


可搬型β線／α線識別式連続ダストモニタ（ｉＣＡＭ）

●作業環境下の浮遊性放射性物質濃度をβ線／α線を弁別して
連続監視する可搬型連続ダストモニタです。
●Ｓ半導体検出器を用いβ線／α線を弁別測定し、連続ろ紙に
吸着された粒子状物質中の天然のＲ の影響を自動減算し、
高い精度で人工放射性核種の測定監視が可能です。廃止措置
工事において特に換気機能が十分に確保でない作業環境での
人工放射性核種の連続監視に最適です。
●充実した機能

・取外し可能な連続ろ紙（ろ紙送り速度可変）
・高／低流量警報
・連続的に全体の空気流量を記録及び出力
・停電時データ保持用バッテリ内蔵
・ＲＳ ４８５、ＲＳ ２３２ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ内蔵
・本体重量：約
・本体寸法：約 × ×

千代田テクノルから原子力施設等の廃止措置工事に有用な
測定装置を提案致します･･･

ガンマ・キャッチャー（ ・ ）

●原子力施設内で放射性物質の蓄積場所（いわゆるホットスポッ
ト）を可視化する装置です。廃止措置工事の進捗に応じて放射
性物質の蓄積／分布状況を迅速に把握するのに最適です。
●シンチレータと高感度半導体検出素子を前後に配置、コンプト
ン効果を利用して放射性物質の分布状態をイメージ化します。
●魚眼レンズの採用により一度の測定で広いエリアの蓄積／分布
状況を短時間で確認可能です。
●小型・軽量で簡単に持ち運びができ、どこでも、だれでも、す
ぐに測定可能です。
・ソフトウエア起動後、直ちに測定可能。
・防じん、防水構造（ＩＰ ）
・魚眼レンズ（視野角 °）
・測定原理より基本的に遮蔽が不要
・本体重量：約
・本体寸法：約 × ×

●測定データは自動保存され、後で測定データの解析が可能です。

原子力事業本部
〒 － 東京都文京区湯島 千代田御茶の水ビル

http://www.c-technol.co.jp ／e-mail: ctc-master@c-technol.co.jp 
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SUMMARIES

Project Status of Decommissioning Hamaoka NPS 
Unit 1 and Unit 2

Motonori NAKAGAMI
J. RANDEC, No. 54 (Sep. 2016), page 2～8, 10 
Figures, 3 Tables
 Hamaoka NPS Unit 1 and Unit 2 of Chubu Electric 
Power Company (CEPCO) have finished the operation 
on January 30, 2009. Obtaining the approval of 
decommissioning plan on November 18, 2009, CEPCO 
started decommissioning of them. The decommissioning 
plan indicates the outline of overall plan and its 
modification may be approved by stages according to 
the schedule of dismantling and removal works.  
CEPCO has completed so far the removal of fuel 
assemblies and the preparation of dismantling 
facilities in controlled area which are planned as stege 
1 (Preparation). CEPCO submitted an application of 
the revised decommissioning plan for stage 2 
(Dismantling Reactor Zone Peripheral facilities) on 
March 16, 2015. Approved on February 3, 2016, it is 
currently transiting to stage 2.
 This report describes the outline of decommissioning 
plan and project status of Hamaoka NPS Unit1 and 
Unit 2.

Application of Micro Blasting Technique to 
Demolition of Biological Shield Wall of Reactor 
Building

Osamu KONTANI
J. RANDEC, No. 54 (Sep. 2016), page 9～16, 10 
Figures, 1 Table
 Although heavily reinforced concrete structures in 
nuclear facilities could be dismantled effectively with 
the controlled blasting technique, the noises and 
vibrations caused by blasting were matters of concern. 
Recently, in the building replacement at urban areas, 
there are increasing cases of demolition of large 
reinforced concrete members below ground. Instead of 
applying heavy weight breakers, the micro blasting 
technique that enables to lower noises and vibrations 
has developed and applied to demolition work of large 
reinforced concrete members in urban areas.
 In this report, the features of the micro blasting 
technique is reviewed by comparing with existing 
controlled blasting technique and its applicability to 
demolition work of nuclear facilities is investigated. 

The results of those study find that it is confirmed that 
the micro blasting technique could be applicable to 
large reinforced concrete structures in nuclear 
facilities because of the low levels of noises and 
vibrations. However, it is recommended to perform 
mock-up tests to confirm the demolition efficiency and 
levels of the noises and vibrations since the rebar used 
in nuclear facilities is larger in diameters and in rebar 
ratio compared with ordinary reinforced concrete 
structures.

