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3-17 廃棄体定置設備の検討（3.4.3.2(2)） 

 

1. はじめに 

 第 2 次 TRU レポートでは，3.4.3.2(2) 廃棄体定置設備の検討において，円形処分坑道及び幌

型処分坑道における廃棄体の定置方式，定置設備の検討例を示すとともに，廃棄体の定置に関す

る代替技術の一部を例示した。ここでは，廃棄体定置作業に関して補足を加えるとともに，考え

うる様々な代替技術について取りまとめる。 

 

2. 円形処分坑道における廃棄体定置方式及び設備の検討 

廃棄体の定置作業は，主に以下のような作業項目がある。 

 

①廃棄体搬送： 

坑底施設における一時保管工程から廃棄体を取り出し，主要坑道搬送設備搭載位置

まで搬送する。 

②廃棄体積み込み： 

廃棄体を主要坑道搬送設備の台車に積み込む。地下施設は管理区域であるが，非常

時の対応と地下施設従事者の安全を考慮し，廃棄体は遮へい容器に収納して搬送す

るものとする。 
③処分施設への搬送： 

主要坑道及び連絡坑道を通過し，処分坑道の定置エリアへ廃棄体を搬送する工程で

ある。 

④廃棄体積み降ろし： 

作業エリアにおいて，主要坑道搬送設備から廃棄体を積み降ろす。 

⑤処分前確認： 

定置対象廃棄体であることを管理番号，識別等により確認する。 

⑥定置エリアへの搬送： 

確認済み廃棄体を定置場所まで搬送する。 

⑦廃棄体定置： 

定置場所において，所定の位置に廃棄体を積み上げて定置する。 

 

 このうちの③と⑦については，円形処分坑道における廃棄体定置方式及び設備の検討例を，そ

れぞれ表-1 及び表-2 に示す。 
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表-1 処分坑道への廃棄体搬送方式・設備の検討例（円形処分坑道）  

工程名称 処分坑道への搬送 

作業内容 主要坑道を通過し，処分坑道定置エリアへ廃棄体を搬送する工程である。 

必要設備容量 廃棄体パッケージ：5 体／日   角型容器：4 体／日 

必要機能 

遮へい機能  ：主要坑道を走行する設備は，異常時の対応や救援を考慮した場合，所内運

搬規則の線量当量率制限を満足する遮へい機能が必要である。 

搬送機能  ：廃棄体を安全且つ確実に搬送する機能が必要である。 

遠隔操作機能：高線量廃棄体を取り扱うことから，被ばく防止のため遠隔で操作する機能が

必要である。 

タイヤ方式 軌道方式 
検討項目 

油圧キャリヤ 電気式機関車 

斜度：水勾配 走行可能 

走行距離 1500m／周回を 5 周以上走行可能 

主要坑道 

W7×H6.3m 
１車線走行可能 2 車線走行可能 

ｺｰﾅｰ部 R20m １車線走行可能 2 車線走行可能 

搭載重量 92t 搭載可能 

廃棄体搬送数 １パッケージ 

搬送回数 6 回 

搬
送
機
能 

走行速度 10km/h 

操作方式 無線操作方式 

遠
隔 

機
能 操 作 性 

坑道内の狭い場所で遠隔操

作するには高度な運転技術

が必要である。 

軌道により安定した走行が可能

である。 

遮へい体厚さ 300mm 

遮へい体材質 炭素鋼 

遮へい体重量 80.2t 

遮
へ
い 

機
能 

アクセス方向 積み込み設備の構造より側面アクセスとする 

安 全 性 

・異常時エンジンアイドルダ

ウン設備 

・ITV 監視機能 

・制動距離約 10m 

・赤外線センサ 

・バンパスイッチ 

・非常停止機能 

・制動距離約 25m 

付帯設備 ・コンクリート舗装 
・軌道敷設 

・車両交換所 

機器・設備選定 

評  価 

・地下搬送設備の輻輳を考慮

した場合２車線走行が必要

である。 

・適用可能である。 
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表-2 廃棄体定置方式の検討例（円形処分坑道）  

