今後安全委員会等で議論されるウラン廃棄物のクリアランス、処分に関する
議論及びその後の事業者による処分実施に活用されることが期待できるので、積極的
に成果を提示していくことが必要である。
・ウラン廃棄物処分事業そのものを強力に推し進める成果とはいえないが、安全担保の
ための除染技術、検認技術の開発要所を押さえており、事業化へのサポートは十分達
成されている。
・クリアランスレベルを達成する除染技術は実用化にむけて、基礎データを着実に積み
上げていただくことを期待する。一方、何が何でもクリアランスを達成することに固
執せず、コストとのバランスを考えて除染の目標をどう設定するべきかを考えること
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も必要と考える。
・既に成果が事業者の検討にも反映されるなど活用されている。今後より成果を広く活
用されるべくフォローをしていただきたい。
・前述の通り、ウラン廃棄物が発生する多くの小規模事業者もあり、技術開発に際して
は、このような事業者が導入できるようなリーズナブルなコストであることも視野に
入れて事業化の検討をすることも重要である。
②低レベル放射性廃棄物処分技術調査
【成果に対する評価】
・本調査研究は、限られた資金と期間の中で、処分・規制の海外動向、性能評価試算、
安全対策の検討に関する貴重な調査結果を得ている。これらの成果（報告書）は、原
子力安全委員会の低レベル廃棄物埋設に係る安全基準の設定の議論において活用され、
余裕深度処分という困難な課題の解決に向けて重要な寄与をしており、よい成果が得
られたと評価できる。
・本調査研究の成果は、安全委員会等の議論に活用されたことからも、意義のある成果
が得られたと評価できるが、余裕深度処分の安全確保、技術的成立性の議論には、長
期の評価における不確実性の取扱いや、処分に特有の受動的安全系における安全確保
の考え方など、概念的に難しく未解決の課題が含まれている。調査研究の成果は、こ
うした課題について諸外国はどのように対処しているか、我が国はどう考えるべきか
などが、理解できるよう提示されるべきである。この点で、成果の提示においても今
後においてはさらなる工夫が望まれる。
・海外動向調査として類似概念を調査することは、大いに参考となるが、調査は調査で
あり、我が国における検討結果への反映がどの部分にあったのか、もう少し明確に出
来るとよい。
・性能評価に係わる感度解析や不確実性解析は、多様な廃棄物が想定される処分体系で
は、これまであまり評価が進んでいなかったため、成果としては大いに価値がある。
やや、成果の公表が少ないので、もう少し意識的に行っていただきたい。
・目標とした成果が得られたものと理解している。
・調査内容は極めて妥当であり、その成果は、我が国で実施する確証試験に十分反映さ
れている。
【事業化の見通しに関する評価】
・ここでの成果は、安全委員会における余裕深度処分の安全基準の策定の議論に活用さ
れ、基準策定の後は、「③地下空洞型処分施設性能確証試験」のような実規模試験な
どを経て、実施に至ることが期待される。この意味で、本研究開発は、余裕深度処分
の事業化に向けての見通しを与えるために良い貢献をしたと評価できる。
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・性能評価に係わる感度解析や不確実性解析は、処分成立性を述べる上で重要な情報で
あるが、現状ではサイトジェネリックな評価を抜けきれず、処分場の環境に合わせた
処分システムへの設計対処の観点で整理されて初めて事業化への橋渡しが出来るもの
と考えられる。
・調査結果は今後の事業化に向けて活用できるものと考える。
③地下空洞型処分施設性能確証試験
【成果に対する評価】
・余裕深度処分に対する、地下空洞型処分施設に対する実規模、実環境におけるわが国
初の確証試験であり、今後実施が想定される事業に対する貴重な試験となる。これま
での進行は順調であり、こうした処分が実施可能であることを具体的に示しており、
今後の成果が期待される。
・わが国において初めて実施される実規模大の地下空洞型処分施設の実証試験であり、
今後の処分実施の工学的技術成立性を判断する重要な試験となる。また、本試験は、
直接的には、地下 50 から 100 メートルの余裕深度における空洞型処分を対象として
いるが、この成果はまた、300 メートルよりも深い地下に空洞型で埋設する TRU 廃
棄物の処分にも応用できると考えられる。深度や空洞規模、岩体の性状等の相違を考
慮して、適用の可否を論じるなどして、成果ができる限り広く活用できるようにする
ことが望まれる。
・実際の巨大構造物を作ったという経験は非常に重要であり、事業化という観点からす
れば、その効果は非常に大きいものがある。
・現状で適切な試験計画がなされていると考える。
・現在までの実施事項の達成度は十分であり、成果も上がっている。
【事業化の見通しに関する評価】
・施工管理技術開発として実際に構造物を確認できた意義は大きいが、処分基盤技術を
確証するという目的に対して、施工技術の確認だけでは時間的長さに比較して余りに
も短すぎる。物が作れたということと、それが性能的に確認できたということには、
少し差があるので、今後、構造物の長期的な安定性に対して、どの様に対応させてい
くのかという検討を行うことで、本検討の成果が事業化に対して大きな意味を持つこ
とになるのではないか、と考えられる。
・今後事業化の動向、社会環境の変化等を見極めて、試験内容、工程の適切な見直しを
適宜実施していただきたい。
・事業化については、今後の試験の成果に期待したい。
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評点法による評点結果
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第４章 評点法による評点結果

「管理型処分技術調査」に係るプロジェクト評価の実施に併せて、以下に基づき、
本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結果は「３．評点
結果」のとおりである。
１．趣

旨

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評
価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入
の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9
回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法につい
て、
(1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、
(2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、
との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評
価を行っていくことが確認されている。
また、平成 17 年 4 月 1 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、
プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと
が規定されている。
これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、
(1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、
(2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、
を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。
本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、
評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書
を補足する資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。
２．評価方法
・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同
様>）で評価する。
・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０
点に該当する。
・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参
照し、該当と思われる段階に○を付ける。
・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評
点を付ける。
・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。
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３．評点結果

（管理型処分技術調査）
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「管理型処分技術調査」プロジェクト評価（中間）
今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針
提 言
対 処 方 針
○本事業で対象としているウラン廃棄物の処分技術開発、及び余裕 ○放射性廃棄物の処分技術の確立等においては、技術基盤の継
深度処分に係る技術開発について、ある程度の進展が得られてお 続的な強化を図り、客観性をもって技術の信頼性や処分の安全性
り、将来の実施を期待できる段階までに至っている。しかし、処分の を高めるとともに、処分事業や規制に先行する形での技術の整備
対象となる低レベル放射性廃棄物の放射能濃度や総量、物理的化 を進め、もって処分計画全体の着実な進展に資する。
学的性状は多種多様で、これらを統一的な考え方に基づいて処分
し、国民の安全を確保するという目的に対して、一貫した方策で、長
期の安全を確保する形で処分を実施するに至るまでには、引き続き
基礎的な研究開発が必要である。
○限られた予算の中で、全体でのバランスを考慮して事業選択を行
う必要がある一方で、地球温暖化対策等の観点から原子力発電の
重要性がますます高まる昨今、より安全かつ技術的信頼性の高い放
射性廃棄物処分方法を早期に確立する必要があり、ある程度の集
中的な資金投入も必要と考えられる。既存技術から、処分事業を実
施する側が主体的に実行可能と考えられる課題と、費用投資にリス
クを伴うが、達成が大きな効果を生むと考えられる課題とを選別する
基準あるいは考え方をより明瞭にしておくことが望ましい。放射性廃
棄物処分の問題を大局的かつ中立的に見て効率的に解決するに
は、国の積極的な支援が不可欠であり、今後は現在にも増して、より
一層の予算的措置と指導的役割を期待したい。

○外部有識者等の協力のもと技術評価に関するプロジェクト評価
検討会を通じて、引き続き、研究開発の着実な実施や効果的・合理
的に成果が得られるよう取り組むほか、処分事業や安全規制の基
盤として必要かつ重要なテーマの選定、関係研究機関間での重複
の排除や連携等による効率化を図っていきたい。

○これらの研究開発については、官民の役割分担を明確にした上
で、中長期的な計画を立て、各処分事業に有効に活用できる情報を
タイムリーに得る必要がある。その点で、現在進めている「地下空洞
型処分施設性能確証試験」は実規模、実環境下での試験であるた
め、成果は具体的で、事業者が有効に使用できるものであると期待
される。

○本確証試験は、処分施設の実現性や信頼性の提示を目的とし
て、施設の施工・性能確認に係る確証試験を実施するものである。
事業スケジュールに基づき実施し、検討委員会を設けて外部有識
者の意見を取り入れつつ、適切な運営・管理を行うこととしている。
また、処分の実施主体をはじめ、関係機関との情報共有、意見交
換等も行っていきたい。

参考資料
研究開発実施者提供資料

ウラン廃棄物処分技術高度化開発
1. 背景と目的
昭和 59 年 8 月、原子力委員会より「放射性廃棄物処理処分方策について（中間
報告）」が報告され、原子力発電所から発生する低レベル放射性廃棄物の処分方針が
示された。これを受け、昭和 60 年 10 月に陸地処分の安全規制の基本的考え方、昭和
62 年 2 月には埋設事業許可申請が可能な放射能濃度上限値がそれぞれ原子力安全
委員会によって決定され、発電所廃棄物の処分事業の具体化が進められた。
原子力発電所からの廃棄物以外の、TRU 廃棄物、高レベル放射性廃棄物、ウラン
廃棄物の処分については、昭和 60 年 10 月に結論された原子力委員会報告「放射性
廃棄物処理処分方策について」の中で方針が示され、ウラン廃棄物については「処分
の具体的なあり方、放射性物質としての特殊性を考慮に入れる必要がないものの範囲
等については、TRU 核種を含む廃棄物とは別に検討を進めていくことが適当と考え
られる。」とされ、処分方策に関する検討の必要性、及び進め方に関する勧告がなさ
れた。
上述の昭和 60 年 10 月原子力委員会報告「放射性廃棄物処理処分方策について」で
は、ウランの特徴として自然界に極めて広範に存在するものであること、比放射能が
低いことが挙げられた。
これらからは、
・ 比較的低濃度であれば厳重な処分システムを必要としない可能性があること
・ 比較的除染が容易に行える可能性があること
が示唆された。
本開発調査における目的は、これらの可能性についての技術的検討、データ取得の
ための試験を実施し、ウラン廃棄物の処理処分方策の検討に資する情報を得ることで
あった。検討経緯は次項に示すが、ウラン廃棄物の処理処分方策検討において普遍的
に重要な事項として次の２点が挙げられる。
・ウラン廃棄物からウランを除去し､濃度をできるだけ低減すること(ウラン除染)｡
・ウラン廃棄物処分の環境安全評価におい て ､ 過 度 に 保 守 的 な 評 価 を 行 う こ と な く 、
線量を適正に評価すること（線量評価モデル及びパラメータの適正化）。
本事業は、以上のような背景のもと、昭和 63 年度から、ウラン廃棄物の処分シス
テムについて検討すると共に､密接不可分の関係にある処理技術のシステム検討及び
確証試験(ウラン廃棄物の除染技術､回収技術等のシステム検討及び確証試験)を行い､
より一層の安全かつ合理的なウラン廃棄物処理・処分方策確立に資することを目的に
進め、平成 19 年度をもって完了した。
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2. 開発目標と計画概要
ウラン廃棄物に係る本プロジェクトの全体実施事項とスケジュールを表−1に示す。
本事業は昭和 63 年度〜平成 19 年度まで実施され、全体は３期に区分される。
Ａ．第１期（昭和 63 年度〜平成 5 年度）
第１期は原子力委員会等で行われたウラン廃棄物の処理処分方策検討に必要な
情報を得るべく、ウラン廃棄物の除染処理並びに実用的処分システムの検討を実施
した。
除染技術に関しては、①雑固体(不燃性･難燃性)、②気体フィルタ､③スラッジ、
④焼却灰、の４種類の代表的廃棄物形態（図−1）を対象に、適用可能な除染技術
及び除染性能の試験・検討を実施した。
処分技術に関しては、実用的な処分システム検討を目的として、処分システムの
構成及び安全性･経済性等について検討した｡その結果､実用的な処理処分システム
の具体化に向けて、除染技術の高度化・測定技術の高度化・実用処分システムの
ケーススタディ等の課題が抽出された。
Ｂ．第２期（平成 6 年度〜平成 12 年度）
第２期は、第１期にて抽出された課題について継続的な検討を行った。
除染技術に関しては、全種類の廃棄物についてクリアランスレベルを達成できる
可能性をもつ処理技術として、フッ素化除染を選定し検討を行った結果、その有効
性が確認され、技術上のブレークスルーとして位置付け得るものと考えられたが、
同時に検認可能な測定技術も併せて開発する必要があるとの見解を得た。また、
低濃度ウランの測定評価技術高度化検討を既存の測定技術をベースに実施した。
処分技術に関しては、現実的な評価パラメータ取得を目的とし、農作物移行係数
及び土壌分配係数のデータ取得試験を実施した。その結果、①スラッジ及び焼却灰
の高度除染、②微量ウラン濃度測定、③ウラン子孫核種であるラドンの環境挙動
パラメータの適正評価、が技術的課題として解決されるべきであることを明らかに
した。
Ｃ．第３期（平成 13 年度〜平成 19 年度）
本政策評価対象期間を含む第３期は、第２期で明確化した課題解決に向け、除染
技術開発（フッ素化除染･アルカリ融解/電解透析除染）､クリアランス検認のための
品質保証高度化を目的としたウラン濃度測定システム(光中性子法)の開発､及び
処分技術の高度化に向けた長期安全性評価に関わるラドン挙動データの採取を
実施した。
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図−1 ウラン燃料加工施設から発生するウラン廃棄物
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表−1 実施事項とスケジュール
年
度
実施項目
1. 除染技術開発
①硝酸除染・超音波除染等
②フッ素化除染
③アルカリ融解／電解透析除染
④溶融除染
⑤難除染ウラン廃棄物対策
2.品質保証高度化 （測定・検認技術開発）
①グリッドイオンチェンバー
②パッシブガンマ
③光中性子法
④溶融金属体クリアランス検認）
3.処分システムの検討
①海外訪問調査
②経済性評価
③処分システムの検討
4.評価パラメータ測定
①日本の農作物移行係数
②土壌分配係数
5.ラドン挙動調査
①散逸割合
②拡散係数
6.解体試験
①硝酸除染装置
②フッ素化除染装置