Activities of Toshiba Group in D&D field
Masamichi OBATA, Koji HOTTA,

Tsutomu TAKEUCHI
J. RANDEC, No. 54 (Sep. 2016), page 17～23, 9 
Figures, 1 Table
 Toshiba group has been executing decommissioning 
and dismantling (D&D) of light water reactors and 
nuclear research facilities in overseas countries and in 
Japan. Especially in Japan, Toshiba group forms an 
alliance with AECOM, IHI and Westinghouse Electric 
Company Japan to introduce overseas experiences to 
Japan and to reduce cost of D&D. Toshiba group is 
always open to other companies to introduce specific 
technologies for D&D.

Naraha Remote Technology Development Center 
and Robots for Nuclear Disaster

Shinji KAWATSUMA 
J. RANDEC, No. 54 (Sep. 2016), page 24～33, 29 
Figures
 It has passed more than five years than Tokyo 
Electric Power Company’s Fukushima Daiichi NPPs 
accidents occurred by huge tsunamis caused by the 
earthquake in Pacific Ocean Coast of North East 
District on March 11, 2011. It is very hard for 
workers to enter and stay for long time to work for 
decommissioning there, because the radiation dose 
rate in the reactor buildings is extremely high caused 
by radioactive materials released. And the Naraha 
Remote Technology Development Center of Japan 
Atomic Energy Agency has been established and taken 
into full operation in April 2016, which the center 
would accelerate the development of remote 
technologies conducting decommissioning on the behalf 
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of workers.
 The center is developing robot simulator system and 
robot performance testing method which could support 
developing remote operating equipment and devices. 
The center is also preparing and operating remore 
equipment and devices for nuclear emergency response.

Comprehensive Spent Fuel and Radioactive 
Waste Management
―From Operation to Defueling and Dismantling―
Hannes Wimmer, Jürgen Skrzyppek and Michael Köbl
J. RANDEC, No. 54 (Sep. 2016), page34～47, 22 
Figures, 1 Table
 For more than 25 years, GNS Gesellschaft für 
Nuklear-Service mbH has been responsible for the 
management of all of the spent nuclear fuel (SNF) and 
radioactive waste resulting from the operation of the 
German NPPs. Our products and services comprise 
the design and manufacturing of casks and containers 
for SNF, high level waste (HLW) and low 
level/intermediate level waste (LLW/ILW), and the 
construction of equipment for conditioning and 
packaging of wastes as well as the operation of 
conditioning and interim storage facilities and 
preparations for final disposal.
 This paper describes overview of GNS’s activities, 
series of casks and containers, which have been 
developed, produced and supplied for worldwide 
costumers by GNS, as well as waste conditioning and 
packaging facilities and intermediate dry storage 
facilities.

Solidification of Radioactive Wastes Using Alkali
- Activated Materials “Geopolymer”

Yoshihiro MEGURO, Jyunya SATO
J. RANDEC, No. 54 (Sep. 2016), page 48～55, 2 
Figures, 2 Tables
 Various radioactive wastes, especially liquiform, 
pulverized or grained one, have to be immobilized in a 
disposal container, and methods such as cement 
solidification, bituminization, plastic solidification and 
vitrification are so far examined and have been 
adopted. In recent years novel inorganic solidification 
materials have been developed instead of cement 
materials. These are named Alkali-activated materials 

and also are known as geopolymer, too. The 
solidification form prepared by geopolymer 
solidification has high confinement capability of 
radioactive elements and hazardous heavy metals in 
the solidification form included in the radioactive 
waste, high heat and frost durability, and chemical 
durability. And so geopolymer is one of promising 
solidification materials in the future. Mainly studies of 
geopolymer applying to radioactive wastes as a 
solidification material are under research and 
development stage, but the cases applied to 
solidification of the real radioactive waste increase a 
lot.
 In this report, we briefly explain about some 
research studies and practical examples of the 
geopolymer in the field of nuclear energy, particularly 
those of radioactive wastes generated in Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Station.

Decontamination for Radiators by Friction Effect
Takeshi NOJIMA,Yuji YOSHIDA

J. RANDEC, No. 54 (Sep. 2016), page 56～67, 22 
Figures, 19 Tables
 Radiators are equipped with cars, vending machines 
and outdoor units of air conditioners. Aluminum metal 
surfaces in their heat exchange part have been 
contaminated by radioactive material taking in dust 
after the nuclear accident. The dust adhering to the 
metal surface could be removed by flushing with water 
immediately after scattering radioactive material. But 
radioactive material such as cesium cannot be removed 
by water washing, because of growth of the oxide film 
and transfer of the nuclides in the metal surface due to 
aging.
 On the other hand, we have verified the effect of 
decontamination of radiators by friction cleaning using 
a cross flow shredder (CFS) and solvent washing of 
crushed metallic chips, as a different approach to high-
pressure washing decontamination, and confirmed a 
certain decontamination effect.
 This paper describes the results of program, 
“Processing Technology of Radioactive Material 
Removal by Cross Flow Shredder,” in August to 
December 2015, on support of FY 2015 Demonstration 
Test Project for Decontamination and Volume 
Reduction of Ministry of the Environment.
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安全で適切な廃止措置のために

