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第 8章 まとめ 

 

電気事業者等と核燃料サイクル開発機構は，関係機関の協力のもと，核燃料サイクルから発生

する TRU 廃棄物の処分について，関連する処分事業や制度整備の状況等を踏まえ， 新の研究開

発の成果を集約し，処分の技術的成立性及び安全性の見通しについてより確かなものとするため，

第 2次 TRU レポートを取りまとめた。 

本章では，第 2 章～第 7 章に記述した技術的検討の成果を総括するとともに，TRU 廃棄物処分

の実施に向けた今後の展望，並びに今後進めるべき技術開発課題について検討した。 

 

8.1 第 2 次 TRU レポートの成果 

TRU 廃棄物の発生と特性 

JNC 及び JNFL における 新の廃棄物発生量予測に基づき，TRU 廃棄物の発生量の見直しを行っ

た。第 1次 TRU レポートにおける算定では 2035 年までの発生量を前提としたのに対し，第 2次

TRU レポートにおいては，JNC 及び JNFL の各施設の全操業期間から発生するすべての TRU 廃棄物

を対象とするとともに，操業完了後の解体廃棄物及び BNGS からの返還廃棄物の物量を追加した。

その結果，廃棄体の発生総量は約 140,000m3（約 70 万本：200L ドラム缶換算）と算定された。 

廃棄体の放射性物質濃度は，α核種濃度で 105～1012Bq/t，βγ核種濃度で 106～1014Bq/t の幅

広い範囲を示した。これは現行の原子炉から発生する廃棄物を対象とした濃度上限値を参考に区

分すると，地層処分，余裕深度処分，浅地中処分の各核種濃度範囲から一部クリアランスレベル

に至るまで幅広く分布していることが確認された。処分区分の内訳としては，地層処分対象は約

26,600m3,浅地中処分対象（コンクリートピット）は 88,400m3,余裕深度処分対象は約 25,200m3と

算定された。 

廃棄体の性状はセメント固化体，金属圧縮体等と多種多様であるが，基本的に第 1次 TRU レポ

ートで検討した廃棄体の種類と変わらない。特に地層処分対象として区分される，I-129 の大部

分を含むヨウ素フィルタの廃棄体，ハル・エンドピース及び硝酸塩を含む固化体に関しては，

各々第 1次 TRU レポートでの算定結果から操業期間に比例した増加を示しており，地層処分対象

廃棄体のグルーピングにあたっては，同レポートと同様に 4つのグループに区分する考え方を踏

襲することが可能である（グループ 1：ヨウ素フィルタ，グループ 2：ハル・エンドピース，グル

ープ 3：硝酸塩を含む固化体，グループ 4：その他の雑固体廃棄物）。 

一方，地層処分場設計におけるグループ 2の熱的制約を考慮し，ハル・エンドピース廃棄体の

発熱における主要核種Co-60の生成に寄与する燃料集合体部材中の不純物Co含有量及び炉心中性

子束分布に関し，各々実測値等に基づく再評価を行うことにより過度の保守性を排除し，現実的

な値を導出した。また，ハル・エンドピースには安全評価の観点からの重要核種である C-14 の

多くを含んでおり，合わせて燃料集合体部材中の不純物窒素含有量を見直すことにより，同様に

現実的な値を算定した。これら見直しに伴うCo-60及びC-14の生成量は，海外のハル・エンドピ

ース廃棄体データともほぼ同程度の値であり，妥当であると考えられる。 

また，安全評価において重要な廃棄体含有物について，第1次TRUレポートでは考慮していなか

ったグループ 2中の有機物量やBNGS返還廃棄物中の硝酸塩含有量等についても 新の調査結果を

もとに定量化を図った。 
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地層処分システムの検討評価 

わが国の幅広い地質環境を対象として，第 1次TRUレポートに示した処分概念を基本に人工バリ

アの各機能と仕様を検討するとともに，熱及び処分坑道の力学安定性に係わる詳細な評価に基づ

き，代表的な複数の岩盤条件における人工バリア及び処分坑道の基本仕様を導出した。得られた

基本仕様に基づき，ニアフィールドの長期挙動として，力学挙動，人工バリア材の変形，岩盤ク

リープ，熱応力，ガス発生による間隙圧の変化及び緩衝材の流出についての詳細な検討評価を行

い，処分坑道の主要な構成についての詳細化を図った。処分場レイアウトに関しては，安全評価

との反復的な検討の連携を図り，特にグループ 3から浸出する硝酸イオンによる影響が他のグル

ープの坑道及び核種移行経路に及ばないよう配慮を一層進めた概念の提示を行った。 

また，建設，操業，閉鎖の各段階の検討を進めるとともに， 新の工学試験での検討事例等を

示し，現状の技術及びその延長により処分場の工学的実現性の見通しが得られた。 

安全評価においては，バリア材料の性能や処分場近傍の環境に関する時間的，空間的変遷に係

わる状況の把握並びに核種移行解析における条件等の設定に反映するため，TRU廃棄物処分システ

ム特有の現象について， 新の知見を反映した評価を実施した。評価した現象には，セメント材

料や緩衝材の変遷，高pHプルームによる周辺岩盤の変質，グループ 2坑道内の放射線場の推移，

TRU廃棄物処分に特有な硝酸塩，有機物及びガス発生の影響評価が含まれる。また本来地質環境条

件に強く依存するコロイド及び微生物の各影響についても，既往の知見を整理し，影響の程度を

考察した。これら各現象の評価結果を反映した溶解度や収着分配係数等の核種移行データベース

の整備を進めるとともに，核種移行解析においては，H12 レポートにおいて用いられたデータ，