第１期
昭和
63 元

2

3

4

5

6

7

第２期
平成
8
9
10

第３期
11

12

13

14

15

16

17

18

19

第３期の主要実施内容を以下に総括する。
(1) 除染技術開発
我が国におけるウラン廃棄物処理処分の基本的な考え方は､除染処理等によって
放射性核種濃度を低減しクリアランスレベル以下※1 になるものは､放射性廃棄物として
取扱う必要のないものとし、処分または再利用する方針としている※2｡しかし､我が国
では､ウラン廃棄物のクリアランスレベルが現状では定まっていないため､本研究
開発では IAEA の TECDOC855 で提案されている 0.3Bq/g をクリアランスレベル
想定値として、これを達成する除染技術の開発を目的に実施した。
※1「ウラン廃棄物処理処分の基本的考え方について」
平成 12 年 12 月，原子力委員会 原子力バックエンド対策専門部会報告より
※2 クリアランスレベル
ウラン廃棄物のクリアランスレベルは、IAEA の TECDOC-855 (1996 年)では 0.3Bq/g という値が
提案されているが、我が国では現在検討段階である。近年の情勢としては、IAEA RS-G-1.7(2004 年)
を取り入れた 1Bq/g(天然に存在するウラン核種)の導入が検討されている(第 12 回放射性廃棄物・廃止
措置専門部会，原子力安全委員会、2006 年 10 月)。なお、天然に存在するウラン核種はウラン 238、
235、234 であり、クリアランス検認においては、それぞれの核種濃度が 1Bq/g 以下であることを確認
すれば良いとされる。
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(2) 品質保証技術開発（測定・検認技術開発）
ウラン燃料加工施設等の運転によって発生するウラン廃棄物をクリアランス化
する場合、それを確認するためのクリアランス検認が必要となる。現在、ウラン濃度
の測定についてはウランからの α 線や γ 線を測定する手法が一般的であるが、単純
形状の表面汚染廃棄物や均一なウラン廃棄物以外は測定が困難な状況にある。クリア
ランス検認を行うためには、内部汚染物(内面汚染のある配管や機器等)や､ドラム缶に
入った雑固体廃棄物等をクリアランスレベル以下まで効率的かつ精度よく測定する
必要がある。
本研究では、このクリアランスレベル相当のウラン濃度を測定可能なシステム開発
を目的として､電子線型加速器（LINAC）で生成した制動 X 線を測定対象に照射し、
ウランの（X,n）反応により発生する遅発中性子を測定することで、極微量のウラン
を遠隔かつ非破壊で定量化する技術（光中性子法）を開発した。
(3) ラドン挙動調査
ウランは放射性崩壊によって長期に亘りラジウムを蓄積すると共に、その子孫核種
ラドンは気体であり、地中から地表に移行し放射線被ばくをもたらす。ウラン廃棄物
処分の安全性評価においては、このラドンによる被ばくを考慮する必要があり、以下
の３項目のパラメータを必要とする。
①ラドン散逸割合

：廃棄体から土間隙への移動量を算出。

②ラドン拡散係数

：土から地表面までの移動量を算出。

③ラドンの屋内浸入率

：地表面流出から人の吸入までの移動量を算出。

ラドンの屋内浸入
重要なパラメータ：
Rn屋内浸入率(③)

土

土中のラドン
移動
重要なパラメータ：
Rn拡散係数(②)

廃棄体からの
ラドン散逸
重要なパラメータ：
Rn散逸能(①)

U廃棄物

図−2 ウラン廃棄物からのラドン移行
本研究では、廃棄体からのラドン散逸割合、及び土壌中ラドン拡散係数の調査を
実施し、ラドン被ばくに関わる長期安全性評価で使用可能なデータとして取り纏めた。
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3. 成果
(1) 除染技術開発
本研究開発では､｢フッ素化除染｣･｢有機酸等除染｣･｢アルカリ溶解／電解透析除
染｣･｢鉱物化除染｣･｢超臨界炭酸ガス除染｣･｢超高圧水除染｣について予備調査を行い､
これらのうち､クリアランスレベル相当を可能とする有望な除染技術として選定した
｢フッ素化除染｣･｢アルカリ溶解／電解透析除染｣を対象に研究開発を進めた。
・フッ素化除染技術
三フッ化塩素ガス(ClF3)をウラン廃棄物に接触させて、廃棄物に含まれるウランを
UF6 の形で分離･除染する方法であり、研究開発は平成９年度から着手した。
反応容器にロータリーキルン式装置を用いた実機処理の模擬では、クリアランス
レベル相当値以下にまで除染することに成功し、工業化に必要な反応速度定数や材料
腐食率を取得した。
下図にフッ素化除染システムの概要を、以降に研究経緯と成果を取り纏める。

図−3 フッ素化除染システム（概念図）
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《平成 16 年度までの成果》
ウラン廃棄物のうち、高濃度のウランを取り込む焼却灰･スラッジ･フィルタなどを
対象に、高度な除染レベルが達成可能であり、二次廃棄物の発生量低減が期待できる
乾式除染技術の開発を実施した。
①1g 規模試験
スラッジのアルミ澱物を除く、全ての対象廃棄物でクリアランスレベル相当に
除染可能であることを確認した。
②設計データ取得試験
主なスラッジの鉄澱物を対象に、除染時間･温度･残渣中ウラン濃度等の関係から
除染性能評価式を導出した。
《平成 17 年度成果》
CLF3 使用量の低減を目的としたループ※3 除染試験装置の設計･検討及び開発(試験
装置の改良･部品購入)を実施した。
※3 ループ試験：
ループ試験装置に充填した ClF3 循環させ、反応容器内の試料中のウランをガス化し、分離回収装置
で UF6 を回収するもの。

《平成 18 年度成果》
ループ除染試験装置の製作及び予備試験を行うと共に、実機除染装置設計に必要な
データの取得･取り纏めを実施した。
①ループ除染試験
ClF3 の使用量低減を目的としたループ除染試験装置を製作し、鉄澱物を試料に
用いたループ除染試験を実施した。試験の結果、ワンススルー除染試験と同様の
除染効果が得られ、ClF3 ガス使用量の低減が可能であることを確認した。
③除染装置の設計評価（設計データ取得試験）
鉄澱物より複雑な成分を含有する焼却灰の反応速度式を構築し､除染性能を評価
した。また、これを踏まえ実機除染装置の設計に必要な設計式を作成した。
④総合評価
既往除染試験の結果に基づき、ウラン廃棄物の実機除染装置の概念設計に必要な
下記データを取り纏めた。
・ｳﾗﾝ廃棄物の除染試験…除染運転ﾊﾟﾗﾒｰﾀを提示。
・ｳﾗﾝ廃棄物ｼｽﾃﾑ

…除染ｼｽﾃﾑﾌﾛｰを作成し､各ｳﾗﾝ廃棄物の物質収支を作成｡

・ｳﾗﾝ廃棄物除染装置

…実機除染装置の規模・配置検討を実施。
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《平成 19 年度成果》
硝酸除染設備とフッ素化除染設備の解体試験を行い、前者から除染に関するデータ
を、後者からは汚染と腐食状況に関わるデータを取得した。
①硝酸除染設備解体試験
設備の汚染状況、解体作業性や作業時の除染特性の調査を行うと共に、解体時に
採取した試料を用いて、クリアランス搬出を想定した除染試験と除染性確認のため
の測定を実施した。
採取時の状態

除染 1 時間後
（濡れウェス拭き取り）

図−4 解体作業状況(粗粉砕機)

図−5 除染処理前後での表面状態変化

②フッ素化除染設備解体試験
汚染状況や腐食状況を調査し、フッ素化除染システムの概念設計に反映可能な
腐食
生成物

樹脂

情報を取得した。
母材

25μm

表面

SEM

Ni
図−6 断面 SEM/EDX 観察結果（550℃）
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F

・アルカリ融解除染／電解透析除染技術
除染が極めて困難なスラッジ類･焼却灰を対象とした除染技術で､廃棄物を酸(硫酸)
とアルカリ(苛性ソーダ)を用いて全溶解した後、発生した酸溶解液・アルカリ溶解液
から吸着材を用いてウランを選択的に吸着分離する方法である。
本研究では、対象廃棄物のほぼ全溶解が可能であることと、その溶液から吸着材を
用いてウランを回収できることを確認すると共に、そのプロセス開発のための基礎
データ(ウラン吸着材の最適仕様など)を取得した。
下図にアルカリ融解除染システム概要を、以降に研究経緯と成果を取り纏める。
スラッジ・焼却灰
酸溶解は2回
酸溶解槽

酸廃液希釈・pH
調整槽

廃液

ろ過器
残渣

廃液

電気炉
酸・ｱﾙｶﾘ廃液
混合槽
ｱﾙｶﾘ溶解槽

ｱﾙｶﾘ廃液希釈・pH
調整槽

ウラン吸着槽（塔）

廃液

ろ過器

ウラン吸着材
（焼却処分）

残渣

ウラン廃棄物

廃液
沈殿槽
再生
NaOH

沈殿
クリアランスレベル
相当以下の廃棄物

廃液
電解透析槽

廃液

赤：汚染
青：非汚染

：機器
：廃棄物

再生H2SO4

図−7 アルカリ融解／電解透析除染法の原理と概要
《平成 16 年度までの成果》
平成 14 年度の予備調査を踏まえ、平成 15 年度は日本原子力研究所高崎研究所で
開発された吸着材を用いて吸着試験を実施した結果、吸着性向上のためには妨害元素
及び最適 pH の調査が必要であることが判明した。
平成 16 年度は２種類の吸着材(リン酸型､アミドキシム型)のウラン吸着バッチ試験
を実施し、各実廃液の pH によるウランの吸着率･分配係数の変化を確認した。その
結果、アミドキシム型吸着材は、酸廃液・アルカリ廃液の両方に使用でき、システム
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を簡略化できる可能性が判明した。また、予備調査で全溶解に達しなかった疑似鉱物
化試料に対して溶解試験を行い､前処理（溶融温度を低下させ､余裕坩堝からアルミナ
溶出を防ぐ)を行うことで全溶解できることを確認した。
《平成 17 年度成果》
①ウラン吸着材の開発
工業規模での使用条件を考慮し､ウラン吸着性能に影響する官能基密度を変更
することでウラン吸着量を向上させたアミドキシム型吸着材（平成 14 年度選定）
を開発すると共に、諸特性の評価を行った。ウラン溶液中(pH：8,100ppb)に
おける吸着性能は 2 時間で 98%以上のウランを吸着･回収し、吸着材中のウラン
濃度は従来型と比較して約 3 倍であることを確認した。
②ウラン飽和吸着容量確認試験
廃液発生量の削減をめざして最小希釈率の確認を行うと共に､カラム試験により
ウラン吸着材(従来型･新型)の飽和吸着容量を確認したところ､従来型は新型に
比べ吸着容量が 2 倍以上大きくなる結果を得た。
③ウラン吸着速度確認試験
ウラン吸着容量が最も大きい従来型吸着材について、通液速度とウラン吸着性能
の関係を確認した結果、通液速度が遅いほど吸着性能が良好であることが判明した。
また、バッチ式でのウラン吸着試験の結果、従来型吸着材 3cm3 で 200ml の廃液を
処理すると、ウラン濃度を 0.01ppm まで低減可能であることが判明した。
④電解透析確認試験
電解透析によるカラム試験で用いた実廃液中の硫酸(H2S04)と水酸化ナトリウム
(NaOH)の回収状況について確認した結果､約 8 割が回収可能であるとの見通しを
得ると共に､バッチ数に関係なく廃液中の金属元素約 7 割が回収液へ移行すること
を確認した。
《平成 18 年度成果》
①ウラン吸着前処理技術調査
溶液中のウランと鉄を分離する前処理技術（4-メチル 2-ペンタノン(MIBK)を
溶媒とする溶媒抽出法）について調査したが、分離できないことが判明した。
②ウラン吸着性能評価
カラム試験において､カラム出口の廃液中ウラン濃度が 0.01ppm を超えるまでの
通液量と SV 値の関係を明らかにし、SV 値･カラム段数が異なる場合でも破過曲線
を推定可能な関係式･定数を明らかにした。また、バッチ試験では、昨年度の成果
を踏まえた吸着材再利用の有効性について確認した。
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③全体システム総合評価
某事業所で保管する 200çドラム缶 2,717 本のスラッジ･焼却灰のウラン廃棄物
は､アルカリ融解／電解透析除染法で除染することで､332 本に低減できる試算結果
を得た。また､１日に 100kg のウラン廃棄物を処理する場合、最も合理的な設備
構成による同除染法の設備面積は 320m2 であり、人工数は大型集約型設備形態で
ウラン吸着処理をバッチ処理したケースで 36 の人･h/日の試算結果を得た。同時に､
必要な消耗品量を明らかにし、その結果、必要なウラン吸着材料はバッチ処理で
2.8m3/日､カラム処理で 4.3m3/日の資産結果を得た。
《平成 19 年度成果−ウラン吸着材の性能確認試験》
浅地中処分を前提にウラン廃棄物の処分方策を確立することを目的に、ウラン燃料
加工施設で発生するウラン廃棄物の合理的な処理処分システムの実現に資するため、
ウラン廃棄物のうちスラッジ類・焼却灰を全溶解した後、その溶液からウランを吸着
分離する技術開発を実施した。
①ウラン吸着材の基本仕様確認
ウラン吸着材の基本仕様である粒径とウラン抽出剤(TOPO)含有率をパラメータ
として､模擬廃液を用いて吸着試験を２ケース実施し､最適仕様は粒径 φ0.71〜
1.00mm､TOPO 含有率 30g/L であることを確認した。また､ウラン分配係数
9.2E+2ml/dry-g を得ると共に、吸着時にウラン選択性が高いことも確認した。
以下にウラン吸着材の反応式並びに光学顕微鏡写真を示す。
2TOPO + UO2SO4

UO2SO4・2TOPO

ゲル化したアルギン酸カルシウム
マイクロカプセル

UO2SO4

TOPO

1mm

図−8 ウラン吸着材の光学顕微鏡写真
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②ウラン吸着材の吸着特性の確認
実廃液によるウラン吸着試験（バッチ式・カラム式）により、それぞれのウラン
吸着特性及び実機での最適処理方法を検討した。
バッチ式では、ウラン吸着材を交換しつつ目標除染レベルまで除染する方法が
最適で､ウラン吸着材を 4〜8h/ﾊﾞｯﾁで交換することで､累積浸漬時間約 80h(10〜20
ﾊﾞｯﾁ)で酸廃液中のウラン濃度を 0.01ppm 以下に除染できる見通しを得た。なお、
最適固液比におけるウラン吸着容量は約 30mg-U/dry-g(約 1.7mg-U/cm3)であった。

実酸廃液中U濃度(ppm)

100.00

10.00

y = 48.078e

-0.1071x

1.00

0.10

0.01
0

10

20

30

40
50
浸漬時間(h)

60

70

80

図−9 バッチ試験結果（累積浸漬時間 vs. ウラン濃度）
カラム式では､SV1 以下の条件で除染する方法が最適で､SV 値を 1 にすることで､
酸廃液中ウラン濃度を 51ppm から 0.01ppm 以下に除染できた｡なお､このときの
ウラン吸着材単位体積あたりの廃液処理能力は 2.5ml/cm3、ウラン吸着容量は約
1.2mg-U/cm3 であった。
③ウラン吸着材の取扱い性確認
ゲル状ウラン吸着材をカラムに充填して処理を実施する場合、カラム内廃液の通
液性が課題となることから､充填高さと通液時間(SV 値)の関係について調査した
ところ､カラム式最適処理条件である SV1 で通液するには 2.4m までウラン吸着材
を充填可能との結果を得た。
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(2) 品質保証技術開発（測定・検認技術開発）
光中性子法は、電子線型加速器で生成した高エネルギーＸ線を測定対象に照射し、
ウランの(X,n)反応で発生する遅発中性子を測定してウラン量を定量する方法である。
電子線型加速器で生成した高エネルギーＸ線は前方に強い指向性を有するため、測定
対象がドラム廃棄物のように大きい場合は、回転させながら高さ方向に走査測定を
行う必要がある｡そこで､実際の走査測定方法の実用性確認を目的とした回転昇降
装置を制作し､応答関数を用いた走査測定によってウラン濃度の評価式を明確にした
上で、計算機シミュレーションから求めた応答関数による 20L 模擬ドラム廃棄物
(配管にて金属類廃棄物を､モルタル充填にてコンクリート廃棄物をそれぞれ模擬）に
て測定試験を行った。