工程名称 廃棄体積み降ろし，定置エリアへ搬送，廃棄体定置 

作業内容 

廃棄体積み降ろし：定置エリアにおいて，主要坑道搬送設備から廃棄体を積み降ろす工程であ

る。 

定置エリアへ搬送：確認済み廃棄体を定置場所まで搬送する工程である。 

廃棄体定置   ：定置場所において，所定の位置に廃棄体を積み上げ定置する工程である。

必要設備容量 廃棄体パッケージ：5 体／日  角型容器：4 体／日 

必要機能 

把持機能  ：廃棄体パッケージ及び角型容器を確実に把持する機能が必要である。 

搬送機能  ：廃棄体を安全且つ確実に搬送する機能が必要である。 

遠隔操作機能：高線量廃棄体を取り扱うことから，被ばく防止のため遠隔で操作する必要があ

る。 

検討項目 フォークリフト クレーン 

把持対象物 ・廃棄体パッケージ及び角型容器の把持具が必要である。 把
持
機
能 把持方式 ・下面機械式把持方式 

・クレーンは側面からアクセスで

きないため把持が困難であ

る。 

廃棄体重量 

5.6～11.8t 
搬送可能 

搬送速度 10km/h（167m/min） 5m/min 

搬送距離 任意距離搬送可能 ランウエイ敷設範囲内 

搬
送
機
能 処分坑道寸法 

φ10m 
ハンドリング可能である。 

操作方式 無線操作方式 有線／無線操作方式 遠
隔

機
能

操 作 性 ・一般産業及び原子力施設での使用実績が十分あり問題なし。 

安 全 性 
・ITV 監視機能 

・過負荷防止機能 

付帯設備 なし 

機器・設備選定 

評  価 

・積み降ろし，搬送，定置作

業に適用可能である。 

・クレーンは側面からアクセスで

きないため，廃棄体の積み降ろ

しが困難である。 

・搬送，定置設備が別途必要であ

る。 

 

 

表-2 より，現状においてはフォークリフトを用いた廃棄体の定置方法が有力と考えられるが，

これ以外の代替技術として，天井クレーン，スタッカークレーン等を用いた廃棄体の定置方法が

考えられる。 
 天井クレーンとは，クレーンを円形坑道の天井岩盤から吊下げるものである。これにより遠隔

操作のフォークリフトより廃棄体の定置精度が向上すると考えられるが，クレーンを吊下げるた

めの設備が必要となる。 

 スタッカークレーンを用いる方法は，廃棄体定置領域に処分坑道長手方向に傾斜を有する鋼製

の収納ラックを設置し，スタッカークレーンで処分坑道端部から収納位置に廃棄体をセットし，

傾斜を利用してラックの中に廃棄体を送り込む方法である。これにより，遠隔操作による廃棄体

定置をより確実に行うことができると考えられるが，ラック内に廃棄体がひっかかってしまった

場合など故障時の対応を十分考慮する必要がある。 

 また，廃棄体定置位置の自由度が高く円形処分坑道内の空間を有効に利用できる極座標型の定

置装置(伊藤ほか，2005)や，小坑道内でも定置作業が可能なエアベアリングを利用した定置技術

（Masuda et al,2004）等も検討されている。 

 これらの廃棄体定置方法代替技術の概念図を図-1 にまとめる。 
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フォークリフトタイプ（リファレンス案） 天井クレーンタイプ スタッカ－クレーンタイプ 

    
現状におけるレファレンス案 

 

 

遠隔操作を行う場合に着脱が容易となるリフマグ（電磁

式リフティングマグネット）を搭載した天井クレーンとする。 

廃棄体パッケージ定置位置に予め，処分坑道長手方向に

傾斜を持った型鋼製の収納ラックを設置し，スタッカークレ

ーンで収納位置にセットし傾斜を利用して送り込む方法。 

極座標型定置装置タイプ エアベアリングタイプ  

駆動部

遮へい室

遮へい兼モルタルシール壁

定置装置（昇降）

定置装置（回転）

推進ジャッキ

旋回装置

駆動部

遮へい室

遮へい兼モルタルシール壁

定置装置（昇降）

定置装置（回転）

推進ジャッキ

旋回装置

 

廃棄体

クローラー エアベアリング

緩衝材
（Granulate充填）

ベントナイトペレット(Granulate)充填装置 –HLW用 緩衝材（転圧）

走行用プレート

走行用プレート  

極座標型の廃棄体定置装置であり，エレクターを用いた

緩衝材施工と組み合わせることで，円形処分坑道に対する

廃棄体の収納効率の向上が期待できる定置技術である。

遮へい機能を有したシール壁も装備する。（伊藤ほか，

2005） 

掘削可能な坑道規模が制約される場合等に対する代替

概念。構造躯体を設置せず，エアベアリングにより搬送・定

置を行う。本搬送・定置技術は，HLW 処分分野において開

発が進められている。（Masuda et al，2004） 

 

図-1 円形処分坑道における廃棄体定置方法代替技術の概念図 
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3. 幌型処分坑道における廃棄体定置方式及び設備の検討 

幌型処分坑道においては，処分坑道までの搬送工程は円形処分坑道の場合と同様である。廃棄

体定置方式及び設備の検討例を表-3 に示す。 

 