水理物質移行モデル及び安全評価シナリオ等を反映し，地質環境の多様性も考慮した決定論的影

響解析を行うことに加えて，これらモデルやデータ・パラメータの有する不確実性やそれらの重

畳による影響を評価するための新たな統計的評価手法を導入した。 

レファレンスケースの計算結果は， 大線量として約 2μSv/yとなり，そのとき主要な核種は

第1次TRUレポートと同様にI-129であること，その次に有機形態のC-14であることを示した。レ

ファレンスの地質環境条件においては，様々な現象を考慮しても 大線量に及ぼす影響は大きく

ないことも明らかにし，レファレンスの地質環境よりも水理物質移行の観点から良好とされない

条件においては，グループ 1の廃棄体の核種保持性能を数万年程度に高度化することにより安全

性の見通しが示しうることを明らかにした。 

変動シナリオにおいては，多くのケースで 10μSv/y程度以下である結果が得られた。ボーリン

グや井戸掘削・採水による新たな移行経路形成シナリオを想定したケースでは 大線量として

100μSv/y程度に達する結果が示されたが，これらは稀頻度事象としてみなせることから，今後リ

スク論的な考えの導入により適切に評価される可能性が考えられる。また，ボーリングシナリオ

に対しては，坑道内の区画化の考慮等により影響する坑道を制限し線量を低減させるなど，工学

的対策を講じる余地もある。接近シナリオとして隆起・侵食に伴う影響による処分場の地表曝露

及びボーリングによる偶発的な処分場貫通の影響を評価し，前者は天然起源の岩盤掘削の場合よ

りも影響小さいこと，後者においてはリスク換算により諸外国で用いられている安全基準の目安

である 10-6～10-5[ｙ-1]を下回る結果を示した。 

地層処分システムの主要な合理化方策として検討評価を行った高レベル放射性廃棄物との同一

サイトへの併置処分に関しては，海外にて検討された概念を参考に検討し，両処分場の間で相互
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に影響する可能性のある要因として抽出した熱，アルカリ成分，硝酸塩，有機物について，両処

分場の離間距離をパラメータとした解析及び各要因の影響の程度に係わる知見の整理を行い，両

処分場に数 100mの離間距離を設けることにより相互影響を避けられる見通しを示し，さらにレイ

アウトや工学的対策を講じるなどにより，併置処分の技術的成立性の見通しを示した。 

一方，幅広い地質環境への対応並びに安全裕度の向上を図るための人工バリアの高度化技術に

関して，グループ 1に対する 8種類の固化体並びにグループ 2における 2種類の高度化コンテナ

の研究動向を示し，それぞれ数万年以上の核種保持性能が達成できる見通しを示した。また評価

の不確実性が残るベントナイトのアルカリ変質や潜在的な化学的活性等への懸念の存在するアス

ファルト／硝酸塩を含む廃棄体についての対応方策として，低アルカリ性セメントや硝酸塩分解

技術について言及した。 

これら代替技術については，レファレンスの処分概念を対象とした今後の各評価の信頼性向上

や具体的な地質環境等に応じた研究開発等と合わせて，適切にチェック・アンド・レビューを行

い，適用による有効性等の検討を進めることにより，TRU 廃棄物地層処分の一層の信頼性向上へ

の寄与が期待できる。 

 

浅地中処分システム及び余裕深度処分システムの安全評価 

現行の原子炉施設から発生する廃棄物を対象とした濃度上限値を参考に，コンクリートピット

処分及び余裕深度処分に区分可能と考えられる廃棄体について，第 1次中間報告から第 3次中間

報告に示された処分概念や安全評価手法等を用い，両処分概念の安全評価を行った。 

評価に用いたパラメータは，第 1～3次中間報告における設定値に加え，余裕深度処分システ

ムと地層処分システムの人工バリアの類似性や還元環境といった共通性を踏まえ，地層処分シス

テムの安全評価において設定された分配係数や金属からの核種溶出率等も考慮し，データの幅を

持った評価を行った。 

安全評価結果は，両処分概念とも代表的な評価ケースに対する 大線量として 10-4～10μSv/y

の範囲を示し，安全性を確保できる見通しが得られた。支配核種はコンクリートピット処分の居

住シナリオでSr-90，地下水シナリオでは両処分概念ともC-14 となった。 

 

廃棄物処分合理化（併置処分以外）に関する検討 

TRU廃棄物におけるコンクリートピット処分及び余裕深度処分の濃度上限値，並びに余裕深度

処分対象廃棄物のα核種濃度区分値を試算した。 

濃度上限値は原子炉施設における算定方法に準じてTRU廃棄物を対象とした値を試算した。 

α核種濃度区分値は，リスク論的考え方を踏まえた線量から求める方法など複数の方法により

試算した結果から 100GBq/tが得られた。このとき余裕深度処分対象となる廃棄体量は，同区分値

を 1GBq/tとした場合の約 25,200m3から約 39,300m3と増加し，地層処分対象に区分される廃棄体

量は約 26,600m3から約 12,500m3と概ね半減する結果となった。余裕深度処分対象の廃棄体に含ま

れる放射能量はα区分値を 1GBq/tとした場合のα核種量 2.5×1013Bqから 4.8×1014Bqに増加し，

βγ核種量については 4.6×1018Bqから 4.8×1018Bqと増加は小さい結果となった。但し，この区

分値に基づく余裕深度処分における安全評価における線量への影響はわずかであることも示され

た。 
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また，海外から返還が予定されている廃棄物について，BNGS及びCOGEMAから提案されている返