図−10 光中性子法によるウラン濃度測定装置（概念図）
《平成 16 年度までの成果》
【基礎検討】平成 12〜13 年度
文献調査･簡易シミュレーションによる測定システムの成立性について検討し、
装置構成と測定性能の概略評価を実施した。
【基礎試験】平成 14〜15 年度
光中性子法の成立性に関して実験的検証を行い、遅発中性子測定及び中性子反射
材の有効性を確認した。
【基本性能確認試験】平成 16 年度
実機設計における技術課題の検討として、高速中性子測定による検出感度向上、
計算機シミュレーション精度の確認、及び濃縮速度測定の可能性を確認した。
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《平成 17 年度成果》
【Ｘ線パルス強度モニタの適用による計算機シミュレーショモデル高度化検討】
遅発中性子よるウラン測定結果とシミュレーションによる計算結果の 10 倍程度
の差異について､一因と考えられる X 線強度の相違を X 線パルスモニタを制作して
確認したところ､線量当量率で規格化した場合､測定結果と計算結果の誤差は 2.4 倍
となり､残りの差異は X 線エネルギースペクトルに起因したものと推察された。
【バックグラウンド低減化法の確認試験】
水中のバックグラウンド中性子測定試験を実施したところ､装置全体を水で
50cm 程度囲むことで､中性子のバックグラウンドを 1 桁下げる見通しを得た。この
効果と､黒鉛害物中性子反射材による遅発中性子の検出感度向上効果を考慮した
200çドラム廃棄物に対する光中性子測定性能を計算機シミュレーションで評価し、
0.03Bq/g のウラン検出下限を数分の測定で達成可能であることを確認した。
【濃縮度測定方法の検討】
外部中性子反射材の有無による 2 種類の遅発中性子測定値から､濃縮度評価の
可能性が示されたことを受け､外部反射材等で発生する中性子による核反応の寄与
がどの程度であるかをシミュレーション評価したところ、核分裂で発生する遅発
中性子強度は､ウランの光核反応で発生する遅発中性子強度の 1%以下となり､外部
反射材の有無による測定値からの濃縮度評価は難しいという結論を得た。
【光核反応後のγ線測定方法の検討と実証】
ウラン 238 の光核反応で生成されるウラン 237※4 の測定方法について検討した
結果､X 線照射量を増加することで測定可能であり、200çドラム廃棄物に X 線を
１時間照射後､1 台の Ge 半導体検出器でドラム廃棄物からのウラン 235 及びウラン
237 を γ 線測定する場合、約 2.6 時間実施すると濃縮度を±20%程度の誤差(1σ)で
評価可能であることを確認した。
※4 半減期 6.75 日､放出 γ 線 208keV､放出率 20.2%

《平成 18 年度成果》
【走査測定方法の実用性確認】
実際のドラム廃棄物測定で使用する回転昇降装置を制作し、20L ドラム廃棄物を
対象に高さ方向に 5cm のスライス毎に測定試験を行い、測定結果に対して応答
関数を用いて定量精度を評価したところ 0.73〜2.04 の結果を得た。
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Cd 板+減速材+He-3

ターゲット

鉛遮蔽体

20çドラム缶
(配管 20 本)

X 線パルス強度ﾓﾆﾀ

昇降装置

金属製机

ターンテーブル

図−11 20ç模擬ドラム缶測定状況
【ウラン濃縮度測定】
光中性子法とウラン 237 の γ 線測定を組み合わせる方法は、実用性が低いことが
分かっているため、新たな方法として下記方法の適用性を検討した。
・ウラン 235 とウラン 238 の(X,n)反応のエネルギー依存の違いに着目した方法
ウラン 235 の測定誤差が大きく、クリアランスレベル想定値程度のウラン濃度で
は実用的でないことが判明した。
・光中性子法とウラン 235 の γ 線測定を組み合わせた方法
5%の濃縮ウランがクリアランスレベル想定値程度（0.5Bq/g）存在している場合、
それぞれ 0.5 時間程度行うと､濃縮度測定誤差±8%(1σ)程度となり、実用化が可能で
あることを確認した。
0.30
5%濃縮ウラン、0.5Bq/g

濃縮度の相対誤差 (1σ)

0.25

光中性子法の測定条件
ターゲット電流：10μA
BG：試験装置の1/10
(水50cm厚で遮へい)
検出感度：試験装置の20倍

0.20

光中性子法の
測定時間(時間)

0.15

0.1
0.3
0.5
1
3

0.10
0.05

0.00
0.1

1
パッシブγ法の測定時間 (時間)

10

図−12 光中性子法と U-235 のγ線測定を組合せた濃縮度測定性能
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(3) ラドン挙動調査
本研究開発では､地表面から散逸するラドン量を推定するために必要なパラメータ
であるラドン散逸割合とラドン拡散係数の調査を行った。
なお、土壌中のラドン拡散係数の取得に際しては、その測定方法が確立していない
ため、まず測定技術を開発した上で、わが国の代表的な土壌のラドン拡散係数を測定
した。また、廃棄体からのラドン散逸割合測定技術を開発し、スラッジ廃棄物のラド
ン散逸割合を測定し、さらにラドンの散逸を抑える対策を検討した上で、ラドン散逸
対策後の廃棄体についても散逸割合を測定して、ラドン被ばくに関わる長期安全性評
価に資するデータとして取り纏めた。
《平成 16 年度までの成果》
挙動評価式･散逸割合及び拡散係数の測定方法について、文献・実施例について調
査を実施した。その結果、ラドン挙動を測定するにあたり、降水量が多い日本では独
自データ採取の必要性が判明したため、装置を制作して測定に着手すると共に、測定
を効果的に実施するための感度解析を実施した。
【ラドン散逸割合測定】
散逸割合測定では、リン酸肥料を模擬廃棄物に見立て測定技術を確立すると共に、
溶融固化がラドン散逸抑制に有効であることを実証した。なお、溶融固化は実
廃棄物として発生する珪藻土に対しても有効であることを実証したが､硫黄による
固化ではその効果は限定的であった。
【ラドン拡散係数測定】
日本の土壌種によらず、アメリカの実験式が有効であることを確認する一方、
地震への覆土クラック対策が必要であることが判明したため､自己修復性を有する
覆土を開発するための実験等を実施した。
《平成 17 年度成果》
【ラドン散逸割合測定】
長期間スラッジ類廃棄物（鉄澱物焙焼試料、珪藻土試料）を水に進漬した時のラ
ドン散逸割合､硫黄固化したスラッジ類廃棄物のラドン散逸割合､及びフィルタ廃
棄物（模擬フィルタ：空調用フィルタに過リン酸石灰をラジウム源として付着）の
ラドン散逸割合を測定した。
【ラドン拡散係数測定】
過渡応答法による拡散係数測定理論の確立を目的に、温度による係数率の変化、
検出器設置空間高さによる計数値の変化を調査し、瞬間的にラドンを土カラムに流
入させるための測定装置（ステップ入力装置）を開発し、装置の確認試験を行うと
共に、過渡状態でのラドン挙動評価式について調査し、本研究で用いる評価モデル
の妥当性を確認し､過渡方程式の解析解を導出した。
また、覆土クラックの自己修復機能の確認のため、厚さ 50mm のベントナイト
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混合土に深さ 25mm の模擬クラックを入れた試料を用いて自己修復時間を測定し、
2〜6 時間で修復する結果を得た。さらに模擬クラックの深さが異なる複数の試料
をラドン拡散係数測定装置にセットして拡散特性を調査したところ、クラックが
閉じた状態の拡散特性は、深さ 25mm のクラックがある状態の拡散特性と同じで
あり､目視でクラックが閉じていても、ラドン拡散の観点からは修復したとはいえ
ないことを確認した。
【ラドン挙動感度解析】
ウラン濃度の高い廃棄物を高さ方向に①均一定置した場合､②下方定置した場合
を比較した結果、均一定置に比べ下方定置のラドンフラックスは 1/48 になった。
また､本研究で取得したラドン散逸割合・拡散係数・フッ素化除染効果を反映して
ラドンフラックス計算を実施した結果､フッ素化除染した場合とラドン散逸抑制
対策を施した場合はアメリカの処分基準値(0.74Bq/m2/s)を満たすことを確認した。
《平成 18 年度成果》
【ラドン散逸割合測定】
ガス採取時の試料缶内圧変化確認試験を行い、理論値と評価値が一致を示すこと
を確認した。また、多量のアセトンと水分で試料調整を行った硫黄固化体（珪藻土）
のラドン散逸割合測定結果からは固形化処理の方法による散逸割合に差異は無い
ことが確認できたと共に、共沈作用で作成した鉄澱物を用いたラドン散逸割合の
測定結果からは、多少水分を取り除いた状態で 1.0、充分に水分を取り除いた状態
でも水分を添加すると 0.6 程度になることが判明した。
【ラドン拡散係数調査】
・ラドン子孫核種の挙動確認
ラドン子孫核種であるポロニウム(Po)が拡散係数測定に与える影響を把握する
ため､その挙動調査としてブランク試験と虚勢 Rn 排出試験で得たα線計数値と
理論値を比較した結果、Po-218 は浮遊し、Po-214 は壁面に付着していることが
判明した。また、豊浦砂と関東ローム圧縮土を用いたラドン拡散係数の測定では､
理論値と測定値は良い一致を示しており（図−13）､これら土試料中のラドン挙動
では Fick の法則が成立していることを確認した。
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図−13 豊浦砂を用いたラドン拡散係数の測定値と理論値との比較
豊浦砂と関東ロームを用いたラドン拡散係数測定結果のまとめを Rogers らの評
価式による値を含め、図−14に示す。３つの測定値と Rogers らの評価式による値
とは比較的良い一致を示す。
1.E-01
D(P:0.668)
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図−14 ラドン拡散係数測定結果のまとめ
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1.0

・ベントナイトの自己修復性確認
ベントナイト混合土の自己修復性確認試験では､クラックの種類を問わず全試料
で自己修復性を確認できたが、ベントナイト混合率や初期水分飽和度が高くなると
自己修復に要する時間が長くなる結果となった｡また､試験後に実施した横方向
含水比分布・横方向乾燥密度分布の測定結果から、①クラック修復関与範囲は 5cm
程度の範囲に限定される、②時間経過に伴い土試料中の含水比は均一化することが
観察された。ヘアクラックによるラドン拡散変化確認試験の結果では、クラック幅
と比例してラドン拡散係数は増大するが、自己修復後の測定からはクラック幅が
狭いと深部まで水が流入せず修復が充分に行われないことが判明した｡水分飽和度
変化確認試験では、Roger らの評価式と良い一致を示す結果となった。
・安全評価手法調査
a)跡地利用シナリオ評価
農作物摂取による内部被ばくについて､日本国内で実測した移行係数を用いて評
価した結果、従来の移行係数に基づく評価の３倍となり､土壌からのγ線による外
部被ばくについて、覆土掘削後に①客土(30cm)、②雨水による客土(30cm)流出、③
雨水による覆土剥離、の各場合における 10μSv/y 相当のウラン初期濃度は、①は
約 1/24、②は客土が流出した場合の約 1/3、③は客土がある場合の約 1/100、とな
った。
b)地下水移行シナリオ評価
廃棄物埋設物をパラメータとして､平成 12 年度結果(埋設ドラム缶本数:10 万本)
を用いて、埋設廃棄物量や処分場寸法による地下水への核種移行量の変化をもとに、
井戸水飲用被ばく評価と河川水利用被ばく評価を行った。その結果、廃棄物埋設量
少なくなると、被ばく線量 10μSv/y に相当する廃棄体中ウラン濃度が高くな

が

ることが判明した。
c)地表面からのラドンフラックス評価
地表面からのラドンフラックスを現実的な多層の廃棄物層としてモデル化し
評価した結果、ウラン濃度 1Bq/g で廃棄物内を均質化した場合（0.050Bq/m2/s）に
比べ､鉄澱物を上 3 段､下 2 段に珪藻土を埋設した場合は約 1/10（0.0042Bq/m2/s）
となった。鉄澱物と珪藻土の散逸割合と、埋戻し土の拡散係数を Roger らの評価式
から算定した値で設定した場合、約 2/5（0.021Bq/m2/s）となった。

- 19 -

(4) 総合評価
平成 18 年度にこれまでの成果を総合評価分冊（４分冊：英文１冊、和文３冊）と
して取りまとめた。
① "Handbook of Parameter Values for Prediction of Transfer of U and Its Decay
Products in Japanese Domestic Environments"
・Partition confficients (Kd's) of uranium and its decay products in soils
・Soil-to-plant transfer factors
・Random emanation confficients and diffusion confficients
② 平成 18 年度 ウラン廃棄物処分技術調査「ラドン環境パラメータ」
・土壌中ラドン挙動
・被ばく線量評価
・土壌中ラドン挙動データ
③ 平成 18 年度 ウラン廃棄物処分技術調査「ウラン濃度測定技術」
・ウラン廃棄物の分類と適用測定技術
・ウラン測定性能
④ 平成 18 年度 ウラン廃棄物処分技術調査「除染技術」
・除染対象廃棄物の分類
・ウラン廃棄物と適用除染技術／除染性能
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低レベル放射性廃棄物処分技術調査
１．はじめに
原子炉施設から発生する低レベル放射性廃棄物のうち、使用済制御棒などの比較的
放射能濃度の高い低レベル放射性廃棄物に関する処分については、原子力委員会原子
力バックエンド対策専門部会から出された「現行の政令濃度上限値を超える低レベル
放射性廃棄物処分の基本的考え方について」（平成10年10月）により、一般的である
と考えられる地下利用に対して十分余裕を持った深度に処分（以下「余裕深度処分」
という。）する管理型処分の考え方の適用性が示された。また、原子力安全委員会か
ら出された「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値につい
て（第３次中間報告）」
（平成12年９月）により、発電所廃棄物を対象とした余裕深度
処分可能な濃度上限値が規定された。
この余裕深度処分とは、①放射性核種閉じ込め機能を持った処分施設に処分し、②
放射性核種濃度の減少を考慮し、数百年間処分場を管理することに加えて、③一般的
であると考えられる地下利用に対して十分余裕を持った深度（例えば、地表から50〜
100ｍ程度）に処分すること、また、④地下水に伴う放射性核種の移行を十分抑制で
きる地中に処分することにより、放射能濃度が比較的高い低レベル放射性廃棄物を安
全に処分し得る処分概念である。
TRU廃棄物、ウラン廃棄物については、原子力委員会から「超ウラン核種を含む放
射性廃棄物処理処分の基本的考え方」（平成12年３月）、「ウラン廃棄物の処理処分の
基本的考え方」（平成12年12月）がそれぞれ公表され、廃棄物の放射能濃度に応じて
余裕深度処分が適用可能であることが示された。
さらに、原子力安全委員会において「放射性廃棄物処分の安全規制における共通的
な重要事項について」
（平成16年6月）が取りまとめられ、すべての放射性廃棄物に共
通する「処分に係る安全規制の基本的な考え方」について検討が開始された（平成19
年7月に中間報告。）。
このような背景を踏まえ、本調査は、平成14年度から17年度まで、TRU廃棄物、ウ
ラン廃棄物及び発電所廃棄物を対象とし、余裕深度処分システム（人工バリア、天然
バリア、制度的管理）の安全性能を評価し、その信頼性や合理性を確認することを目
的として実施した。
２．本調査のねらい
浅地中処分（コンクリートピット処分、トレンチ処分）の場合は、処分場の跡地居
住等のいわゆる人間侵入シナリオによって処分可能な放射能濃度上限値が決定され、
処分サイト固有の条件にあまり依存しない線量評価が行える場合があるのに対し、余
裕深度処分では、一般的な土地利用では埋設された廃棄物からの影響を考慮する必要
がない深度に処分すると想定しているため、地下水移行が重要な被ばく経路となり、
地下水移行経路の推定や、地盤／土壌の分配係数や透水係数などサイト特性に依存す
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るパラメータの重要度が大きくなるという特徴を有している。政令濃度上限値は、埋
設事業許可の申請が可能な範囲を定めるものであり、評価モデルやパラメータに不確
実性が含まれても一定の考え方で割り切って評価することが可能だが、現実の事業許
可申請では、評価シナリオ及び／又は評価パラメータに含まれる不確実性の処理も重
要な課題になってくる。
本調査は、このような特徴を持つ余裕深度処分についてさまざまな視点から検討し、
技術的成立性を確認することを目標とし、以下の調査を実施したものである。
① 余裕深度処分システム性能要素の同定
② 余裕深度処分システム性能評価試算
③ 安全対策の検討
３．全体スケジュールと実施項目
全体スケジュールと実施項目を表１に示す。本調査は平成14年度から平成17年度ま
での４年間で実施したものである。
表１

