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原子力バックエンド研究

会議参加記

「2021 年度バックエンド週末基礎講座」参加報告
茅根麻里奈*1

本講座は，放射性廃棄物の処理処分などのバックエンド
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に関連する広範な分野について，基礎的な知識を身につけ

「地層処分研究の概要」

るとともに，参加者相互の交流の機会を提供することを目

（日本原子力研究開発機構 山口正秋氏）


的として年 1 回開催されている．2021 年度は，11 月 12 日
（金)において開催された．講座には大学や企業などから

地層処分における安全確保の考え方
安定な地質環境に適切に工学的対策を施すことに

21 名が参加し，4 件の講義と 2 件の演習が行われた．

より，地質環境が本来有する隔離性と多重の対策（天

今年度は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，昨

然および人工バリア）や適切なサイト選定，長期間

年度と同様に Zoom ミーティングによるオンライン開催と

の安全性の評価を考慮し，人類が経験のないシステ

された．

ムや期間を保証し安全性を確保する必要がある．


以下に本講座の概要について報告する．

工学技術
安全性を実現するための信頼性の高い人工バリア
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並びに処分施設の設計要件を提示し，それらが現実

「核燃料サイクルとバックエンドの基礎」

的な工学技術によって合理的に構築できることを示

（バックエンド副部会長 京都大学 佐々木隆之氏）


す．地下研究所にて行っている，人工バリア性能確

核燃料サイクルについて

認試験について紹介があった．


最近の核燃料サイクルの国の考え方および核燃料

将来に予想される変化や心配される状況をシナリ

月に第 6 次エネルギー基本計画が閣議決定され 2050

オとして描き，モデルとデータを用いたシミュレー

年カーボンニュートラルや温室効果ガス排出の削減

ションにより評価する．ただし，将来の状態を言い

目標の実現に向けたエネルギー政策の道筋を示すこ

当てるのではなく，安全性を判断するための材料を

と等を重要テーマとして策定している．




性能評価

サイクルの全体フローの説明があった．2021 年 10

提供することが必要と説明された．


放射性廃棄物について

最新の研究開発事例の紹介

放射性廃棄物の分類とクリアランス制度，各処分

隆起・浸食による地形および処分場深度の時間変

方法についての説明があった．放射性廃棄物は，放

化を，隆起速度やその分布，処分場の位置等の条件

射能濃度や性状によって処理方法や埋設方法が異な

を変えて迅速に計算できる地形・処分場深度変遷解

る．

析ツールの開発について紹介された．

処分と安全評価について
高レベル放射性廃棄物の処分の安全性の評価につ
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いて説明があった．高レベル放射性廃棄物は，人間

「地層処分事業の進め方」

の生活環境から隔離されており，物質が変化および

（原子力発電環境整備機構 吉田芙美子氏）


移動しにくい環境下である地層に処分する．ガラス

地層処分事業の概要
NUMO は，経済産業大臣の認可を受け設立され，

固化体オーバーパック等の人工バリアと，岩盤の天
然バリアを合わせた多重バリアシステムにより地層

地層処分の実施主体である．高レベル放射性廃棄物

処分される．長期安全性の評価を行うには，まずシ

（ガラス固化体）と TRU 等廃棄物を同一サイトで処

ナリオ解析し将来起こりうると考えることを抽出．

分する配置処分の検討を行っており，40,000 本以上

その後必要な実験データや数学モデルを算出し影響

のガラス固化体を処分できる施設の建設が計画され

を評価解析することで安全性の判断ができる．

ている．


文献調査について
北海道寿都町と北海道神恵内村が文献調査受入れ
を判断し，両自治体での文献調査を開始した．調査
の目的と項目や進め方の説明があった．文献調査は，
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地質図や鉱物資源図等の地域固有の文献・データを
基にした机上調査である．調査自治体の住民の方々
と処分事業や地域発展について議論を深め合う議論
の場を設けている．


