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3-3 廃棄体パッケージの設計(3.2.1.1) 

 

1. はじめに 

第 2次 TRU レポートでは，3.2.1.1 廃棄体パッケージの設計において対象廃棄体とその廃棄体

パッケージの概要が記述されている。ここでは，パッケージの仕様設定において参考とした，廃

棄体パッケージの設計の基本的考え方，諸外国の事例，及び廃棄体パッケージの製作方法につい

て示す。 

 

2. 基本条件の整理 

地層処分対象廃棄体は，下記の 4形態に分類される。 

①200L ドラム缶 ：600φ×900H mm 

②キャニスタ ：430φ×1,335H mm 

③角型容器    ：1,700×1,700×2,000H mm 

④BNGS 500L ドラム缶 ：800φ×1,192H mm 

 

3. 基本的な考え方 

廃棄体パッケージの仕様及びハンドリング等に関する基本的な考え方は，以下に示すとおりで

ある。 

①円形処分坑道は坑道径が小さく円形であり，かつ，鉄筋コンクリート製の構造躯体が

設置されない。そのため，廃棄体は狭所作業用のフォークリフトで取り扱うことが適

切であると判断し，廃棄体重量が1ton未満の200Lドラム缶とキャニスタは4本単位，

廃棄体重量が1tonを超えるBNGS 500Lドラム缶は2本単位で廃棄体パッケージに収納

し，空隙部はセメントモルタルで充填することとした。なお，角型容器はそのまま取

り扱うこととした。 

②比較的大規模な幌型処分坑道では，鉄筋コンクリート製の構造躯体が設置されること

から，廃棄体はクレーンで取り扱うことができるため，六ヶ所低レベル廃棄物埋設セ

ンターと同様に 200L ドラム缶，BNGS 500L ドラム缶及び角型容器はそのまま取り扱う

こととした。しかしながら，廃棄体のハンドリング及び積載方式等の観点から，キャ

ニスタは幌型処分坑道についても廃棄体パッケージ化することとした。 

③キャニスタを幌型処分坑道においても廃棄体パッケージに収納した理由は，キャニス

タが 200L ドラム缶と異なり，上部を把持してハンドリングする思想であること，俵

積み方式の積載は適当ではないこと，及びキャニスタを縦型に 1本ずつコンクリート

ピットに定置することは技術的に困難であり，ケーシング等が必要になると判断した

ためである。キャニスタは廃棄体パッケージに収納することにより，4 本単位で効率

的にハンドリングでき，かつ，自立安定性が向上し，定置作業が容易であると考えら

れる。なお，ハル・エンドピースは発熱性であり，廃棄体定置密度は熱的制約を受け

るため，廃棄体パッケージ化しても収納効率を制限することはない。 

④廃棄体パッケージの寸法は，廃棄体の収納方法，放射線遮へい，パッケージの強度，

製作方法及びハンドリング性等を考慮して設定されるべきである。今回の検討では廃
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棄体は遠隔自動にてハンドリングすることを前提として放射線遮へい機能は持たせな

いこととし，廃棄体－廃棄体及び廃棄体－パッケージ壁の間隔を 100mm として設定し

た。また，パッケージ高さも同様の考えに基づき設定した。 

⑤廃棄体パッケージの材質としては，鋼製及び鉄筋コンクリート製が代表的であるが，

今回はコンパクトな設計が容易な鋼製とし，内部をセメントモルタル充填することと

した。鉄筋コンクリート製とした場合には，パッケージ壁厚が少なくとも 100mm 程度

は必要になると予想されるため，廃棄体パッケージの外形寸法（200L ドラム缶：1500

×1500×1100H，キャニスタ：1500×1500×1100H）を満足させるためには，廃棄体－

廃棄体及び廃棄体－パッケージ壁の間隔が 30～40mm となり，廃棄体収納は困難であ

るため，外形寸法を大きくする必要がある。 

廃棄体パッケージは，廃棄体の収納方法，パッケージの強度，製作方法及びハンドリング性等

を考慮して表-1 及び表-2 に示すように設定した。なお，C-14 等の長半減期核種の閉じ込め性等

を考慮した代替パッケージの開発も進められている。 

 