全体スケジュールと実施項目
平成14年度

処分・
規制動
向調査

平成15年度

平成16年度

平成17年度

1. 余裕深度処分システム性能要素の同定
1) 基本前提（内外動向調査）
2) 性能要素の同定（人工／天然バリア）
3) 性能評価フレーム設定

性能評 2.余裕深度処分システム性能評価試算
価試算、
(1) トンネル型処分施設
安全対
1) 基本ケース評価
策の検
討
2) パラメータサーベイ
3) 課題検討
(2) サイロ型処分施設
1) 基本ケース評価
2) パラメータサーベイ
3) 課題検討
3. 安全対策の検討
1)安全確保の考え方・セイフティケースの整理
2) トンネル型処分施設
3) サイロ型処分施設

４．実施内容
４．１

余裕深度処分システム性能要素の同定

海外の類似した処分施設の操業経験をもつ国（４ヶ国、６処分場）の実情を調査し、
処分の安全確保の考え方や安全基準、これらを満足する処分システムの設計・開発の
考え方、処分施設の建設・操業の実態等を調査した。また、各処分施設の安全評価が
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どのように行われ、処分施設の性能がどのように評価されているかの調査を行った。
調査においては、平成14年度に文献調査を実施し、各処分施設について、処分の工
学施設の概念、処分深度、処分の性能評価（評価基準、評価シナリオ、人工バリア及
び天然バリア性能に係るパラメータ）、処分場閉鎖後の管理の考え方等を調査整理し
た。平成15〜16年度は、公開情報が豊富なフィンランド、スウェーデンの２ヶ国、３
処分場（Olkiluoto処分場、Loviisa処分場、SFR-1）を対象として、現地調査を実施
し、最新の詳細情報を収集整理した。規制当局に対しては、規制の基本的な考え方や
評価期間、拘束値などの基準制定の根拠を、また実施主体に対しては、規制の解釈の
方法や、評価期間、シナリオなどの設定根拠を中心に調査整理した。平成17年度は、
国際組織／機関として、国際放射線防護委員会（ICRP）、国際原子力機関（IAEA）、経
済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA）における関連検討状況の調査を行い、フィ
ンランド及びスウェーデンの２ヶ国の安全基準・指針などとの対応関係について体系
的に整理するとともに、最新動向の調査として米国及びフランスの類似した廃棄物の
処分動向及び平成17年10月に東京で開催されたIAEAの国際会議から、低レベル放射性
廃棄物の中深度処分に関する発表及び討議に関する調査を行った。
これらの調査結果は、４．２で検討する「性能評価試算、安全対策の検討」の参考
とした。
以下に平成17年度までの調査結果の概要を示す。
（１）フィンランド
現在フィンランドでは、２ヵ所の原子力発電所でそれぞれ２基の原子力発電炉が
稼動しており、それぞれの発電所の敷地の地下に放射性廃棄物処分場を建設・操業
している。図１に処分施設の概要及び人工バリア構成の例としてOlkiluoto処分場
のそれを示す。現在は、図中の運転廃棄物の中レベル１基及び低レベル１基が操業
中であり、その他の廃止措置廃棄物用の３基は今後の計画である。施設形態として
は地中サイロ方式を採用しており、地下60〜95ｍの岩盤中の直径24ｍ高さ34ｍの円
柱状の空洞である。人工バリア構成は、低レベル廃棄物用と中レベル廃棄物用で異
なっており、それぞれ図１に示すとおりである。
フ ィ ン ラ ン ド に お け る 低 中 レ ベ ル 放 射 性 廃 棄 物 処 分 に 関 す る 規 制 は 、 The
Radiation and Nuclear Safety Authority(STUK)が策定した指針 YVL8.1である。
処分の実施主体であるTVO及びFortum社は、この指針に従って事業許可申請を行い、
許可を受けて処分事業を実施している。また、事業許可申請は15年ごとに見直すこ
とになっており、この作業により信頼性を高めるという特徴を有している。また、
指針等についても随時更新を行うこととなっている。これらの関係を図２に示す。
指針 YVL8.1では安全確保の考え方及び安全基準が定められている。安全基準は、
シナリオの発生の可能性と被ばく線量を掛けた期待値で評価した値が年間0.1mSv
以下としており、リスク論的考え方が取り入れられている。フィンランドにおける
安全確保のための基準値の考え方を図３に示す。
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フィンランドの安全評価・許可・基準の動向
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③ALARAの原則
・・・現実的シナリオで、
0.01mSv/年以下で
最適化は不要
確率

①保守的シナリオで、
確率論的安全評価（リスク評価）を行い
Σ線量期待値＝Σ（線量×確率）を
0.1mSv/年の線量拘束値
（リスク拘束値に換算して5×10-6/年）

予想しうるシナリオ
の確率は1と設定

④保守的シナリオで、
処分場の周辺環境での
放射能濃度の増加が
自然放射線（Olkiluoto処分場
のFSARでは4.4mSv/年と評
価）に比べ些細であること

1
評価期間中に発生する確
率が低く、高い被ばくを引
き起こすシナリオの確率
は定量的に算定可

安全基準や
文献などで
この値の表
記はない

線量期待値＝線量×確率が、
0.1mSv/年以内のエリア

(0.02)

0
0.01 0.1 0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

(4.4) 5.0

線量（mSv/年）

適用

②擾乱進展シナリオで、5mSv/年の線量限度
※安全基準は全てSTUK YVL8.1による

図-３

安全確保のための基準値の考え方（フィンランド）

（２）スウェーデン
スウェーデンで発生する原子炉運転廃棄物のうち短寿命低中レベル廃棄物は
Forsmark発電所近傍の沖約１kmの海底下50〜60ｍの岩盤中にSFR-1処分場を建設・
操業している。図４にSFR-1処分場の概要及び人工バリア構成を示す。現在は、図
中の中レベルサイロ１基及び中・低レベル用トンネル４基が操業中であり、その他
のSFR-1中レベルサイロ、SFR-3廃止措置廃棄物用のトンネル５基は今後の計画であ
る。
施設形態としては廃棄物種類に応じて地中サイロ方式及びトンネル方式の２種
類を採用しており、地中サイロは直径約30ｍ高さ約50ｍ、トンネルは数ｍ程度の違
いはあるが、最大のもので幅19.5m×高さ16.5m×長さ160m程度である。人工バリア
構成は、処分する放射能レベルによって異なっており図４に示すとおりである。な
お、低レベル用トンネルBLAには人工バリアは設置されない。
スウェーデンにおける低中レベル放射性廃棄物処分に関する規制機関は、スウェ
ーデン原子力発電検査機関（SKI）とスウェーデン放射線防護機関（SSI）である1。
SKIは原子力活動法のもと、技術的及び組織的な原子力活動に関する安全面を対象
とした規制機関であり規制SKI FS 1998:1等を、SSIは放射線防護法、放射線防護令、
放射線防護通達のもと、放射線防護に関するあらゆる分野を対象とした規制機関で

1

2008 年 7 月に両者が合併して放射線安全機関（SSI）として発足しているが、旧規定等は引き継がれ
ている。
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あり規制SSI FS 1998:1等を規定している。
処分の実施主体であるSKBは、この規則に従って事業許可申請を行い、許可を受
けて処分事業を実施している。また、事業許可申請は10年ごとに見直すことになっ
ており、この作業により信頼性を高めるという特徴を有している。また、指針等に
ついても随時更新を行うこととなっている。これらの関係を図５に示す。スウェー
デンでは安全確保のための基準値として10-6/年のリスク拘束値が規定されている。
スウェーデンにおいてもリスク拘束値が採用されていることから、フィンランドと
同様シナリオの発生の可能性を考慮したリスク論的考え方が取り入れられている。
なお、この10-6/年のリスク拘束値は線量拘束値に換算すると0.015mSv/年に相当す
る。スウェーデンにおける安全確保のための基準値の考え方を図６に示す。

人工バリア
処分施設

SFR-1：運転廃棄物

低中ﾚﾍﾞﾙ
BTF×2基

深さ
沿岸海底下
50〜60m

中ﾚﾍﾞﾙ
低ﾚﾍﾞﾙ BMA
BLA
中ﾚﾍﾞﾙ BMA×1基
増設予定

中ﾚﾍﾞﾙ BMA
側壁：0.4mｺﾝｸﾘｰﾄ構造躯体
充填材
構造躯体〜岩盤：破砕岩
中ﾚﾍﾞﾙ ｻｲﾛ
側壁：0.8mｺﾝｸﾘｰﾄ構造躯体
充填材
構造躯体内：ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ
構造躯体〜岩盤：ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ

中ﾚﾍﾞﾙ
ＢMＡ×1基

中ﾚﾍﾞﾙ
ｻｲﾛ×1基

SFR-3：廃止措置廃棄物

SFR-1 中ﾚﾍﾞﾙ
ｻｲﾛ×1基増設予定

図-４

低ﾚﾍﾞﾙ
ＢＬＡ×4基

増設予定

SFR-1処分場の概要と人工バリア構成
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規制当局

ＳＳＩ

ＳＫＢ

実施主体

ＳＫＩ

SFR-1
１９８７ ＦＳＡＲ

１９８８ （限定的）操業許可

１９９１ 拡張詳細ＳＲ

１９９２ （全体的）操業許可
放射線防護

操業中の安全

ＳＳＩ ＦＳ １９９８：１

１０年ごとに更新

ＳＫＩ ＦＳ １９９８：１

背景とコメント

ＳＳＩ ２０００：１８

Ｄｒａｆｔ
閉鎖後の安全

ＳＳＲ２００１（未公開）

ＳＫＩ ＦＳ ２００２：１

ＳＡＦＥ Ｐｒｏｊｅｃｔ（公開）

２００４ ＳＳＩ＆ＳＫＩʼs Ｒｅｖｉｅｗ

２００６ 修正版

ガイダンス（Ｄｒａｆｔ）

※評価期間１万年→延長

正式版は２００５年に発行予定

図-５

スウェーデンの安全評価・許可・基準の動向

その他のシナリオ

確率：1の気候変動シナリオ

確率に関係なく選択されるシナリオ

最上位のシナリオとして数例考慮
※SSI FS1998:1のガイダンス

※SKI FS2002:1

確率
主要なシナリオ

適用

1mSv/年を超える
シナリオは報告

1

※SSI FS1998:1の
背景とコメント

将来の外的事象
で確率が高いか確
率が低いと証明で
きないものを含むシ
ナリオ

10-6/年のリスク拘束値
（線量拘束値に換算して 0.015mSv/年）

適用

※SSI FS1998:1の背景とコメント

※SKI FS2002:1

確率の低い
シナリオ
主要なシナリオ
の枠内で評価さ
れないシナリオ
※SKI FS2002:1

1mSv/年を超えるが、
10-6/年以下のリスク
である範囲

(0.015)
安全基準や
文献などで
この値の表
記はない

0
0.015 (0.1) 0.2

0.4

原子力発電所に対する
線量拘束値：0.1mSv/年
※SSI FS1991:5

図-６

0.6

0.8

1.0

線量（mSv/年）

一般公衆の線量限度
：1mSv/年
※SSI FS1989:1

安全確保のための基準値の考え方（スウェーデン）
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（３）国際組織・機関などの動向に照らした検討（平成17年度）
平成17年度に、国際機関などの安全確保・安全評価の考え方について調査し、こ
れまでに調査した北欧２国の安全規制、安全確保の考え方と対比して整理した。各
国とも国際機関などの検討動静と整合した検討を行っており、大枠としては整合し
た考え方が採られていると考えられる。
安全評価の時間枠についての考え方を、国際機関などの検討結果とフィンランド
及びスウェーデンの考え方を対比して整理したものを表２に示す。基本的には、時
間の経過につれて評価の不確実性が増し、定量的評価から定性的評価又は代替指標
に基づく評価に遷移している（表３）。
表-２
ICRP Publ.81
の時間枠
IAEA-TECDO
C-767
セーフティケ
ースの時間枠
と安全指標

NEA 提案
(NEA #4435
等)
フィンランド
（ヒアリング
情報等）
スウェーデン

安全評価の時間枠についての考え方（国際機関など）

閉鎖〜1 万年
・1 千年〜1 万年のオーダー
→線量／リスクを定量的に評
価
・閉鎖〜1 万年
→他の安全指標を含む計算に
よって支援されたリスク／
線量計算による定量的な安
全評価

・当初の 500 年間
→完全な閉じ込め目標
・〜1 万年
→人工バリアの性能寿命 500
年以上、5〜6 千年後の性能
劣化を前提とした評価
・当初の 1 千年間
→詳細な評価（安全評価）＋
BAT（最良技術）

1 万年〜100 万年
100 万年以降
・1 千年〜1 万年のオーダーより長期
→様式化アプローチで評価
定性的な議論が追加の情報を提供
・1 万年〜100 万年
・100 万年を超
→安全指標を組み合わせて用いた定量
える期間
的安全評価又は定性的評価
→総合的な安
→100 万年に近づくにつれ、評価の重み
全評価の信
は定性的
頼性はない
→自然放射能や天然の毒性物質との比
に等しい
較で評価
・10 万年までの期間
→自然バックグラウンド線量に基づく線量限度
・1 万年〜100 万年
→保守的なシナリオに基づく確率論的安全評価、変動シナ
リオに基づく決定論的安全評価
・1 万年までの期間
→最適化…0〜1 万年までの集団線量評価＋BAT

※下線部は各文献で表現されている時間枠を示す

表-３

安全評価
特 徴

安全評価の時間枠のまとめ

数100〜数1,000
または1万年まで

10万年まで

100万年まで

リスク・線量の定量
的解析

他の安全指標との
組み合わせ

定性的評価に重み

危険度が高い
（線量が高い）

時間がたつにつれ、不確実性が大
（特に生物圏や人間の行動）

100万年以降
信頼性なし

安全評価シナリオ設定の考え方としては、例えばICRP Publ. 81で提案されたよ
うに、基本的にはシナリオの発生頻度や、自然過程／人為過程による分類区分が適
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用され、これらのシナリオの性質に応じて、評価すべき指標（線量及び／又はリス
ク）、及び適用すべき評価基準／規準の考え方が規定されることとなる。各国及び
国際機関などの考え方をまとめると、図７のようになる。図７には、これらの調査
内容を我が国の余裕深度処分に適用する際の留意事項も合わせて示している。
ICRP