包括的技術報告書について
2018 年に包括的技術報告書が公表され，学会や専
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原子力バックエンド研究
門家の意見にて 2021 年に改定版報告書が公表され

作業の説明を受けた．実際に見学を行っているような視線

た．現在は国際機関（OECD / NEA）によるレビュー

での映像や解説をしていただき，臨場感あふれるオンライ

をいただいているとの紹介があった．報告書は要約，

ン見学ツアーとなった．

概要編，安全な地層処分を実現する方法について説
明している本編，個別技術項目の詳細を説明する付
属書から成っており，最新の科学技術的知見を反映
し，日本の地質環境に対して安全な地層処分を実現
するための方法が示されている．各章について説明
があった．
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「研究施設等廃棄物の埋設事業について」
（日本原子力研究開発機構 坂井章浩氏）


研究施設等廃棄物の埋設事業について

写真 1 オンライン見学状況（350 m 坑道）

研究施設等廃棄物は，原子力施設や RI 使用施設等
において，施設の運転・保守，放射性物質の使用，
施設の解体に伴って発生し，さまざまな種類がある．

演習 2

廃棄物の発生業者は約 2,400 事業者あり，累積して

「分かりやすい地層処分 Q&A を考える（オンラインディス

いる廃棄物量は約 59 万本（200 L ドラム缶換算値）

カッション）
」

である．近い将来，各施設の保管能力を超えるおそ

（原子力発電環境整備機構 竹野竜平氏）

れがあり，早急な埋設施設の整備が必要である．埋

NUMO が実際に公開している Q&A について，質問者の

設処分するには受入基準として最大放射能濃度や外

立場に立つ分かりやすい Q&A とするための討議を行った．

観，化学的・物理的な性質等多くの項目があり研究
がなされている．


研究施設等廃棄物の放射能インベントリの特徴
さまざまな種類の原子炉施設があり，その仕様に
基づき発生廃棄物における放射能評価を実施する必
要がある．核燃料使用施設では，研究や取り扱って
いる物質が異なるため，原子炉施設同様に施設ごと
に放射能評価を実施する必要がある．精製したウラ
ンは年月と共に放射能が増加するため，超長期にお
写真 2 演習実施状況

ける線量評価が課題となっている．


埋設施設の安全評価
研究施設等廃棄物の埋設処分場所は決まっていな

感想

いため，これまで実施された線量評価モデルやパラ



私は研究施設等廃棄物に関しての業務を行っているため，

メータ及び廃棄物の条件を用いて線量評価を行い，

地層処分については初めて知ることが多く，とても有意義

基準線量相当濃度を試算しているとの説明があった．

な講座になりました．バックエンドは多岐にわたる分野で

埋設事業に係る安全規制体系

あることや，バックエンドの重要性について改めて認識し

埋設施設を立地する地点の選定後の初期建設期間

ました．昨年度同様に本講座はオンライン開催となりまし

は約 8 年，操業期間は約 50 年と想定している．最終

たが，最新の事業・研究内容などについての講義だけでは

覆土後，約 300 年の閉鎖後管理へ移行する計画であ

なく，オンライン見学やディスカッションの演習を行うこ

ると紹介があった．

とでさまざまな方と交流でき，自分の視野を広げることが
できたと感じております．この参加記が，来年度以降の多

演習は，参加者を 2 つのグループに分けて，以下の 2 件

数の参加のきっかけになっていただければ幸いです．最後

の演習を順次行った．

に，本講座の受講機会を提供いただいた，事務局の皆様に
大変感謝申し上げます．

演習 1
「幌延深地層研究センター 350 m 坑道オンライン見学ツ
アー」
（日本原子力研究開発機構 武田匡樹氏）
バーチャル見学ソフトを使い，オンラインにて幌延深地
層研究センターの研究坑道内部を見学した．西立坑のエレ
ベーター地上階から 350 m 坑道を周回し，さまざまな研究
2