還方法を選択した場合，物量の減少が顕著であり，国際間輸送回数の減少や処分場での配置の柔

軟性向上の点などから大幅な合理化が図られると考えられる。 

 

以上を総括して，第 2次 TRU レポートにおいて廃棄体データベース，設計及び安全評価に係わ

る各評価検討の詳細化や精緻化等が図られ，合わせて合理化や代替技術に関する検討結果を含め，

当該廃棄物の処分についての技術的成立性，合理化及び安全性の見通しについて信頼性を持って

示すことができた。 

なお，これら得られた成果は今後の処分事業及び安全規制，基準の検討等において技術的な基

盤として反映できるものと考える。 

 

8.2 処分事業実施に向けた今後の展望 

TRU 廃棄物の安全かつ合理的な処分の実現は，原子力発電や再処理などの核燃料サイクルの開

発利用を進める上で不可欠であり，所要の技術及び制度を整備することは原子力の恩恵を享受す

る現世代の責務である。 

本検討書は 1.1.2 で述べたように TRU 廃棄物処分の実施に向けた計画立案並びに制度化等の検

討に資することを目的とした段階的アプローチにおける位置づけを持つものであり，これら目的

に対応した技術的成果を取りまとめられたものと考える。 

本節では，第 2次 TRU レポートにより得られた成果を基盤とし，今後の当該廃棄物の処分事業

の展開並びに主な制度整備等について，事業者側からの要望と期待も含め検討を行った。 

【地層処分】 

・2～4章並びに 7章を含め，TRU 廃棄物地層処分の実現性及び安全性の見通しがより確かに示

されたこと。 

・合理的な地層処分の実施にあたっては，6.2 に示した高レベル放射性廃棄物との併置処分の

適用が有効であり，両処分場の安全性等に影響を及ぼす相互影響要因は避けられる見通しが

示されたこと。 

・6.4 に示した海外再処理からの返還廃棄物の返還方法の変更にて，BNGS からの TRU 廃棄物が

高レベル放射性廃棄物として，及び COGEMA からのビチューメン固化体がガラス状の低レベル

廃液固化体として返還されることが検討され，その合理化の効果が確認されたこと。 

以上より，TRU 廃棄物の地層処分の実施にあたっては，高レベル放射性廃棄物処分との併置処

分を行うことを基本とし，早急に処分事業の具体化に向けた制度整備が図られ，併せて，返還方

法の変更により，高レベル放射性廃棄物又は地層処分対象廃棄物として返還されるものについて

も，現行の高レベル放射性廃棄物処分事業に含めるための所要の措置を講じることが期待される。 

これらの事業の推進や制度整備等にあたっては，次節に記述する技術開発を着実に進め，処分

実施計画を進めるための技術基盤をより確かにしていくことが重要である。 

 

【浅地中処分及び余裕深度処分】 

第 5章において，コンクリートピット処分及び余裕深度処分に関して，原子炉施設から発生す

る廃棄物を対象とした濃度上限値を参考に区分し，安全評価を行った結果，安全性の見通しが示
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されたこと，また 6.3 で検討した TRU 廃棄物の各処分概念における濃度上限値やα核種濃度区分

値について検討が進められた。これらの知見を参考に，原子炉施設から発生する放射性廃棄物を

対象とした安全規制や技術基準等の検討と平仄を図りつつ，再処理施設における所要の基準類の

検討が進められ，政令・指針等の整備が図られることが期待される。 

 

処分実施に向けた制度整備及び実施計画の具体化にあたっては，わが国全体として確実かつ合

理的に処分事業が進められるよう，電気事業者等と JNC との連携や役割分担はもとより，国の指

導のもと実施主体や実施プロセスの整備等を図り，関係各機関の協力も得て，国民の理解を得つ

つ進めていくことが肝要である。 

 