環境分野

リスク評価

STUK

統合アプローチ

線量／確率
分解アプローチ

ALARA

BAT

線量期待値に対し
線量拘束値として
0.1mSv/年

線量限度として
5mSv/年

最適化の目標値として
10μSv/年
超過時は線量比較

規制上は考慮なし

シナリオに応じた線量基準の使い分け
リスク拘束値
10-6/年

SSI

諸外国のリスク基準、
処分以外の一般的なリ
スクとの比較が可能

図-７

放出の防止、制限、
遅延で比較、選定

線量／確率分解
アプローチの適用
・シナリオのグルーピング
とその定義
・シナリオのグループごと
に設定した線量拘束値
の大きさの設定根拠

・シナリオのグループごと
に最大確率を設定できれ
ばリスクとの対応を説明可

・ALARA と BAT の使い分け
・ALARA と BAT 適用時に用
いる指標
・BAT に期待する閉じ込め
性能の程度
・利害関係者との協議の
位置づけ

重要

・精緻なリスク評価の難しさ
→シナリオ選定の網羅性、
確率の設定が難しい
・リスク拘束値設定の難しさ
→10μSv/年との整合性

集団線量・リスク
を用いて比較、選定

重要

我が国余裕深度
処分への展開

(1mSv/年超シナリオ
の報告の報告義務)

評価シナリオ・適用基準調査のまとめと我が国の検討への展開時の留意事項

（４）まとめ
我が国における余裕深度処分の概念、安全性・成立性等の検討基盤として、海外
の類似処分の実施事例や規制制度などの調査を行った。最終的には、国際組織・機
関での安全確保の考え方や安全基準の検討状況などに照らして、海外の類似施設の
状況を整理し、我が国の余裕深度処分の性能評価などの検討に展開する際の留意事
項というかたちでとりまとめた。ここで、重要事項として、シナリオのグルーピン
グとその考え方、及び、最適化とBAT概念の棲み分けや優先度などの考え方の２項
目として特定した。
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４．２

性能評価試算、安全対策の検討

TRU廃棄物、ウラン廃棄物及び発電所廃棄物を対象に、余裕深度処分で考慮すべき
シナリオ（地下水移行、外部事象、人間活動）を設定／評価した。
また、それらの結果を基に、廃棄物種類ごとの安全対策を検討し、最終的な取りま
とめを実施した。
（１）対象廃棄物
対象廃棄物の区分等を表２に示す。当時の状況として、余裕深度処分の濃度上限値
については発電所廃棄物のみが設定されており、TRU廃棄物、ウラン廃棄物について
は未設定の状況であった。TRU廃棄物に関しては原子力委員会原子力バックエンド対
策専門部会「超ウラン核種を含む放射性廃棄物処理処分の基本的考え方について」
（平
成12年３月）において「α核種濃度が一応の区分目安値（１GBq/t）を大きく超えな
いものについては余裕深度処分を適用できる可能性がある」とされている。本調査で
は、その考え方に従いα核種濃度を境に表４に示すような２つにTRU廃棄物を区分し
た。ウラン廃棄物に関しては、調査実施当時（〜平成17年度）の浅地中処分に関する
α核種の濃度上限を基準とし、表４に示す範囲を対象とした。なお、発電所廃棄物に
ついては濃度上限値設定時に対象として想定された廃棄物を対象とした。
表-４

対象廃棄物

区分

具体的な廃棄物の例

α核種濃度が1GBq/tonを超える廃棄物中、I-129の濃度
が高い廃銀吸着材及びC-14濃度が高く発熱量も多いハ
TRU廃棄物高
ル・エンドピース廃棄物を除く廃棄物（TRUレポートのグ
ループ３，４が相当）。

・低レベル濃縮廃液固化体（アスファルト及
びセメント固化体）
・可・難・不燃性廃棄物のセメント固化体
・解体廃棄物 等

α核種濃度が1GBq/ton以下の廃棄物中、六ヶ所1/2号
申請放射性核種量の平均α核種濃度(4E+6Bq/ton）の10
TRU廃棄物低 倍を超える廃棄物。なお、I-129の含有量の多い廃溶媒は
α核種濃度は4E+7Bq/ton未満であるが、対象廃棄物とし
た。

・低レベル濃縮廃液固化体（アスファルト及
びセメント固化体）
・可・難・不燃性廃棄物のセメント固化体
・解体廃棄物
・廃溶媒 等

「ウラン燃料加工事業者の解体廃棄物及び運転操業廃棄
・スラッジ類
物の濃度分布」において整理された廃棄物のうち、六ヶ所
・焼却灰
ウラン廃棄物 1/2号申請放射性核種量の平均α核種濃度の10倍を目
・フィルタ類
安に10Bq/g（1E+7Bq/ton）を超える廃棄物を対象とした。
･雑固体 等
「低レベル放射性廃棄物の陸地処分の安全規則に関する
基準値について 第３次中間報告」（以下、「第３次中間報
・放射化金属（炉内構造物）
発電所廃棄物 告」という。）において整理された廃棄物を、主に汚染起源
・使用済樹脂 等
の核種を含む廃棄物と、主に放射化金属起源の核種を含
む廃棄物に分類し、対象廃棄物として設定した。

（２）対象施設形態
性能評価を実施する際の処分施設形態としては、トンネル型処分施設形態及び開
削サイロ型処分施設形態の２種類を選定した。それぞれの処分施設形態の概要を図
８、９に示す。
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①

トンネル型処分施設
余裕深度処分の施設形態はサイト条件などを考慮して最適な形状が決められる

ことになると考えられるが、当時の状況として定まっていなかったため、ここでは
堆積岩を想定し、堆積岩における空洞建設の実績として最も大きい17ｍ径のトンネ
ル施設（第２東名清水第３トンネルにおける施工例）を想定した。人工バリアの構
成については、フィンランド、スウェーデン等の処分施設の人工バリア構成を参考
に、施設内への浸入水量の低減と分子拡散による核種の漏出の低減を意図して、構
造躯体コンクリートの外側にベントナイト（低透水バリア）を、内側にモルタル層
（低拡散バリア）をそれぞれ1ｍずつ設置するものとした。
②

開削サイロ型処分施設
トンネル型施設と同様に、ここでは堆積岩を想定し、開削サイロ建設の実績の最

大値（72m径：東京ガス（株）扇島工場地下LNGタンクにおける施工例）を考慮して
それよりもやや小さい50ｍ径の施設を想定した。人工バリアの構成については、施
設内への浸入水量の低減と分子拡散による核種の漏出の低減を意図して、構造躯体
コンクリートの外側に2ｍのベントナイト層（低透水層）を、内側に2ｍのモルタル
層（低拡散層）を設置するものとした。トンネル型よりも施設の規模が大きいため、
ベントナイト層の厚さと構造躯体コンクリートの厚さはトンネル型施設の２倍と
した。

埋め戻し材
12.5m

ベントナイト（低透水バリア）(1m)

10.5m

モルタル層(低拡散バリア)(1m)

モルタル層（低拡散バリア）(1m)
7.5m

7.5 m
廃棄体
廃棄体

9m

躯体コンクリート(0.5m)

躯体コンクリート
ベントナイト（低透水バリア）(1m)

埋め戻し材

図-８

トンネル型処分施設の概要
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1m

100m

2.0m
1.0m

廃棄体
ラック

モルタル（低拡散層）
内部仕切り
6m
42m

躯体コンクリート
0.4m

50m

1.1m

6m

ベントナイト
0.4m

連壁

2.0m
1.0m
1.0m
6.6m

38 m
40 m
42 m
46 m
50 m

0.4m

図-９

1.5m

開削サイロ型処分施設の概要

（３）地下水移行シナリオ
被ばく経路は、第３次中間報告の被ばく経路に、既存の浅地中処分の地下水移行
シナリオの被ばく経路（沢、沼経路）を加えたものを設定した。また、廃棄体から
生物圏までの移行は一次元に単純化したが、移行媒体中の濃度の出現場所を問題に
しなければ、このような単純化は評価精度に実質的に影響しない。図10に地下水移
行シナリオの被ばく経路及び評価モデルの概要を示す。
河岸
間隙
濃度
一様

拡散
移流/分散

拡散
拡散
移流/分散
移流/分散

拡散
移流/分散

均
一
混
合
層

公衆の
被ばく

拡散
移流/分散
河川

沢
廃棄体
充填材

低拡散
バリア

躯体
ｺﾝｸﾘｰﾄ

ベントナイ
ト

岩

湖沼

（各バリアの厚さは標準ケースでの数値）
1m

図-10

0.5m

200m

1m

地下水移行シナリオの被ばく経路及び評価モデルの概要
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評価パラメータについては、文献調査等を実施し我が国で地下50〜100ｍで想定
される天然バリア条件、核種漏出抑制機能から必要となる人工バリア条件に関し基
本ケースを設定し、更にそれらの不確実性の影響を検討するために各パラメータの
幅を設定し感度解析を実施した。表５に評価パラメータの基本ケース及び代表的な
感度解析ケースを示す。
また、人工バリア条件、天然バリア条件で成立性が困難な廃棄物については、線
量低減対策を検討し、その効果を確認した。
廃棄物種類ごとの主な地下水移行シナリオに対する評価結果の例を図12〜15に
示す。グラフの横軸は地下水移行時間（移行距離÷地下水流速）であり、天然バリ
ア性能を表している。地下水移行時間2000年が今回設定した基本ケースであり、地
下水移行時間がこれより長い場合は天然バリア性能が良い条件であることを、短い
場合は天然バリア性能が悪い条件であることになる。また、図中の各ラインは人工
バリア条件の違いを表している。これらの結果から、廃棄物種類ごとの特徴を整理
したものを図中に示した。
表-５

評価パラメータの基本ケース及び代表的な感度解析ケース

ケース
施設形態
ケース
天然バリア

透水係数
動水勾配
移行距離
ﾀﾞﾙｼｰ流速

ケース
ベントナイト
厚さ *1
（低透水バリア） 透水係数
躯体コンクリート層 厚さ *1
透水係数
モルタル
厚さ
（低拡散バリア） 透水係数
拡散係数
廃棄体層
透水係数
金属溶出率*2
1m当たり浸入水量 トンネル(N1,N4,N5)
（括弧内は天然 トンネル(N2)
ﾊﾞﾘｱｹｰｽNo.）
トンネル(N3)
サイロ(N1,N4,N5)
サイロ(N2)
サイロ(N3)

[m/s]
[m]
[m/y]

[m]
[m/s]
[m]
[m/s]
[m]
[m/s]
[m2/s]
[m/s]
[/y]
[m3/y]
[m3/y]
[m3/y]
[m3/y]
[m3/y]
[m3/y]

S1
トンネル

S2
開削サイロ

N1
1E-08
0.1
200
0.1

N2
1E-07
0.1
200
1

E1
1
1E-11
0.5
1E-05
1
1E-05
1E-11
1E-05
1E-05
4.2E-03
4.3E-03
4.2E-04
2.8E-02
2.8E-02
2.8E-03
基本

E2
0
1E-11
0.5
1E-05
1
1E-05
1E-11
1E-05
1E-05
5.4E-01
5.3E+00
5.4E-02
2.5E+00
2.4E+01
2.5E-01
ベントナイト
無

＊１： トンネルの場合。サイロの場合は厚さを２倍とする

N3
1E-08
0.01
200
0.01

N4
1E-08
0.1
100
0.1

E3
E4
E5
0
1
1
1E-11
1E-11
1E-11
0.5
0.5
0.5
1E-05
1E-05
1E-10
0
0
1
1E-05
1E-05
1E-11
1E-11
1E-11
1E-11
1E-05
1E-05
1E-10
1E-05
1E-05
1E-05
5.4E-01
4.2E-03
1.6E-03
5.3E+00
4.3E-03
1.6E-03
5.4E-02
4.2E-04
1.6E-04
2.5E+00
2.8E-02
1.1E-02
2.4E+01
2.8E-02
1.1E-02
2.5E-01
2.8E-03
1.1E-03
躯体コン
低拡散
低透水
のみ
なし
モルタル
＊２： 放射化金属のみ適用

注）S1、S2及びN1、E1が基本ケース。その他は感度解析ケース

- 34 -

N5
1E-08
0.1
1000
0.1
E6
1
1E-10
0.5
1E-05
1
1E-05
1E-10
1E-05
1E-05
4.0E-02
4.2E-02
4.0E-03
2.5E-01
2.8E-01
2.5E-02
人工バリア
劣化

1E+02

標準ケース
支配核種：ヨウ素吸着モルタルKd大：Se-79
廃棄体溶出率1E-5/y :Pb-210
上記以外
：I-129

人工バリア標準
低拡散バリア無
人工バリア無
低透水モルタル

最大線量［μSv/y］

1E+01

低拡散バリア2m
低透水モルタル
低拡散バリア2m
低拡散モルタル
低透水モルタル
低拡散モルタル
廃棄体溶出率1E-3/y

1E+00

1E-01
1E+02

1E+03
1E+04
地下水移行時間［ｙ］

図-11

1E+03

廃棄体溶出率1E-4

・多くのケースで目標線量を上回る
・人工バリアの低透水性、低拡散性強化での線量低減効果は少ない
・天然バリアの条件向上と、廃棄体に核種閉じこめ性能を持たせるこ
とが最も線量低減効果が高い
・ヨウ素吸着モルタル適用時には、支配核種の遷移（ I-129⇒Se-79）が生
ずるため、次の核種の影響が支配的になることを考慮する必要がある

廃棄体溶出率1E-5/y
ヨウ素吸着モルタル分配係数1ml/g
ヨウ素吸着モルタル分配係数10ml/g
ヨウ素吸着モルタル分配係数100ml/g
ヨウ素吸着モルタル分配係数1000ml/g

1E+05

地下水移行シナリオに関する評価結果の例（TRU廃棄物高）

（支配核種は全てI-129）
標準ケース
TRU低 人工バリア標準
TRU低 低拡散バリア無

最大線量［μSv/y］

1E+02
TRU低 人工バリア無

1E+01

1E+00

・天然バリア条件が標準ケース以上であれば人工バリアなしで
目標線量を下回る
・天然バリア条件が悪い場合にも、標準的な人工バリアを付加するこ
とによって目標線量を下回る

1E-01
1E+02

図-12

1E+03
1E+04
地下水移行時間［ｙ］

地下水移行シナリオに関する評価結果の例（TRU廃棄物低）
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1E+05

1E+02
標準ケース
支配核種
点線の範囲:Pb-210
それ以外：Pa-231

最大線量［μSv/y］

1E+01

ウラン 人工バリア標準
ウラン 低拡散バリア無
ウラン 人工バリア無（サイロ型施設）
ウラン 人工バリア低Kd
ウラン（岩分配係数低下） 人工バリア標準
ウラン（岩分配係数低下） 低拡散バリア無
ウラン（岩分配係数低下） 人工バリア無

1E+00

1E-01
・天然バリア条件が非常に悪いケースを除き人工バリアなしでも
目標線量を下回る
・他の廃棄物と異なりビルドアップ効果により、移行遅延による
線量減少が必ずしも起きないため、線量の傾向はやや不規則となる

1E-02
1E+02

図-13

1E+02

1E+03
1E+04
地下水移行時間［ｙ］

1E+05

地下水移行シナリオに関する評価結果の例（ウラン廃棄物）

天然バリア分配係数が標準的なケース（トンネル施設）
支配核種：C-14

標準ケース

発電所 人工バリア標準
発電所 低透水モルタル
発電所 低拡散バリア無
発電所 低拡散バリア厚さ半分

最大線量［μSv/y］

発電所 低拡散バリア劣化
発電所 低拡散バリア劣化厚さ半分

1E+01

発電所 浸入水量3倍
発電所 浸入水量10倍
発電所 人工バリア無

支配核種：Mo-93
支配核種：Se-79

1E+00
・多くのケースで目標線量を下回る
・動水勾配（施設浸入水量）の線量への影響がやや大きい
・地下水移行時間が短い場合、低透水モルタル使用で目標線量を下回る

1E-01
1E+02

図-14

動水勾配 0.1

動水勾配 0.03

動水勾配 0.01

1E+03
1E+04
地下水移行時間［ｙ］

地下水移行シナリオに関する評価結果の例（発電所廃棄物）
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1E+05