表-3 廃棄体定置方式の検討例（幌型処分坑道）  

工程名称 廃棄体定置 
作業内容 廃棄体を所定の位置へ積み上げ定置する工程。 

必要設備容量 
廃棄体     ：19 体／日 
廃棄体パッケージ： 5 体／日 
角型容器    ： 4 体／日 

必要機能 

搬送機能  ：廃棄体を安全且つ確実に搬送する機能が必要である。 
把持機能  ：ドラム缶，廃棄体パッケージ，角型容器を確実に把持する機能が必要である。

遠隔操作機能：高線量廃棄体を取り扱うことから，被ばく防止のため遠隔で操作する機能が

必要である。 
機器・設備選定 廃棄体の定置機器は，クレーンとする。 
技術検討課題 ・廃棄体の落下に係る安全方針の策定 

 

 
また，クレーンを用いる場合の代替技術として，岩盤自体をクレーン基礎として利用する方法

や，低空型門型クレーン，天井クレーン，スタッカークレーン等を利用する方法が考えられる。 
岩盤自体をクレーン基礎として利用する方法は，岩盤掘削量をできるだけ少なくするため，ク

レーンを側壁上部と同じ高さに設置する。側壁上部より上の岩盤(半円形部分)を水平方向にクレ

ーン基礎が設置できる広さを確保できるだけ掘り込む。そこにクレーン基礎を設置し廃棄体の輸

送及び定置を行う。 
クレーン基礎に岩盤を利用することにより，構造躯体の側壁に要求される機能からクレーン基

礎としての安定･安全性の確保がなくなり，主な要求機能は廃棄体搬送･定置時に側部緩衝材を保

護する機能及び充填材施工時の型枠機能となる。したがって大きな作用荷重としては施工時充填

材の液圧程度となり，側壁厚の低減が期待できる。 

低空型門型クレーンは,構造躯体をクレーン基礎とし，クレーンの高さをできるだけ低くしたも

のである。これにより，幌型坑道の上部アーチ空間のクレーン占有スペースを小さくすることが

でき，掘削量を低減することが可能であるが，クレーン下端から廃棄体上面までの作業空間が小

さくなるため，廃棄体の定置段数が少なくなる可能性がある。 
天井クレーンとは，クレーンを幌型処分坑道の天井岩盤から吊下げるものである。これにより

低空型門型クレーン同様，処分坑道掘削量を低減することが可能であるが，クレーンを吊下げる

ための設備が必要となる。 
スタッカークレーンを用いる方法は，廃棄体定置領域にあらかじめラック（棚）を設置し，こ

のラックの中に廃棄体を定置する方法である。廃棄体の搬送には定置領域の側部を走行するクレ

ーンによって行い，廃棄体を坑道横断方向に挿入する。これにより，遠隔操作による廃棄体定置

をより確実に行うことができると考えられるが，ラック内に廃棄体がひっかかってしまった場合

など故障時の対応を十分考慮する必要がある。また，片側の側部緩衝材の施工も，廃棄体定置後

に遠隔操作によって行わなくてはならなくなる。 

これらの廃棄体定置方法代替技術の概念図を図-2 にまとめる。 
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門型クレーンタイプ（現状案） 門型クレーンタイプ（岩盤基礎利用型） 門型クレーンタイプ（低空型） 

    

現状におけるレファレンス案 

構造躯体上部を門型クレーンが走行。 

岩盤上を門型クレーンが走行。 遠隔操作を行う場合に着脱が容易となるリフマグ（電磁式リ

フティングマグネット）を搭載。隔壁に開口部が必要。 

天井クレーンタイプ スタッカ－クレーンタイプ 

 
 

遠隔操作を行う場合に着脱が容易となるリフマグ（電磁式リ

フティングマグネット）を搭載した天井クレーンとする。 

シャトル式の昇降台で収納ラックに定置する。ラックには傾

斜を儲け，横部材のローラーにて奥に送る。隔壁に昇降台

移動用の開口部が必要。 

図-2 幌型処分坑道における廃棄体定置方法代替技術の概念図
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4. 結論 

 第 2 次 TRU レポートにおいて例示した廃棄体定置作業に関して補足を加えるとともに，考えう

る様々な代替技術について取りまとめた。TRU 廃棄物処分施設の地質環境を踏まえた操業形態の

合理化は不可欠であり，それらに対して柔軟に対応していくために，様々な状況を想定した技術

の準備をしておくことは重要である。 
今後も廃棄体定置設備，技術については継続的に検討し，より合理的，効率的な技術を構築し，

また実証試験等により具体化していく必要がある。 
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