8.3 今後の技術開発課題 

今後の TRU 廃棄物処分事業の推進にあたっては，第 2次 TRU レポートの成果をもとに，事業の

スケジュールとの整合をとりつつ，適宜，所要の研究開発を進めることが重要である。 

第 2次 TRU レポートに示された技術検討の成果は，制度化に先立ち，国による評価を受けるこ

とが計画されており，その評価の中で今後の技術開発課題と進め方，役割分担等についても審議，

検討いただくことが適当と考える。さらに，その評価結果を受けて，国の指導のもと関係機関に

て調整等を図り，効率的かつ合理的な技術開発計画を推進することが重要である。 

本節では，第 2次 TRU レポートに集約された研究開発成果を技術的拠り所として，処分実施計

画を進めるための技術的基盤をより確かなものとすることを目的として，今後進めるべき主要な

技術開発課題とそれらの実施方法等について検討を行った。 

浅地中処分については，原子炉施設から発生する廃棄物を対象とした具体的な処分事業が進め

られ，政令や規則等も整備されていることから，今後の TRU 廃棄物を対象とした基準整備への反

映等に係わる安全研究の推進は想定されるものの，多くの取り組みは技術開発としての位置づけ

ではなく，処分実施を進めるにあたっての所要の技術情報の整備といった位置づけと考えられる。

具体的には原子炉施設から発生する廃棄物では対象としていなかった TRU 核種等に対する酸化性

雰囲気における収着分配係数の取得などが挙げられる。 

また，余裕深度処分システムと地層処分システムには，大空洞，セメント系及びベントナイト

系人工バリアなど設計上の観点や還元性の地質環境といった共通的な事項が多いことから，地層

処分システムの技術開発における処分技術や安全評価に係わる知見を適切に反映することが合理

的と考えられる。 

したがって，今後の TRU 廃棄物処分システムに係わる技術開発課題は，地層処分システムにお

ける課題を中心として考えることが適切と思われる。 

地層処分システムに関する技術開発については，地質環境，処分技術及び性能評価の各分野と

も，高レベル放射性廃棄物地層処分において蓄積されてきた成果や知見を活用して進めてきてお

り，今後とも効率的な技術開発の推進を図るため，両処分システムに共通的な課題については協

力して取り組み，加えて TRU 廃棄物処分システム特有の課題に関する事項について取り組むこと

が重要である。また，合理化の重要な事項として検討された併置処分の信頼性向上及び両システ

ムの 適化の観点から，今後は両研究開発を一層有機的に連携させていくことが重要である。 

技術開発課題は，基盤的研究開発と事業化技術開発の 2つに大きく分類できる。 
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基盤的研究開発は，今後の処分事業及び安全規制双方の基盤となる研究開発の位置づけであり，

第 2次 TRU レポートに取りまとめられた個別の研究開発に関して以下 2つの目的を持つものと考

えられる。これらの実施にあたっては，地層処分基盤研究施設（ENTRY）や放射化学研究施設

（QUALITY）をはじめとする室内試験施設，国内外の地下研等を用いて研究開発を行うことが考え

られる。 

・評価手法の高度化・信頼性向上，知見の拡充 

・具体的地質環境条件への適用性確認，モデルの検証 

一方，事業化技術は処分事業に向けて，今後の制度化並びにサイト選定等の段階に合わせて，

一層の合理化や詳細化を図ることを目的とした事項である。 

表 8.3-1～4 に基盤的研究開発として，廃棄体データベース，処分技術，性能評価及び代替技術

の各技術開発課題について，課題の内容，成果の目標時期，高レベル放射性廃棄物処分システム

（表中では「HLW」と標記）や余裕深度処分システムの課題との共通性，技術開発の実施施設等に

ついて，取りまとめた。目標時期については，今後基盤的研究として優先的に進めるべき事項を

①今後 5年間程度を目途に実施すべき課題，として示し，サイト選定等の進展等に合わせて進め

るべき事項を②段階的なプロジェクトの進展に応じて進めるべき課題，として示した。 

表 8.3-5～6 には，事業化技術開発として，詳細設計手法及び施工技術等を題材に技術開発課題

を検討し，基盤的研究開発と同様に取りまとめた。事業化技術開発としての性能評価については，

特定のサイトを対象とした現象の理解，評価モデルの実証や不確実性の把握等が挙げられるが，

これらは基本的に基盤的研究開発に示した課題の延長線に位置づけられるものと考えられる。 

 

サイクル機構においては，今後，個別の廃棄体の開梱調査を行う予定であり，これより詳細な

廃棄体データや各値のバラツキ等の把握が進む計画である。また，民間再処理及び MOX 加工施設

からも具体的な TRU 廃棄物が近い将来発生する予定である。処分事業の推進にあたっては，これ

らにより蓄積されていく具体的な廃棄体情報を基に，詳細な設計及び安全評価等を進めることが

重要である。 

なお，現時点において，これら全ての TRU 廃棄物に関して適用する処理技術が確定している訳

ではない。今後，第 2次 TRU レポートの成果をもとに，上述の基盤的研究開発等の進展と合わせ

て，合理的な処理技術の検討，選択を図るなど，TRU 廃棄物処理処分全体での 適な対策技術を

確立していくことが重要である。 
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表 8.3-1 基盤的研究開発（廃棄体データベース） 

項 目 課  題 内  容 時期 共通性

データ 

ベース 

整備 

○発生量，性状，放射能データの取得 

・実廃棄物の発生量，性状等の廃棄物データの取得・拡充 

・実廃棄物に含まれる放射性物質量のデータの取得・拡充 

・廃棄物への核種の移行率，燃料付着率等のデータ取得・拡充 

・廃棄物中の放射性物質量データに基づく，重要核種の抽出 

② 
全てに

共通

廃棄体 

検認手法 

○廃棄体中の放射性物質量の評価方法

の開発 

・TRU廃棄物の性状に応じた非破壊外部測定方法の開発 

・難測定核種の放射性物質量の評価手法の開発 
② 

全てに

共通

○ ENTRY，QUALITY 等の室内試験や室外試験計画に含むもの ①：今後 5年間程度を目途に実施すべき課題 

◎ 国内外の地下研等での研究開発計画に含むもの ②：段階的なプロジェクトの進展に応じて進めるべき課題 

 