（４）外部事象
平成16年度までの検討においては、外部事象のうち、代表的なシナリオとして隆
起・侵食に伴う廃棄物露呈シナリオを選定し、被ばく線量評価を実施した。線量評
価においては、処分施設が地表に露呈する時期をパラメータとし、以下の被ばく経
路を想定した。
①

建設作業経路（建設作業外部、建設作業吸入）

②

居住経路（居住外部、居住吸入）

③

農耕経路（農耕作業外部、農耕作業吸入、農作物摂取、畜産物摂取）
評価結果の例を図15に示す。なお、参考のために、高レベル廃棄物（ガラス固化

体）及び浅地中ピット処分廃棄物（LLW1/2号）の結果も併記した。
核燃料サイクル開発機構第2次とりまとめでは、侵食速度として0.1mm/yと1mm/y
を想定した評価を実施しているが、余裕深度処分の深度は概ね50m〜100m程度であ
り、これと侵食速度を組み合わせると、5万年程度から100万年程度の間には、処分
施設が地表に露呈する可能性があることになる。TRU廃棄物低を除く廃棄物はこの
期間において数百μSv〜数mSv/yのオーダーである。隆起・侵食に伴う廃棄物露呈
シナリオのような超長期の事象に関しては、比較すべき指標の設定や、それでも予
想される線量が許容できない場合には処分深度を深くする等の対策が必要となる
ことが分かった。

隆起侵食露呈による被ばく
1E+7
吸入被ばく時間 : 500(h)
外部被ばく時間 : 1752(h)
呼吸率 : 1.2(m3/h)
希釈率 : 0.016(-)
ダスト濃度 : 0.0001(g/m3)
摂取率 : 130*0.1(kg/y)

被ばく線量 (μSv/y)

1E+6
1E+5
1E+4

LLW1/2号
ガラス固化体
発電所廃棄物
TRU高廃棄物

1E+3

TRU低廃棄物
ウラン廃棄物

1E+2
1E+1
1E+0
1E+3

図-15

1E+4

1E+5
1E+6
埋設後の経過時間 (y)

1E+7

1E+8

隆起侵食露呈シナリオに関する評価結果の例（平成16年度モデル）
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平成17年度は、これらの結果に対して、関連するパラメータの確率分布（表６）
を考慮した確率論的検討を実施した。建設作業及び居住農作物摂取シナリオについ
ての結果を表７に示す。累積確率95%値の線量については、TRU廃棄物低を除いて数
百μSv〜数mSv/yのオーダーになるが、累積確率50%値（中央値）では、いずれの廃
棄物もバックグラウンドレベルの範囲内となった。
表-６

隆起侵食の確率論的評価に用いたパラメータ（平成 17 年度モデル）

パラメータ
接近時期
(y)
拡散係数
(m2/s)

最大値

最小値

分布

1E+6

1E+5

対数一様

1E-10

1E-12

対数正規
*1

分配係数
(mL/g)

文献値
最大

文献値
最小

対数一様

10

3

対数一様

1800

113

1E-3

1E-5

1

0

一様

8760

114

対数正規
*1

60

0

一様

584

146

1
1

0.01
0.1

掘削深さ
(m)
建設時間
(h/y)
ダスト濃度
(g/m3)
建設遮へい
(-)
居住時間
(h/y)
居住遮へい
(cm)
農作物
(kg/y)
自給率(-)
経根吸収(-)

対数正規
*1
対数正規
*1

対数正規
*1
対数一様
対数一様

備 考
処分深度を 100m、侵食速度を 0.1〜1mm/y として
範囲を設定
人工バリアの拡散係数として、基本ケースを中心
に対数正規分布を仮定
文献値の範囲で対数一様分布を仮定。最小値が 0
ml/g の場合は保守的に残留割合が大きくなるよ
う 1 ml/g とした（最大値も 0 ml/g の場合は除く）
。
地表接近時の処分施設領域の深さを 3m とし、掘
削深さを 3-10m の範囲で対数一様分布を仮定
最大値と中央値(450h/y)を IAEA SRS No.44 に基
づいて設定し、対数正規分布を仮定
１／２号埋設申請書の数値を中心に最大を IAEA
TECDOC-401 の最大として対数正規分布を仮定
平均を IAEA-TECDOC-401（第３次中間報告）の 0.5
として一様分布を仮定
中心を IAEA-TECDOC-401 （第３次中間報告）の
1752h/y として対数正規分布を仮定
第３次中間報告の設定値 30cm を平均値とする一
様分布を仮定
農作物の平均摂取量 292kg の上下２倍で対数正規
分布を仮定
1〜100%の範囲で対数一様分布を仮定
10〜100%の範囲で対数一様分布を仮定

*1：対数正規分布では、最大値、最小値がそれぞれ 3.09σ（片側 0.1%）に相当すると仮定

表-７

隆起侵食による地表接近時の確率論的評価結果のまとめ（平成 17 年度モデル）
廃棄物種類

TRU 高廃棄物
TRU 低廃棄物
ウラン廃棄物
発電所廃棄物

被ばく経路
建設作業
居住農作物摂取
建設作業
居住農作物摂取
建設作業
居住農作物摂取
建設作業
居住農作物摂取

50 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値(μSv/y)
30
35
0.1
0.2
120
500
4
20
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95 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値(μSv/y)
150
400
0.4
2.8
550
5000
60
400

（５）人為過程
平成16年度までの検討においては、人為過程のうち、代表的なシナリオとしてボ
ーリングシナリオを選定し、被ばく線量評価を実施した。線量評価においては、図
16に示す被ばく経路を想定した。



ボーリング作業時の被ばく



ボーリングコアからの被ばく
掘削くずからの被ばく
(泥水ピット）
掘削くず



ボーリングコア観察






1mLコアから1hの被ばく(単純
化)
100mのコア観察

掘削くずの処分地での被ばく
(くず上居住)
10m
100cm

図-16

想定したボーリングシナリオにおける被ばく経路

評価結果の例を図17に示す（平成17年度に実施されたAg-108mの放射能量の見直
し結果を反映。）。本評価結果では、TRU廃棄物高について、1mSvを超えるとともに、
ICRPがPubl.81やPubl.82で示している介入の一般的参考レベル相当の線量が生じ
る可能性があることが示唆されている。TRU廃棄物に関しては、主としてα核種の
吸入被ばくによって線量は決定されているが、ボーリング作業中でのダスト濃度や
ダスト中の廃棄物の割合に関して、泥水ボーリングが一般的であることなどが考慮
されていないなど、過大の保守性が見込まれている可能性がある。
これらの結果に対して、平成17年度は、表８に示すボーリング頻度を考慮すると
ともに、放射線被ばくの全損害に対する名目確率係数を0.073（1/Sv）として、リ
スク換算した評価を行った。結果は、表９に示すとおりであり、トンネル型施設に
については、諸外国で安全基準として用いられている10-6 (1/y)を概ね下回ってい
る。一方、サイロ型施設については、ボーリング掘削時において、廃棄体の存在に
気がつかずに掘削を継続する可能性は小さいと考えられるが、仮に、ボーリングが
そのまま継続されると仮定すると、廃棄体層の高さは容器の厚さや隙間の充てん材
を含めて概ね40m程度であり、トンネル型施設に比べてボーリングコアや掘削くず
に占める廃棄体の割合が8倍程度大きくなり、トンネル型施設と同様の考え方でモ
デルやパラメータを設定した場合には、この希釈率の分だけ線量やリスクが大きく
なることになる。
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介入の一般的
参考レベル

被ばく線量 (μSv/h, μSv/回 or μSv/y)

1E+5
1E+4
1E+3
1E+2

単純化合計
単純化吸入
掘削作業合計
掘削作業吸入
コア箱観察合計
コア箱観察吸入
泥水ピット合計
泥水ピット吸入
くず上居住合計
くず上居住吸入

単純化外部
単純化経口
掘削作業外部
掘削作業経口
コア箱観察外部
コア箱観察経口
泥水ピット外部
泥水ピット経口
くず上居住外部
くず上居住経口

管理を必要としないめやす線量

1E+1
1E+0
1E-1
発電所

図-17

TRU高
TRU低
廃棄物種類

ウラン300年後

ボーリングシナリオに関する評価結果の例（H17年度：208mAg量の見直し）

表-８

ボーリングシナリオのリスク評価条件
トンネル型施設

①
②

総廃棄物量
処分場面積

③

廃棄体領域の面積

④
⑤
⑥

50m 以深のボーリング発生頻度注)
処分場貫通確率（②×④）
廃棄体貫通確率（③×④）

サイロ型施設
55,000 m3
200,000m2 (400m×500m)
112,500m2 (150m×150m×5)
2
5,670m2 (π×19m×19m×5m)
28,600m (7.5m×
3,810m)
2E-8 本/m2/y
4E-3 (1/y)
2E-3 (1/y)
6E-4 (1/y)
1E-4 (1/y)

注)日本原子力研究所:平成 16 年度放射性廃棄物処分の長期評価手法の調査報告書[ｳﾗﾝ･TRU 廃棄物の基準整備に関する調査]､平成 17 年 3 月

表-９

ボーリングシナリオによるリスクの評価結果 (300 年後)

被ばくシナリオ
発電所
TRU 高
TRU 低
合計
3.0E-09
1.2E-07
1.7E-10
外部
2.4E-09
2.3E-10
5.4E-13
単純化
吸入
2.4E-10
1.1E-07
1.4E-10
経口
3.4E-10
1.8E-08
2.5E-11
合計
6.4E-08
9.9E-07
1.4E-09
外部
5.9E-08
4.2E-09
1.1E-11
掘削作業
吸入
1.9E-09
8.4E-07
1.1E-09
経口
2.7E-09
1.5E-07
2.0E-10
合計
2.4E-08
6.4E-08
8.9E-11
外部
2.4E-08
2.3E-09
5.4E-12
コア箱観察
吸入
1.2E-10
5.3E-08
7.1E-11
経口
1.7E-10
9.1E-09
1.3E-11
合計
3.2E-08
9.9E-07
1.3E-09
外部
2.7E-08
7.2E-10
3.0E-12
泥水ピット
吸入
1.9E-09
8.4E-07
1.1E-09
経口
2.7E-09
1.5E-07
2.0E-10
合計
7.2E-08
8.0E-09
2.5E-11
外部
6.7E-08
3.1E-09
9.8E-12
くず上居住
吸入
5.2E-12
2.3E-09
3.1E-12
経口
4.5E-09
2.6E-09
1.2E-11
注：Ag-108m の濃度は原子力安全委員会第２回埋設分科会(H.17.10.21)の資料に基づき修正
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単位:1/y
ウラン
2.3E-11
5.1E-13
1.6E-11
6.9E-12
1.9E-10
1.2E-11
1.3E-10
5.5E-11
1.7E-11
5.1E-12
7.9E-12
3.4E-12
1.9E-10
4.0E-12
1.3E-10
5.5E-11
1.5E-11
1.1E-11
3.5E-13
4.0E-12

（６）処分施設概念の成立性判断基準（本調査での設定）
原子力委員会バックエンド対策専門部会及び原子力安全委員会における余裕深
度処分方策の安全確保の考え方、評価対象とすべきシナリオの種類とその発生の可
能性（リスク論的考え方）、評価時間枠の考え方、国際機関などにおける放射線防
護基準の検討動静などを踏まえ、本調査においては各シナリオにおける評価の考え
方及び成立性（安全確保）の判断基準について以下のように考えることとした。本
調査において設定した判断基準をまとめて表10に示す。
ａ．地下水移行シナリオ
地下水移行シナリオのうち、通常（現実的又は最もありそうな）シナリオに
ついては、
• 300μSv/y の線量拘束値 (ICRP Publ.81)
• 10-6/y 相当のリスク又は線量あるいは最適化の判断
の２つの基準が考えられるが、諸外国においても 300μSv/y の線量拘束値だけ
を適用している例は少ないので、本検討では後者の「10-6/y 相当のリスク又は
線量あるいは最適化の判断」を採用することとし、さらに、比較検討の容易さ
から線量を判断基準とすることとし、最適化の目標とされる値として 10〜20
μSv/y を判断基準とする。
発生の可能性が低い（保守的、低頻度）シナリオの判断基準としては、
• 10-5/y のリスク拘束値又は確率の考察によって補われた線量拘束値（ICRP
Publ.81）
• 10-6/y 相当のリスクあるいは 300μSv/y 程度の線量拘束値
などが考えられるが、地下水移行シナリオにおいては、発生の可能性を定量的
に取り扱うことはデータ不足などによって困難な場合が多く、最もありそうな
もの以外のシナリオを定性的に位置づける必要があることを踏まえて、評価結
果が線量拘束値 300μSv/y を超えないことを成立性の判断基準とする。なお、
発生の可能性が低い地下水シナリオについては、原則として外乱を前提としな
いものを対象とする。
一方、自然過程のうち、立地条件で除外できない地震や比較的可能性が大き
いと考えられる長期的に生じる気候変動（海水準変動）については、計算上地
下水移行シナリオの展開ケースであることから、外乱を前提する地下水移行シ
ナリオに区分することとし、線量拘束値 300μSv/y を成立性の判断基準とする。
ｂ．自然過程
自然過程のうち、突発的に起こる地震・断層活動、火山活動については、サ
イト依存性が高く、原則として立地条件で除外するものとする。除外できない
地震や長期的に生じる気候変動（海水準変動）については、前述のとおり地下
水移行シナリオに区分する。
長期にわたって緩慢に進行する隆起・侵食作用などによる影響については、
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超長期には処分施設と生物圏が接近し、その影響が顕在化する可能性があるが、
10 万年のオーダーを超える超長期であることと、廃棄物から直接の影響を受け
るのは、一部の集団に限定されることから、10 万年以内のシナリオとは別の判
断基準として、
自然バックグラウンド程度の線量（数 mSv/y）を本調査での成立性検討の判断
基準とする。
ｃ．人為過程
ボーリングなどによる廃棄物の地表への移動、処分施設にボーリングが達す
るか貫通する場合の人工バリア／天然バリアの損傷による地下水移行への影
響、及び
処分施設近傍をボーリングが貫通する場合の天然バリアの損傷による地下水
移行への影響については、管理期間以降の比較的短期間を考えた場合には可能
性は小さく、超長期では必ずしも可能性は小さくないものの、事象発生確率は
変わらず、また、もはや仮想的な集団を対象としていることから、地下水移行
シナリオや自然過程とは別の基準で判断することが適切である。
したがって、本調査では、介入の一般参考レベルを参考に 10mSv/y を成立性
の判断基準とする。
なお、ボーリングの発生確率が推定できる場合には、発生確率を考慮したリ
スク基準(10-6/y)を成立性の判断基準とすることができるかもしれない。
表-10

本調査において設定した各シナリオの判断基準
判断基準
考え方
数値
最適化の目標と
10〜20μ
される線量値
Sv/y
線量拘束値に相
300μSv/y
当する線量値

発生の可能性が
低いシナリオ

発生可能性／
頻度
現実的又は最
もありそうな
保守的又は低
頻度

地下水移行
シナリオ
(外乱前提)