表-1 廃棄体処分時の形状 

廃棄体種類 堆積岩系 結晶質岩系 

グループ 1 200L ドラム缶 廃棄体パッケージ A 200L ドラム缶 

キャニスタ 廃棄体パッケージ B 廃棄体パッケージ B 
グループ 2 

BNGS 500L ドラム缶 廃棄体パッケージ C BNGS 500L ドラム缶 

200L ドラム缶 廃棄体パッケージ A 200L ドラム缶 
グループ 3 

BNGS 500L ドラム缶 廃棄体パッケージ C BNGS 500L ドラム缶 

200L ドラム缶 廃棄体パッケージ A 200L ドラム缶 

角型容器 角型容器 角型容器 グループ 4 

BNGS 500L ドラム缶 廃棄体パッケージ C BNGS 500L ドラム缶 
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表-2 対象廃棄体及び廃棄体パッケージの概要 

 

 

廃棄体 

 

廃棄体 

パッケージ 

固化体

200L ドラム缶 
キャニスタ BNGS500L ドラム缶 



4 

4. 諸外国の事例 

諸外国においても，廃棄体のパッケージ化が検討されている。ここでは，スイスの事例を紹介

する。 

NAGRA(2002)では，中レベル廃棄物（ILW）コンテナが紹介されている。ILW の定置用コンテナ

は図-1 に示すように 2 種類あるが，いずれも外形は 2,438mm×2,438mm に統一されており，高さ

が異なるのみである。また，コンテナはコンクリート製容器であり，内部の空隙はセメントモル

タルで充填されている。EC2-MA-20 コンテナは，BNGS の炭酸バリウム＋MEB クラッドと遠心ケー

キスラリー固化体及び COGEMA 雑固体廃棄物用であり，EC2-MA-25 は BNGS ハル･エンドピース及び

COGEMA ビチューメン固化体とハル・エンドピース用である。 

 

 

図-1 スイスの中低レベル廃棄物の定置用コンテナ 

 

5. 廃棄体パッケージの製作 

(1) 必要機能 

廃棄体パッケージ製作における必要機能は，下記に示すとおりである。 

①材料の仮置き 

②廃棄体パッケージ容器の製作 

③ID 番号の付番 

④製作された廃棄体パッケージ容器の仮置き 

⑤品質管理に関わるデータの収集 

⑥仮置きされた材料及び製品の品質維持に必要な環境の維持 
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(2) 廃棄体パッケージ容器の仕様 

廃棄体パッケージの仕様は，下記のとおりとする。 

①廃棄体パッケージは 200L ドラム缶４本収納用，キャニスタ 4本収納用及び BNGS 500L

ドラム缶 2 本収納用の３種類があり，それぞれを廃棄体パッケージ容器 A，B 及び C

と呼ぶものとする。 

②廃棄体パッケージの底部にはフォークポケットを有するものとする。 

③容器の上蓋は設置せず，廃棄体を収納後にモルタルを充填した状態を最終形態とする。 

 

(3) 製作方法 

側面部は所定の大きさに切断された板材を受け入れて，プレス機械により曲げ加工後に，接合

部を溶接するものとする。底部は，フォークポケットの取付け等の加工を施した部材を受け入れ

る。側面部と底部は溶接により接合する。 

 

(4) 廃棄体パッケージの品質管理の考え方 

廃棄体パッケージの製作工程及び品質管理項目は，表-3 に示すとおりである。 

 

表-3 製作工程及び管理項目 

製作工程 作業内容 主要機器 管理項目 

材料の受入・仮置 
・側面部材の受入・仮置き 

・底板部材の受入・仮置き 
 

・受入れ数量 

・寸法及び材質 

（記録確認等）

組立て 

・側面部部材の曲げ加工 

・側面接合部の溶接 

・側面部材の底板への溶接 

・曲げ加工用プレス 

・溶接機 

・溶接管理 

・寸法測定 

・重量測定 

塗  装 

・下地処理 

・塗装 

・乾燥 

・ブラストマシン等 

・塗装装置 

・処理グレード 

・塗装回数 

ID の付番 ・ID 番号の付番 ・付番装置 ・ID の対応 

仮置き ・廃棄体パッケージ容器の仮置き  
・環境温度 

・環境湿度 

 

6. 結論 

第 2 次 TRU レポートでは，第 1 次 TRU レポートと同様の考え方に基づき，TRU 廃棄物を地層処

分するに際し，廃棄体のハンドリング及び定置作業の効率化を目的とし，廃棄体を廃棄体パッケ

ージに収納することとした。本書では，その設計の基本的考え方，諸外国の事例及び廃棄体パッ

ケージの製作方法についてとりまとめたが，地層処分施設設計及びハンドリング方法等の具体化

に合わせて，今後も引き続き検討が必要である。 
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