表 8.3-2 基盤的研究開発（処分技術） 

項 目 課  題 内  容 時期 共通性

○セメント系材料の力学特性の変遷に

関する知見の拡充 

・力学特性に対するCa溶脱，骨材・遷移帯，鋼材の腐食膨

張，ひび割れ等の影響の試験評価 
① 

余裕深

度処分

○◎ベントナイト系材料の力学特性の

変遷に関する知見の拡充 

・多様な地下水環境下での鉱物変質に伴う力学特性データの

拡充 

・施工規模，施工品質，偏膨潤に関する影響に関する実規模

実証試験等 

① 

HLW，

余裕深

度処分

○鋼材（廃棄体，鋼製構造躯体）の腐

食の影響に関する知見の拡充 

・高pH，海水，硝酸塩等の環境下における鋼材の腐食挙動の

拡充，腐食膨張挙動及び力学的安定性の評価 
① 

HLW，

余裕深

度処分

○◎岩盤の力学特性の変遷に関する知

見の拡充 

・代表的な岩種に対する高pH等による鉱物変質に伴う力学特

性に関するデータの拡充 

・サイト内の不均質性及び坑道掘削の影響を考慮した力学特

性の原位置等での把握 

① 

HLW，

余裕深

度処分

○◎岩盤のクリープ挙動に関する知見

の拡充 

・代表的な岩種のクリープ特性データ取得，評価モデルの検

証，確認 
① 

HLW，

余裕深

度処分

各バリア 

の 

長期力学 

挙動 

の理解 

◎掘削影響領域（EDZ）の形成及び変遷

に関する知見の拡充 

・大坑道掘削に伴うEDZ形成及びEDZ範囲と長期変遷に係わる

原位置等でのデータ取得，評価モデル開発 
① 

HLW，

余裕深

度処分

○ベントナイト系材料，セメント系材

料の変形モデルの確証 

・処分場環境下における長期的な力学挙動評価モデルの妥当

性の確認 

・要素試験結果及び検証試験結果のシミュレーションによる

構成方程式の適用性確認 

・ベントナイト-セメント系材料共存系でのモデルの検証，確

認 

① 
余裕深

度処分

・ニアフィールド長期力学挙動評価手

法の信頼性向上 

・岩盤クリープ，ベントナイト膨潤圧及びベントナイト/セメ

ントの特性変化による連成変形挙動の評価方法の高度化 

・個々の解析モデル及び長期力学挙動モデルを統合し，高度

化した評価手法の構築 

① 
余裕深

度処分

○ガス発生に対するニアフィールドの

力学的安定性評価手法の確証 

・ガス発生に伴うニアフィールドの長期力学挙動に及ぼす影

響評価手法の検証，確認 
② 

余裕深

度処分

・閉鎖後の地震動に対するニアフィー

ルドの力学的安定性評価手法の構築 

・処分場閉鎖後における地震動の影響評価手法の構築 

・基準地震動の設定，評価基準の定義，解析によるニアフィ

ールドの状態の変遷評価 

② 

HLW，

余裕深

度処分

評価方法 

の 

高度化 

◎ニアフィールド長期力学挙動評価手

法の確証 

・原位置での長期力学挙動評価手法の検証，確認 

・緩衝材の飽和過程における挙動，人工バリアの変質過程に

おける挙動評価 

② 

HLW，

余裕深

度処分

○ ENTRY，QUALITY 等の室内試験や室外試験計画に含むもの ①：今後 5年間程度を目途に実施すべき課題 

◎ 国内外の地下研等での研究開発計画に含むもの ②：段階的なプロジェクトの進展に応じて進めるべき課題 
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表 8.3-3 基盤的研究開発（性能評価(1/2)） 

項 目 課  題 内  容 時期 共通性

○熱力学データ及び反応速度データに
関する知見の拡充とこれらを考慮し
た解析評価 

・地球化学計算に用いる熱力学データの不確実性を低減する
ための知見の拡充 

・反応速度データに関する知見の拡充と速度論を考慮した現
実的な解析評価 

① 
HLW，
余裕深
度処分

・地下水組成の多様性あるいはベントナイトやセメントの種
類といったバリア材の仕様を考慮したセメント-ベントナイ
ト変質挙動及び変質によるバリア特性の変化に関する知見
の拡充 

① 
HLW，
余裕深
度処分

○化学環境及びバリア材仕様の多様性
を考慮したセメント及びベントナイ
トの変質挙動及び特性の変化に関す
る知見の拡充 ・圧密された系であることやイオン強度などの多様な化学環