地震、気候変動
（海水準変動）

長期的には比
較的可能性大

1 万年〜
10 万年

線量拘束値に相
当する線量値

300μSv/y

自然過程

隆起・侵食によ
る地表接近

超長期におい
て発生する可
能性大

10 万年以
降

自然バックグラ
ウンド程度の線
量値

数ｍSv/y

人為過程

偶発的なボーリ
ング行為による
廃棄物との接触
やバリア損傷

超長期におい
ては可能性小
とはいえない

全期間

介入の一般参考
レベルの線量値

10mSv/y

評価対象シナリオ
地下水移行
シナリオ

通常シナリオ

- 42 -

重要期間
数千年〜
1 万年

（７）余裕深度処分システムの成立性
本調査では、廃棄体周辺に人工バリアを設置し、その外側に天然バリアという
構成の余裕深度処分システムを想定した。想定した各バリアに期待する機能及び
それらを確保するための留意点等は、表 11 に示す。
ａ．トンネル型施設
余裕深度処分システムの成立性評価の結果をまとめて表 12〜表 15 に示す。
TRU 高廃棄物の、①地下水移行シナリオ（通常）、②人為過程シナリオについて
成立しない。
その他の廃棄物区分、シナリオは、すべて成立する。
TRU 高廃棄物について施設を成立させるためには、地下水移行シナリオに対し
ては I-129 の固定化、人為過程に対してはボーリング侵入バリアの設置、等の対
策が必要である。
ｂ．サイロ型施設
4.1、4.2 項で行った余裕深度処分システムの成立性評価の結果をまとめて表
16〜表 19 に示す。
サイロ型施設については、処分施設内の単位体積当たりの浸透水量がトンネル
型施設に比べて小さくなるとともに、比表面積も小さくなるので、移流による漏
出と拡散による漏出の両者が抑制され、地下水移行シナリオの線量はトンネル型
施設に比べて１／２〜１／３程度になる。
TRU 高廃棄物については成立しない。成立しないシナリオは以下のとおり。
・人為過程
その他の廃棄物区分、シナリオは、すべて成立する。
TRU 高廃棄物について施設を成立させるためには、人為過程に対してボーリン
グ侵入バリアの設置等の対策が必要である。
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表-11
ベントナイト

人工バリア

バリア

モ
ル
タ
ル

天然バ
リア

成立性評価の前提となるバリア機能確保のための留意点等

留 意 点 等
廃棄物中に元々含まれる場合は除外が難しいため、以
下の対応をとる
廃棄体中に可溶性塩（硫酸塩、 ・バリア厚さを増すなどした特別な施設に、他の廃棄
硝酸塩）がないこと
物と分離して埋設
・廃棄体製作の段階で支配核種を低減する
・廃棄物発生の段階での支配核種との分離を検討する
サイト特性に応じて総合的に検討する
塩水環境ではないこと
・サイト選定段階で考慮する
・塩水環境を前提としたバリアを構築する
構造安定性（長期の構造安定 ・廃棄体内の空隙を小さくする
性、又は、有意な空隙が生じ ・できない場合は、容器での安定性確保を検討する
ないこと）
廃棄物中に元々含まれる場合は除外が難しいため、以
膨張性塩（硫酸塩）がないこ
下の対応をとる
と
・バリア厚さを増すなどした特別な施設に、他の廃棄
物と分離して埋設
・廃棄体製作の段階で支配核種を低減する
分解性の有機物がないこと
・廃棄物発生の段階での支配核種との分離を検討する
構造安定性（長期の構造安定 ・廃棄体内の空隙を小さくする
性、又は、有意な空隙が生じ ・できない場合は、容器での安定性確保を検討する
ないこと）
間隙率の小さい緻密なセメントであること
・天然バリアに関するいずれのパラメータについてもサイト依存性が大きく、サイトご
とに個別に調査して設定する必要がある
・動水勾配や透水係数などは、人工バリア内への浸透水量にも影響することに留意

表-12

TRU 高廃棄物のトンネル型施設の成立性評価

評価対象シナリオ

地下水移行
シナリオ

通常

可能性低
地下水移行
シナリオ
(外乱前提)

地震、気候
変動（海水
準変動）

自然過程

隆起・侵食

人為過程

ボーリング

発生可能性
／頻度

判断基準

成立性

現実的又は
最もありそ
うな

10〜20μ
Sv/y

×
沢沼経路
合計

300μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

数ｍSv/y

○

−

×

・廃棄物発見時の停止を
確実にする侵入バリア
等の設置
・ダスト吸入率の見直し
・リスク評価の取り込み

保守的又は
低頻度
長期的には
比較的可能
性大
超長期には
可能性大
極めてまれ

10mSv/y
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対 策
（カッコ内は留意事項）
・I-129 の固定化、溶出
率低減
・配置の工夫
（分配係数に著しく影響
する物質がないこと）
（分配係数に著しく影響
する物質がないこと）

表-13

TRU 低廃棄物のトンネル型施設の成立性評価

評価対象シナリオ
地下水移行
シナリオ

通常
可能性低

地下水移行
シナリオ
(外乱前提)

地震、気候
変動（海水
準変動）

自然過程

隆起・侵食

人為過程

ボーリング

表-14

極めてまれ

通常
可能性低

地下水移行
シナリオ
(外乱前提)

対 策
（カッコ内は留意事項）

判断基準

成立性

10〜20μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

数ｍSv/y

○

−

10mSv/y

○

−

（分配係数に著しく影響
する物質がないこと）

ウラン廃棄物のトンネル型施設の成立性評価

評価対象シナリオ

地下水移行
シナリオ

発生可能性
／頻度
現実的又は
最もありそ
うな
保守的又は
低頻度
長期的には
比較的可能
性大
超長期には
可能性大

地震、気候
変動（海水
準変動）

発生可能性
／頻度
現実的又は
最もありそ
うな
保守的又は
低頻度
長期的には
比較的可能
性大

判断基準

成立性

10〜20μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

対 策
（カッコ内は留意事項）

（分配係数に著しく影響
する物質がないこと）

自然過程

隆起・侵食

超長期には
可能性大

数ｍSv/y

○

（他のシナリオに比べて
基準に対する裕度が少な
い）
（深度増加しても効果は
ない）

人為過程

ボーリング

極めてまれ

10mSv/y

○

−

表-15

発電所廃棄物のトンネル型施設の成立性評価

評価対象シナリオ

地下水移行
シナリオ

通常
可能性低

地下水移行
シナリオ
(外乱前提)

地震、気候
変動（海水
準変動）

自然過程

隆起・侵食

人為過程

ボーリング

発生可能性
／頻度
現実的又は
最もありそ
うな
保守的又は
低頻度
長期的には
比較的可能
性大
超長期には
可能性大
極めてまれ

対策
（カッコ内は留意事項）

判断基準

成立性

10〜20μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

数ｍSv/y

○

−

10mSv/y

○

−
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（分配係数及び人工バリ
アに著しく影響する物質
がないこと）

表-16
評価対象シナリオ
地下水移行
シナリオ

通常
可能性低

地下水移行
シナリオ
(外乱前提)

地震、気候
変動（海水
準変動）

自然過程

隆起・侵食

人為過程

ボーリング

表-17
評価対象シナリオ

地下水移行
シナリオ

通常
可能性低

地下水移行
シナリオ
(外乱前提)

地震、気候
変動（海水
準変動）

自然過程

隆起・侵食

人為過程

ボーリング

表-18
評価対象シナリオ
地下水移行
シナリオ

通常
可能性低

地下水移行
シナリオ
(外乱前提)

地震、気候
変動（海水
準変動）

TRU 高廃棄物のサイロ型施設の成立性評価
発生可能性
／頻度
現実的又は
最もありそ
うな
保守的又は
低頻度
長期的には
比較的可能
性大
超長期には
可能性大
極めてまれ

対 策
（カッコ内は留意事項）

判断基準

成立性

10〜20μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

数ｍSv/y

○

−

×

・廃棄物発見時の停止を
確実にする侵入バリア
等の設置
・ダスト吸入率の見直し
・リスク評価の取り込み

10mSv/y

（分配係数に著しく影響
する物質がないこと）

TRU 低廃棄物のサイロ型施設の成立性評価
発生可能性
／頻度
現実的又は
最もありそ
うな
保守的又は
低頻度
長期的には
比較的可能
性大
超長期には
可能性大
極めてまれ

対 策
（カッコ内は留意事項）

判断基準

成立性

10〜20μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

数ｍSv/y

○

−

10mSv/y

○

−

（分配係数に著しく影響
する物質がないこと）

ウラン廃棄物のサイロ型施設の成立性評価
発生可能性
／頻度
現実的又は
最もありそ
うな
保守的又は
低頻度
長期的には
比較的可能
性大

判断基準

成立性

10〜20μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

対 策
（カッコ内は留意事項）

（分配係数に著しく影響
する物質がないこと）

自然過程

隆起・侵食

超長期には
可能性大

数ｍSv/y

○

（他のシナリオに比べて
基準に対する裕度が少な
い）
（深度増加しても効果は
ない）

人為過程

ボーリング

極めてまれ

10mSv/y

○

−
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表-19
評価対象シナリオ
地下水移行
シナリオ

通常
可能性低

地下水移行
シナリオ
(外乱前提)

地震、気候
変動（海水
準変動）

自然過程

隆起・侵食

人為過程

ボーリング

発電所廃棄物のサイロ型施設の成立性評価
発生可能性
／頻度
現実的又は
最もありそ
うな
保守的又は
低頻度
長期的には
比較的可能
性大
超長期には
可能性大
極めてまれ

対策
（カッコ内は留意事項）

判断基準

成立性

10〜20μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

300μ
Sv/y

○

数ｍSv/y

○

−

10mSv/y

○

−

（分配係数及び人工バリ
アに著しく影響する物質
がないこと）

（６）安全対策の検討
ａ．地下水移行シナリオに関する補足検討
1)

評価手法の高度化等による現実的評価

容器閉じ込め効果については、数万年以内の場合、C-14が支配的となる発電所廃
棄物について有効であるが、その他の廃棄物種類では効果がなかった。廃棄物の固
定化については、特にI-129を支配核種とするTRU廃棄物について有効であった。
処分施設の配置を考慮することにより、ウラン廃棄物以外の廃棄物については線
量低減効果があった。
埋設施設周辺に透水係数を大きくしたEDZを仮定して評価すると、地下水流がEDZ
を通って埋設施設を迂回して、浸透水量が低減し、被ばく線量が低下した。なお、
施設内部が劣化した場合を考え、EDZを設計条件とするのは慎重な検討を要する。
2)

分配係数に関する検討
文献値による保守的な分配係数値を用いると、TRU低廃棄物を除いて影響が大

きく、Nb-94、Pu-239、Pb-210等について慎重な設定が必要である。
3)

亀裂／ひび割れの影響検討
モルタル層のひび割れにより移流や拡散に偏りがあるモデルで評価を行った

ところ、核種漏えい時期が分散することで被ばく線量ピークが低下した。なお、他
のバリア劣化との重畳を考え、ひび割れを設計条件とするのは慎重な検討を要する。
天然バリアの亀裂について、移流による漏えい加速とマトリクス拡散による漏
えい遅延の両者を考慮して評価した結果、ウラン廃棄物に対する影響が比較的大き
く、被ばく線量が１桁増加した。
4)

生物圏の様式化の検討
現在の評価モデルの生物圏について検討した結果、地下水移行シナリオ、自然

過程、人為過程のいずれについても、現行モデルが様式化された生物圏とみなせる
ことを確認した。
5)

確率論的評価
人工バリアパラメータの分布を考慮した確率論的な評価を行ったところ、ウラ
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ン廃棄物、発電所廃棄物ではNb-94、α核種などの分配係数の変動影響が大きく、
分配係数に影響を与えない対策が必要かもしれない。また、どの廃棄物に対しても
人工バリア性能の影響が有意であり、人工バリアの長期的な性能維持が重要である。
ｂ．外部事象シナリオに関する補足検討
1)

自然過程

(a) 隆起侵食
隆起侵食による地表接近について、より代表性の高い様式化シナリオを用いた
評価を実施した結果、10万年後に接近が起きた場合には、ウラン廃棄物を除けば
1mSv/y程度、ウラン廃棄物においても数mSv/y程度の被ばく線量となった。また、
処分施設内からの核種流出を考慮した評価も行った。
また、地表近傍での処分施設領域と生物圏との混合パターンや被ばくの形態な
どについて比較的大きな分布幅が想定されることから、パラメータ分布を考慮した
確率論的評価を実施した。もっともありそうな状況である50パーセンタイル値は数
100μSv/y程度かそれ以下、保守的な状況である95パーセンタイル値は数mSv/y程度
かそれ以下となり、いずれも自然バックグラウンドと同程度かそれ以下となった。
(b) 地震、地質の変化等によるバリア性能の変化
地震等種々の外部事象による人工バリア及び天然バリア性能の変動をパラメ
ータ分布として扱い、その後の地下水移行シナリオについて確率論的評価を実施し
た。その結果、いずれのケースにおいても、95パーセンタイル値は300μSv/yを下
回り、処分システムが比較的頑健であると考えられた。
2)

人為過程
日本原子力研究所の調査による50m以深のボーリング発生頻度2E-8（本/m2/y）

を用いて、平成16年度に実施したボーリングシナリオのリスク評価を行ったところ、
いずれも1E-6 (1/y)を下回ることが確認された。
ｃ．FEPと評価パラメータの関係の整理
平成14年度からの検討において、人工バリア及び天然バリアについていくつか
の前提条件をおいて、各バリアのパラメータ値を設定し、性能評価を実施してきた。
これらのパラメータについて期待する性能が得られるかどうかを最新知見に照ら
して再確認するとともに、廃棄物安全小委員会のFEPに基づいて評価の網羅性を検
討した結果、基本的なパラメータについて、必要な数値が得られる見込みがあり、
また、ほぼFEPを網羅した評価ができていることを確認した。
５．まとめ
平成 17 年度までの検討により、余裕深度処分と類似の処分施設を有する諸外国に
おける安全規制、安全評価手法を調査整理するとともに、余裕深度処分の全体システ
ム（人工バリア、天然バリア等）の性能評価を実施し廃棄物種類ごとの必要な安全対
策の検討・取りまとめを実施した。
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地下空洞型処分施設性能確証試験
１．背景と目的
地下 50ｍ以深の大断面の地下空洞にコンクリートの処分ピットを構築し、その周囲
をベントナイト等の緩衝材で覆う地下空洞型処分施設は、低レベルの発電所廃棄物の
余裕深度処分や TRU 廃棄物の余裕深度処分、或いは一部の TRU 廃棄物の地層処分のた
めの処分施設として、具体的な検討が行われている。地下空洞型処分施設の概念を図
−１に示す。これまで、小規模試験等において、各人工バリアに必要とされる性能が
確認されているが、今後の地下空洞型処分施設の設計・建設に当たっては、現実に即
した試験条件下で実施する確証的な試験が必要とされてきている。
本確証試験では、発電所廃棄物や TRU 廃棄物等の低レベル放射性廃棄物の余裕深度
処分に係る共通基盤技術の確立のために、地下空洞に主要構造体である緩衝材やコン
クリートピット等の人工バリアを原位置で施工する技術とその施工に伴うバリア性
能や施設構造体としての性能を確認することを主たる目的とする。
この目的達成のために、大断面の地下空洞内に実規模大の試験施設を建設しつつ、
建設に係る施工技術、施設の核種閉じ込めに係る初期性能並びに施工後における施設
性能に係る観測と評価等、実際に施工した処分施設の総合的な確認を行う。