境に適した化学モデルの高度化及び現実的な解析評価 
②  

○現実的な間隙水性状における水の放
射線分解機構の解明 

・水の放射線分解機構への共存成分の影響に関する知見の拡
充 

・共存成分等，現実的な間隙水性状での放射線分解生成物のG
値の取得 

① 
HLW，
余裕深
度処分

・現実的な核種漏洩開始時間の設定と
初期過渡現象のシナリオからの排除 

・廃棄体の閉じ込め性能の現実的評価（廃棄体の技術基準） 
・再冠水現象の現実的評価 

① 
余裕深
度処分

処分 
システム 

の 
長期挙動 

・シナリオ開発におけるシナリオ／解
析ケースの導出過程の論理構築 

・包括的FEPとシナリオ/解析ケースとの演繹的・帰納的関連
付け 

① 
HLW，
余裕深
度処分

○◎・母岩の不均質性を考慮した掘削
影響領域の地下水流量の評価 

・多様な岩種における掘削影響領域の地下水流量の評価手法
の開発，高度化 

・母岩の不均質性影響の掘削影響領域の地下水流量への反映
手法の開発 

・東濃，幌延における水理研究の進捗を踏まえ，TRU廃棄物固
有の特性を考慮しつつ，その適用性を検討 

① HLW

・微生物活動等の触媒的作用によるアスファルトと硝酸塩由
来の酸化性化学種との酸化還元反応の促進に関する検討 

① 
○有機物の分解特性及び共存酸化性塩

との反応特性並びに分解生成物のバ
リア材及び核種との相互作用に関す
る知見拡充 

・有機物の分解特性並びに分解生成物のバリア材及び核種と
の相互作用に関する知見拡充 

② 

余裕深
度処分

・基質代謝スキームの解明及び微生物影響評価手法の構築・
整備 

① 
○◎微生物による基質代謝スキームの

解明（アスファルト分解，14CH4生
成等）及び代謝産物影響（錯化剤/
コロイド形成等）の評価 

・具体的な地質環境における微生物影響の評価 ② 

HLW，
余裕深
度処分

・幅広い分布を有する岩盤の鉱物組成に関して，アルカリ岩
反応の観点からの類型化及びその結果を踏まえた変質シナ
リオの構築 

・アルカリ変質が生じた媒体における物質移行特性の取得及
び長期的な力学挙動についても考慮した空隙構造等の物理
的な特性変化の評価 

① 

○◎アルカリ変質の観点からの岩盤の
類型化及び変質シナリオの構築並
びにアルカリ変質による岩盤の物
質移行特性への影響に関する知見
の拡充 

・具体的な地質媒体を対象としたアルカリ影響の評価・確認 ② 

・亀裂性媒体におけるアルカリ変質の評価及び地質媒体の不
均質性を考慮した評価 

○岩盤の移行経路特性（特に，亀裂性
媒体）を考慮したアルカリ影響評価
の高度化 

・亀裂の充填及び岩盤マトリクス特性変化に関する知見の拡
充 

① 

HLW，
余裕深
度処分

・化学的擾乱を受けた処分場近傍の地下水条件におけるコロ
イドの発生条件の明確化 

○◎具体的な地質環境条件に応じたコ
ロイド発生可能性評価の精緻化 

・地下研究施設におけるコロイド特性（濃度，種類等）の調査 

② 
HLW，
余裕深
度処分

・地質媒体中におけるNO3
-の化学形態変化及び地下水水質への

影響並びに核種の酸化状態への影響に関する知見の拡充 
○地質媒体中での硝酸イオンの化学的

変遷過程に関する知見の拡充及び硝
酸塩影響範囲評価の精緻化 ・地質媒体中でのNO3

-の化学的変遷過程を考慮した硝酸塩プル
ームの評価 

① 
余裕深
度処分

○硝酸塩による高イオン強度等による
核種移行パラメータ等への影響の程
度に関する知見の拡充 

・高濃度NaNO3溶液中での核種の溶解度，収着分配係数の取得
及び硝酸塩影響濃度の明確化 

① 
余裕深
度処分

・金属腐食及び微生物作用による長期ガス発生モデルの検討
とデータ取得 

○◎ガス発生速度の長期データの取得
と粘土系材料におけるガス移行モ
デルの高度化と移行特性データの
取得 

・粘土系媒体中のガス移行と応力とを連成させたモデルの開
発と，ガス透過試験による粘土系材料の特性データ取得 

② 
HLW，
余裕深
度処分

・亀裂媒体中のガス移行モデルの開発と，ガス透過試験によ
る岩盤及びセメント系材料の移行特性データ取得 

・ガス移行モデルの原位置試験結果との比較による確証 

○◎亀裂性の母岩中におけるガス移行
モデルの開発及びモデルの確証と
移行特性データの取得 

・長期力学安定性に及ぼす影響評価手法の検討 

② 
HLW，
余裕深
度処分

核種移行 
に係る 
個別現象 

・放射性ガスの発生に係わる知見の拡
充 

・放射性ガス発生量評価手法の検討とデータ取得 ② 
余裕深
度処分

○ ENTRY，QUALITY 等の室内試験や室外試験計画に含むもの ①：今後 5年間程度を目途に実施すべき課題 

◎ 国内外の地下研等での研究開発計画に含むもの ②：段階的なプロジェクトの進展に応じて進めるべき課題 
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表 8.3-3 基盤的研究開発（性能評価(2/2)） 

項 目 課  題 内  容 時期 共通性

○放射化金属から放出するC-14の長期

データの整備 

・長期浸出試験による，より信頼性を上げたC-14の放出データ

の取得 
① 

余裕深

度処分

○有機C-14の収着分配係数の整備 
・有機C-14の安定性などを考慮した試験手法を設定し，標準化

してデータの取得 
① 

余裕深

度処分

○コロイドに対する核種の収脱着挙動

の理解・データの拡充 

・各種のコロイド物質に対する核種収着分配係数や収着速度論

データの取得 
① 

HLW，余

裕深度

処分

・実地層における核種移行距離，移行速度の具体的設定手法の

開発 ◎地下水移行における核種移行距離，

移行速度の設定方法の妥当性検討 ・東濃，幌延における水理研究の進捗を踏まえ，TRU廃棄物固

有の特性を考慮しつつ，その適用性を検討 

① HLW 

・バッチ法で得られた収着分配係数の核種移行パラメータへの

設定方法の妥当性検討 
・バッチ法で取得した収着分配係数の

核種移行評価への適用性評価 
・化学アナログの考え方の妥当性検討 

① 

HLW，余

裕深度

処分

・高アルカリ条件における核種の熱力学データの確証 

・多様な地下水環境及び各バリア材料の仕様及び変遷を考慮し

た核種の収着分配係数及び拡散係数の取得 

○化学環境及びバリア材仕様の多様性

を考慮した人工バリア及び岩石の変

質挙動に対応する核種移行パラメー

タの整備 ・化学アナログで設定した核種のデータの取得 

① 
余裕深

度処分

・可溶性有機物と核種との錯体生成定数の取得・整備 ○有機物や硝酸塩などの化学的擾乱を

考慮した条件における核種移行デー

タの拡充 ・NO3
-及びNH3等と核種との錯体生成定数の取得・整備 

① 
余裕深

度処分

・放射化金属（ハル等）から放出されるC-14の放出機構の評価，

化学形態の評価 
○処分環境下でのC-14の化学形態と有

機C-14の長期的な変遷に関する評価 
・有機C-14の処分環境中での形態変化（無機化）の評価 

① 
余裕深

度処分

核種移行 

パラメー 

タの整備 

・生物圏評価におけるデータの拡充 ・C-14，Cl-36及びＩ－129などに対するデータの整備 ① 
余裕深

度処分

・処分施設閉鎖直後の過渡的な条件に

対応した核種移行評価手法の信頼性

向上 

・処分施設閉鎖直後の個別事象の評価及びそれに伴うパラメー

タの変遷に対する知見の拡充と核種移行概念モデル及び解

析モデルの高度化 

① 

HLW，余

裕深度

処分

・ニアフィールドの長期挙動に対応し

た核種移行評価手法の信頼性向上 

・人工バリアの長期挙動に伴う核種移行パラメータの変遷に対

する知見の拡充と，核種移行概念モデル及び解析モデルの高

度化 

① 

HLW，余

裕深度

処分

・代替ケース及び不確実性解析における概念モデル及び解析モ

デルの高度化 
・代替ケース及び不確実性解析におけ

る個別事象の知見を反映した解析モ

デルの高度化及びデータ設定 
・代替ケース及び不確実性解析における適切なデータ範囲の設

定手法の検討 

① 

・核種移行パラメータの相関性の検討 
・核種移行パラメータ間の相関を考慮

した不確実性解析評価 
・情報の不足に起因する不確実性が及ぼす影響の評価方法及び

感度解析方法の検討 

① 

HLW，余

裕深度

処分

・わが国固有の特徴を考慮した変動シ

ナリオ及び接近シナリオにおける様

式化アプローチ（シナリオの評価方

法，生物圏等）の構築 

・国際的に共通する部分とわが国固有の部分の整理を踏まえた

様式化 
② 

HLW，余

裕深度

処分

・C-14の生物圏モデルの安全評価への適用性を調査，検討 ① 
余裕深

度処分

システム 

性能評価 

○C-14の生物圏循環モデルの安全評価

への適用 
・C-14の生物圏モデルを考慮した安全評価構築 ② 

余裕深

度処分

○◎影響要因のクライテリア評価 

・硝酸塩等が高レベル放射性廃棄物処分システム各バリアの物

理化学特性等に及ぼす影響に関するさらなる合理的定量的

知見の追加 

①  
併置処分 

に関する 

安全評価 ○◎相互影響を効果的に回避するため

のシステム性能条件の検討評価 

・地質環境及びその不均質性を考慮した各影響範囲の時間的・

空間的挙動の評価 

・工学的対策（プラグ等）の効果の把握 

①  

○ ENTRY，QUALITY 等の室内試験や室外試験計画に含むもの ①：今後 5年間程度を目途に実施すべき課題 

◎ 国内外の地下研等での研究開発計画に含むもの ②：段階的なプロジェクトの進展に応じて進めるべき課題 
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表 8.3-4 基盤的研究開発（代替技術） 