図-1 地下空洞型処分施設の概念
２．開発目標と概要
(1) 開発目標
本確証試験では、大断面の地下空洞内に実規模大の試験施設を建設するための実現
可能な試験計画を策定するとともに、施工技術、施工方法等の実施工への適用性を明
確にし、また、施工後の施設の力学安定性及び施設の核種閉じ込めに係る初期性能を
明確にすることを目標とする。また、施工中、施工後の処分施設や周辺岩盤の力学・
水理挙動を計測し、力学的安定性や地下水流動を評価することも目標とする。
(2) 計画概要
本確証試験は、現実の施工技術・施工方法によって実現可能な試験施設を設定し、
試験の基本計画、詳細試験計画を策定する。この施設構造を模擬した試験施設を構築
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し、処分施設施工確認試験、初期性能確認試験及び施設・岩盤挙動計測を実施する。
各試験の目的を表−１に、試験工程を表−２に示す。また、試験に供する地下空洞と
して、青森県六ヶ所村において日本原燃（株）が進めている低レベル放射性廃棄物の
余裕深度処分施設検討のための試験空洞（地下約 100ｍ、横約 18ｍ、縦約 16ｍ）を利
用する。実規模・実環境下における人工バリアの施工性確認試験は本確証試験の中で
も最も重要な試験と位置付けている。
表-1

各試験の目的

試験項目
１．処分施設施工確
認試験
２．初期性能確認試
験

目

的

実際の地下空洞環境下において実規模の施設を施工することにより、施工技
術、施工手順、施工方法等の実施設への適用性を確認する。
施工された施設について、力学的安定性、核種閉じ込め性等の安全評価におい
て要求される初期性能に関わる品質について確認する。

３．施設／岩盤挙動
計測

施工された施設の力学的安定性や周辺岩盤に与える影響等を評価するために、
施設や周辺岩盤の力学・水理挙動を計測する。

表-2
年度
実施項目
1.実現可能な埋設施設試験計画の策定
(1)基本計画の策定
(2)詳細試験計画の策定
2.処分施設施工確認試験
(1)埋戻し材試験
(2)緩衝材試験
(3)低拡散材試験
(4)コンクリ−トピット試験
(5)充填試験
3.初期性能確認試験
(1)埋戻し材試験
(2)緩衝材試験
(3)低拡散材試験
(4)コンクリ−トピット試験
(5)充填試験
4.施設・岩盤挙動計測
(1)埋戻し材
(2)緩衝材
(3)低拡散材
(4)コンクリ−トピット
(5)周辺岩盤

17

試験工程
18

19

平成
20

21

22

23

３．これまでの成果
本試験では、平成 17 年度に本研究の基本計画策定のための検討を、平成 18 年度に
詳細試験計画策定のための検討を、平成 19 年度には、これら計画に基づいた試験施
設の施工の一部を実施してきた。平成 19 年度までの本性能確証試験の成果を以下に
記す。

- 51 -

(1) 実現可能な埋設施設試験計画の策定
ａ．基本計画の策定
基本計画の策定にあたり、処分施設に要求される性能を実現できる施設を検討し、
施設形態（人工バリアシステム）を確立した。また、処分施設の各人工バリアに使
用する材料、施工方法の選定等の本試験で明らかにすべき項目について重要度等を
詳細に検討し、絞り込みを行った上で本試験の全体計画を示した。設定した施設形
態を図−２に示す。
処分施設施工確認試験の基本計画策定では、実規模空洞における実現可能な試験
施設の施工技術、施工方法、施工機械等を洗い出し、要求機能を確保するための施
工方法を検討し、実現性のある施設施工技術を明確にした。また、実施可能な施設
施工の手順・工程について検討を行い、施工確認試験の基本計画を示した。
初期性能確認試験では、人工バリアを構成する緩衝材、低拡散材、コンクリート
ピット、充填材及び埋戻し材について、実際の施工方法と人工バリアへの要求機能
との関連を整理・検討を行い、初期性能確認項目を明確にした。また、確認項目の
試験方法を調査・検討し、試験方法を明らかにした。合わせて、施工時目標性能、
初期性能及び長期経過後の性能の関係を明確にするとともに、試験の基本計画を示
した。設定した初期性能の値を表−３に、本試験において要求される初期性能を明
確にするための人工バリア性能の経時変化のイメージを図−３に示す。
施設・岩盤挙動計測では、施工中、施工後において施設や岩盤で想定される力学
挙動、水理挙動を時系列で整理し、施設の力学挙動（変形、沈下）等を把握・評価
するための計測項目、計測方法を調査・検討し、計測項目・方法を明らかにした。
また、施設周辺の岩盤の力学挙動、地下水挙動を把握・評価するための計測項目、
計測方法の調査・検討を行い、計測項目・方法を明らかにし、本挙動計測の基本計
画を示した。
表-3 設定した初期性能の値
埋戻し材

支保工

部

コンクリートピット
低拡散材
廃棄体

セメント系材料

充填材

位

項

目

透水係数
緩衝材

拡散係数
厚さ

緩衝材（ベントナイト）

低拡散

図-2 地下空洞型処分施設の形態

材
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透水係数

初期性能
5E-13m/s
−
（透水係数で代表）
1m
−
(拡散係数で代表）

拡散係数

1E-12m2/s

厚さ

0.5m

〔施工時目標性能〕

〔長期経過後の性能〕

建設完了時点▼

平均値

〔初期性能〕

性 能

施工によるバラツキ
長期劣化等
不確実性

人工バリアの
長期劣化、長
期の不確実性
に対する安全
裕度

評価上の要求性能

時間

図-3 人工バリア性能の経時変化のイメージ
ｂ．詳細試験計画の策定
平成 19 年度から本格的に試験空洞で開始する確証試験の具体化に向けて、目的達
成性、経済性等を勘案した施設形態を明確にした。設定した施設形態を図−４に示す。
また、各人工バリアの使用材料を検討し、組合せを明らかにした。各人工バリアの使
用材料を表−４に示す。
処分施設施工確認試験としては、人工バリアの各部材、各部位毎に施工手順を検討
し、施工段階に応じた品質管理項目を決定した。また、工事工程を段階毎に分け、施
工方法、使用機械等について検討を行い、平成 19 年度から平成 23 年度の 5 年間に渡
る詳細試験計画を示した。
初期性能確認試験としては、人工バリアの各部材について、主たる要求機能に対す
る性能確認のための試験項目、試験方法、試験数量について明らかにした。各人工バ
リアの要求機能及び機能に対応した初期性能確認項目の検討を行い、重要度を明確に
し、詳細試験計画を示した。人工バリアの要求機能と初期性能確認項目を表−５に示
す。
施設・岩盤挙動計測試験としては、施工中・施工後の試験施設や周辺岩盤で想定さ
れる挙動に対して計測項目を決定した。その項目に対して、計測方法、計測数量、計
測器の配置、ケーブル類の配置等を明らかにし、詳細試験計画を示した。
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A'

A

B

B

A'

A A

A

A

A
B B

図-4 設定した施設形態（詳細全体計画図）

表-4 人工バリアの使用材料
部
緩衝材

位

使

用 材 料

底部・上部

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ（ｸﾆｹﾞﾙ GX100%）現場締固め

側部

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ（ｸﾆｹﾞﾙ GX100%）現場締固め及びブロック

低拡散材

LPC+FA30%、W/B=45%、高流動モルタル

コンクリートピット

LPC+FA30%、W/B=45%、高流動コンクリート

充填材

LPC+FA30%、W/B=45%、高流動モルタル

埋戻し材

底部・側部

LPC+FA30%、W/B=45%、ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｽﾗﾝﾌﾟ型及び高流動型）

上部

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合土及び低ｱﾙｶﾘｾﾒﾝﾄ
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表-5 人工バリアの要求性能と初期性能確認項目
バリア機能
建設・操業中
の安全確保

収

止

着

水

拡散抑制

人工バリア構成部位
充填材

低拡散材

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟｯﾄ

緩衝材

埋戻し材

○

○

◎

○

◎

強度特性

強度特性

○

○

○

間隙水 pH

間隙水 pH

○

○

透水係数

透水係数

空隙率

空隙率

ひび割れ特性

ひび割れ特性

○

◎

拡散係数

拡散係数

空隙率

空隙率

ひび割れ特性

ひび割れ特性

○

○

＊）

充填性

強度特性

分配係数
間隙水 pH
○
透水係数
空隙率
ひび割れ特
性
○

定性確保

変形特性
○

○

間隙水 pH

間隙水 pH

◎

○

透水係数
密度
膨潤特性

（溶脱特性）

透水係数
密度

○

空隙率
ひび割れ特

拡散係数

−

性
○

○
（飽和後物

（溶脱特性）

強度特性

拡散係数

閉鎖後の力学
的、化学的安

強度特性

（溶脱特性）

性）
(変質後物性)

○
（飽和後
物性 or
溶脱特
性）

*)：初期性能の定義（埋戻し完了時点での性能）から外れるが、重要な性能のため記述
◎：主に期待する機能として設計において考慮する機能であり、初期性能確認試験で性能を確
認するもの
○：設計において考慮しないが付帯的に考慮する機能であり、初期性能確認試験で特性値を取
得するもの
−：機能として考慮していない
( )：本研究の対象外
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(2) 処分施設施工確認試験
底部・側部埋戻し材施工確認試験としては、材料として低発熱ポルトランドセメン
トにフライアッシュを混入したコンクリート（スランプ型及び一部高流動型）の配合
試験を行い配合決定して、底部・側部及び奥部に鉄筋コンクリート構造の埋戻しを施
工し、施工性、品質（材料特性、出来型等）を検討した。その結果、施工性や品質に
は大きな問題はなく、今回用いた低発熱ポルトランドセメントにフライアッシュを混
入したコンクリートが施工性や品質管理面から見て採用可能な材料であることが明
らかになり、実施工への適用性を確認した。使用した材料の配合条件（スランプ型）
を表−６、及び配合条件（高流動型）を表−７に示す。
底部緩衝材施工確認試験としては、底部緩衝材の一部の試験を実施した。材料とし
てベントナイト（クニゲル GX100％）を使用し、大型振動ローラー等を使用した現
場締固め施工により、平均乾燥密度 1.6Mg/m3 の底部緩衝材を施工し、施工性、品質、
出来型等の項目について確認した。この結果から底部緩衝材としての要求性能を満足
する成果が得られ、今回用いたベントナイト（クニゲル GX）が適用可能な材料であ
ることが明らかになった。また、大型振動ローラー等が緩衝材の施工に十分適用可能
な機械であることが分かった。平成 20 年 2 月に図−４に示すように第 1 層（厚さ：
10cm）の施工を行い、品質確認等を実施した。施工状況を図−５に示す。底部緩衝
材施工確認の全体評価については、全層の施工終了時に実施する。
表-6 使用した材料の配合条件（スランプ型）
使用材料および単位量(kg/m3)
ｽﾗﾝﾌﾟ

空気量

W/B

W/P

s/a

（ｃｍ）

(％)

（％）

（％）

（％）

18±2.5

2.5±1.5

45

32

粉体 P
W

50

結合材 B

175

LPC

FA

272

117

S1

G1

812

819

LS
150

AE 減水剤
P×(％)
0.85％

表-7 使用した材料の配合条件（高流動型）
使用材料および単位量 (kg/m3)
ｽﾗﾝﾌﾟ
ﾌﾛｰ
(cm)
65

空気量

W/B

W/P

s/a

（％）

（％）

（％）

（％）

2.5

45.0

26.4

51.6

粉体 P
w

結合材 B

160

LPC

FA

LEX

229

107

20
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高性能
LS1
249

S1

G1

AE 減水剤
P×(％)

824

780

0.70

平成19年度、1層（t=10cm）施工

図-5（左）6（右）

底部緩衝材施工状況

(3) 初期性能確証試験
本確証試験では、底部・側部埋戻し材として埋戻し部に使用した低発熱ポルトラン
ドセメントにフライアッシュを混入したコンクリートの強度特性、止水性能等の初期
性能の確認を行った。主に期待する機能としてのコンクリート強度は材齢 91 日で
60N/mm2 以上となっており、設計基準強度（30 N/mm2）を全て上回った。また、透水
係数は 1×10-14〜１×10-13m/s 、空隙率平均値 14.9％であり、通常のコンクリートよ
り小さ目の値であることから初期性能は確保されている。この試験結果から、今回使
用した低発熱ポルトランドセメントにフライアッシュを混入したコンクリートの強
度特性等が明らかとなり、今回の施工方法により物性値が確保されることが分かった。
また、将来、埋戻し材として適用可能であることが実証された。
(4) 施設・岩盤挙動計測
埋設施設挙動計測としては、施工中、施工後の底部・側部・奥部埋戻し材の力学的
挙動を把握するため、計測器（ひずみ計、有効応力計、鉄筋計等 157 個）を設置し、
計測を開始した。また、施工中、施工後の底部緩衝材の力学及び水理挙動を把握する
ため、計測器（土圧計、加速度計、間隙水圧計等 16 個）を設置し、計測を開始した。
岩盤挙動計測としては、施設の施工に当たり計測器（岩盤変位計（１孔）及び間隙
水圧計（５孔））を設置し、計測を開始した。
４．まとめ
今回の研究評価は本性能確証試験の中間評価として実施された。本試験は、実規
模・実環境下における試験としては我が国でも初めてのものである。平成 17 年度か
ら 19 年度までは、本研究の基本計画、詳細試験計画策定のための検討及び現地の埋
設設備の確証試験の準備を主に実施した。
平成 19 年度までの本性能確証試験の成果を以下に記す。
基本計画の策定の成果としては、処分施設に要求される性能を実現できる施設を行
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い、施設形態（人工バリアシステム）を確立し、要求機能を確保するための施工方法
及び実現性のある施設施工技術を明確にした。また、施工手順、工程等を検討し、実
現性の高い施工技術について処分施設施工確認試験の基本計画を示した。並びに、人
工バリアに求められる要求性能の検討を行い、初期性能確認項目、試験方法を明らか
にし、初期性能確認試験の基本計画を示した。また、埋設施設、施設周辺岩盤の想定
される挙動を整理・検討することにより、計測項目、計測方法等を明らかにし、施設・
岩盤挙動計測試験の基本計画を示した。
詳細試験計画の策定では、経済性等を勘案した埋設施設の施設形態を明確にすると
ともに、人工バリアで使用する材料を検討し、要求性能を確保する材料の組合せを明
らかにした。また、試験の基本計画を実施に移すための埋設施設の詳細な設計及び処
分施設施工確認試験、初期性能確認試験、施設・岩盤挙動計測試験の詳細な実施内容
について検討を行い、各確認試験の詳細試験計画を示した。
底部・側部・奥部埋戻し材施工確認試験では、コンクリートによる埋戻しの施工を
行い、施工技術、方法、手順などの適用性を確認した。この結果から施工性や品質に
は大きな問題はなく、今回用いた低発熱ポルトランドセメントにフライアッシュを混
入したコンクリートが施工性や品質管理面から見て採用可能な材料であることが明
らかになり、実施工への適用性を確認した。また、底部緩衝材（一部）施工確認試験
では、ベントナイトを使用し、第１層目における施工技術、方法、手順等の適用性を
確認した。この結果から底部緩衝材としての要求性能を満足する成果が得られ、今回
用いたベントナイト（クニゲル GX）が適用可能な材料であることが明らかになった。
また、大型振動ローラー等が緩衝材の施工に十分適用可能な機械であることが分かっ
た。全体評価については、全層の施工終了時に実施する。
初期性能確証試験では、底部・側部・奥部の埋戻し材の初期性能確認試験を行い、
得られたデータを評価し、強度・止水特性等初期性能が確保されていることを確認し
た。この試験結果から、低発熱ポルトランドセメントにフライアッシュを混入したコ
ンクリートは、埋戻し材として適用可能であることが実証された。
埋設施設挙動計測としては、施工中、施工後の底部・側部・奥部埋戻し材の力学的
挙動を把握するため、計測器を設置し計測を開始した。また、施工中、施工後の底部
緩衝材の力学及び水理挙動を把握するため、計測器を設置し計測を開始した。
岩盤挙動計測としては、施設の施工に当たり計測器を設置し計測を開始した。
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