項 目 課  題 内  容 時期 共通性

○ヨウ素放出モデルの検証 ・処分場環境を想定した条件下での長期浸漬試験等 ①  

○処理プロセスの開発 
・プロセスデータ取得(コールド)，ヨウ素回収率，機器設計・

開発 
①  

○代替技術を採用した場合のグループ

１処分概念の検討 
・代替技術の採用に伴うグループ1処分概念の 適化設計 ①  

○実用化を想定した工学規模試験 固化体性状，性能，及び処理能力の評価 ②  

I-129 

固定化 

技術 

○実廃棄物を用いた固化体性能の確認 ・実廃棄物を用いたホット固化体による性能確認 ②  

・閉鎖後のひび割れ発生，進展，閉塞をモデル化及び検証，確

認 
① 

余裕深

度処分○長期閉じ込め型容器の長期健全性予

測モデルの構築（施工不良，ひび割

れ，加工影響等の長期挙動評価） ・金属容器の加工及び熱影響部の長期健全性の評価 ① 

HLW，余

裕深度

処分

○品質管理手法の検討 
・製作時の工程及び品質管理手法の構築 

・非破壊検査技術の構築 
① 

HLW，余

裕深度

処分

C-14 

長期 

閉じ込め 

技術 

○光触媒機能のメカニズムの解明 ・光触媒による有機炭素の無機化機構の解明，モデル化 ① 
余裕深

度処分

○低アルカリ性セメントに関する諸デ

ータの取得とモデルの構築 

・低アルカリ性セメントの変質モデルの整備，検証 

・変質時を含む核種移行パラメータの整備 
① HLW 低アルカ

リ性 

セメント 
○低アルカリ性セメントの水理特性の

整備 
・変質に伴う透水挙動の把握，モデル化 ① HLW 

○ ENTRY，QUALITY 等の室内試験や室外試験計画に含むもの ①：今後 5年間程度を目途に実施すべき課題 

◎ 国内外の地下研等での研究開発計画に含むもの ②：段階的なプロジェクトの進展に応じて進めるべき課題 
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表 8.3-5 事業化技術開発（詳細設計手法） 

項 目 課  題 内  容 時期 共通性

◎大断面地下坑道の力学的安定性評価

手法の構築 

・大断面地下坑道掘削時における周辺岩盤挙動（岩盤変位，支

保工応力等）計測結果との比較分析，安定性評価手法の適用

性，妥当性の検証 

②  

坑道 

の設計 
・地震動に対する坑道の力学的安定性

評価手法の構築 

・建設，操業時の坑道の地震動に対する力学的安定性評価手法

の構築 

・入力地震動の設定，評価対象部位の選定，各部位の重要度分

類，解析モデルの構築 

② HLW 

・各人工バリアの詳細設計 

・サイトの地質環境条件等を考慮した各人工バリア仕様の 適

化，詳細化（廃棄体パッケージ，充填材，緩衝材，構造躯体

等を対象） 

②  人工 

バリア 

の設計 ・各廃棄物に対するバリアシステムの

適化 
・各廃棄物の物量，特性に応じたバリア構成・仕様の 適化 ②  

操業 

システム 

の設計 

・操業システムの構築 

・各廃棄体の特性及び地上施設，地下施設における一連の作業

を考慮した合理的な処分場操業システムの構築 

・物流システム，換気・排水システムの構築，諸条件（廃棄物

量，スケジュール等）の変更に対する柔軟性の確保 

・総合的なシステムとしての合理性，妥当性を備えた操業シス

テムの構築 

②  

○ ENTRY，QUALITY 等の室内試験や室外試験計画に含むもの ①：今後 5年間程度を目途に実施すべき課題 

◎ 国内外の地下研等での研究開発計画に含むもの ②：段階的なプロジェクトの進展に応じて進めるべき課題 

 

表 8.3-6 事業化技術開発（施工技術等） 

項 目 課  題 内  容 時期 共通性

◎坑道掘削技術の高度化 ・大断面処分坑道等の掘削影響領域の形成の抑制及び工期短縮

等を考慮とした坑道掘削技術の高度化 
② HLW 

○◎緩衝材施工技術の構築 ・地下環境，空間的制約，廃棄物特性等を考慮した合理的な緩

衝材施工技術の構築 
②  

○◎廃棄体定置技術の構築 ・各廃棄体及び廃棄体パッケージの特性，形状を考慮したアク

セス坑道～処分坑道における搬送技術，処分坑道内における

廃棄体定置技術の構築 

・廃棄体定置後のセメント系材料等による充填技術の構築 

②  

○◎構造躯体の施工技術の構築 ・空間的制約，工程を考慮した施工技術の構築 ②  

○◎埋め戻し材施工技術の構築 ・使用材料（ベントナイト系，セメント系材料）及び施工部位

の空間的制約等を考慮した埋め戻し材の施工技術の構築 

・掘削ずりの利用等の合理化検討 

② HLW 

○◎プラグ施工技術の構築 ・ベントナイト系，セメント系材料による水理プラグ，力学プ

ラグの各設置対象部位に応じた施工技術の構築 
② HLW 

建設 

・ 

操業 

・ 

閉鎖 

技術 

◎グラウト技術の構築 ・長期的な止水性能を期待したベントナイト系材料によるグラ

ウト技術の開発 
② HLW 

◎坑道の維持・管理方法の構築 ・大断面坑道等の維持・管理の方法，技術の構築 ②  

○◎人工バリアの品質管理方法の構築 ・各人工バリア施工時及び処分場閉鎖までの期間における品質

管理方法及び技術の構築 
②  

○◎操業安全技術の構築 ・地上施設，地下施設における操業時の事故防止技術及び放射

線影響を考慮した設備設計，管理区域の設定 

・遠隔作業を念頭に置いた事故時復旧技術の構築 

②  

○◎モニタリング技術の開発 ・建設・操業・閉鎖及び処分場閉鎖後のモニタリング技術の開

発（計測技術，無線伝送技術等） 
② HLW 

安全確保 

技術 

○◎回収技術の開発 ・廃棄体の回収技術に関する検討 

・事業フェイズ（定置作業中，定置作業後，閉鎖後）に応じた

廃棄体の状態の評価技術の開発 

②  

○ ENTRY，QUALITY 等の室内試験や室外試験計画に含むもの ①：今後 5年間程度を目途に実施すべき課題 

◎ 国内外の地下研等での研究開発計画に含むもの ②：段階的なプロジェクトの進展に応じて進めるべき課題 
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