　新型転換炉原型炉「ふげん」は、平成２０年２月に廃止措置計画の認可を受け、原子炉廃止措置研究開発
センターとして、これまで、重水の搬出や系統設備の除染、タービン関連設備の解体撤去を進めてきまし
た。
　これらの作業では、教訓とすべきトラブル等も経験してきており、その教訓等を反映して廃止措置段階
の作業管理の在り方を見直し蓄積する取組みを進めています。一例として、平成２１年には重水系統設備の
汚染の除去作業の準備中に、当該設備への計器取付用のねじ込み継ぎ手部に誤って接触し、継ぎ手部に緩
みが生じて内部に残留していた重水が漏えいしました。「ふげん」では、このトラブルを受けて、狭隘な現
場で作業を安全に行うために、接触によって緩む可能性のある部位や突起物に対する作業前調査を取り入
れ、当該部署への施錠管理や保護カバーの設置等の必要な措置を確実に施した後に作業を開始することと
する作業管理上の改善を図りました。また、供用を終えて解体に着手しようとする設備に対し、その前段
階で「供用を終了するための措置を行う」管理を追加し、この中で対象設備内に残留する放射性気体や液
体の抜き取りを確実に行うよう改善するとともに、これらの作業が完了するまでは当該設備に対して必要
な機能の維持管理を行うこととしました。
　また、施設設備の状態を踏まえた改善も進めています。最近では、保管中の使用済燃料が十分に冷却さ
れている状態にあることを考慮し、原子力防災上の対応が現状の使用済燃料の状態に照らして適切となる
よう防災業務計画の見直しを行いました。
　以上の事例は、廃止措置を通して得られた貴重な教訓や、時間とともに変化する設備の状態とそこで要
求される機能を反映して改善を図ってきたものであり、今後も作業や施設のあり方を常に検証し、安全確
保を最優先に廃止措置の進捗に応じた効率化や最適化に向けて積極的に改善を積み重ねていく必要があり
ます。
　｢ふげん｣では、現在、設備の解体を進めつつ、解体によって発生した資材をリサイクル出来るよう、ク
リアランス制度に則った準備を進めています。また、今後の原子炉本体の解体に備えて、他の工法と比較
し切断幅が狭く切断速度の大きいレーザー技術を活用した解体工法の研究開発や、炉内の状況をより正確
に把握し今後の解体作業や廃棄物処理・処分の計画に反映していくために、原子炉構造材からのサンプリ
ングによる残留放射能の詳細評価等を予定しています。
　近年、国内では役割を終えた商用軽水炉の廃止措置が実施される段階に入ってきました。「ふげん」で
は、今後もより安全で適切な廃止措置を目指して地道な改善の取り組みを積み重ね、原子炉解体に向けた
技術開発等の諸成果も含めて、得られた知見を今後の商用軽水炉の廃止措置に役立てていただけるよう、
情報の発信・共有に努めていきます。

国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構　バックエンド研究開発部門
原子炉廃止措置研究開発センター所長

森下　喜嗣
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　浜岡１、２号機は平成２１年１月３０日に運転を終え、平成２２年１１月１８日に廃止措置計画の認可を受け廃止
措置段階に移行した。廃止措置計画は全体計画を示しつつ具体的なことは段階的に廃止措置計画に反映・
認可を受けながら進めることにしており、これまでに第１段階（解体工事準備期間）で計画した燃料の搬
出や管理区域内での解体工事の準備を終え、第２段階（原子炉領域周辺設備解体撤去期間）の実施事項を
反映した廃止措置計画の変更認可申請を平成２７年３月１６日に提出、平成２８年２月３日に認可を受け、現在
第２段階に移行している。浜岡１、２号機の廃止措置計画の概要とこれまでの実施状況について報告する。

　Hamaoka NPS Unit 1 and Unit 2 of Chubu Electric Power Company (CEPCO) have finished the operation 
on January 30, 2009. Obtaining the approval of decommissioning plan on November 18, 2009, CEPCO started 
decommissioning of them. The decommissioning plan indicates the outline of overall plan and its modification 
may be approved by stages according to the schedule of dismantling and removal works.  CEPCO has completed 
so far the removal of fuel assemblies and the preparation of dismantling facilities in controlled area which 
are planned as stege 1 (Preparation). CEPCO submitted an application of the revised decommissioning plan for 
stage 2 (Dismantling Reactor Zone Peripheral facilities) on March 16, 2015. Approved on February 3, 2016, 
it is currently transiting to stage 2.
　This report describes the outline of decommissioning plan and project status of Hamaoka NPS Unit1 and 
Unit 2.

１．廃止措置計画の概要

１．１　浜岡１、２号機の概要
　浜岡１、２号機の施設概要をTable 1に示す。

１．２　廃止措置の工程
　浜岡１、２号機の廃止措置計画では、平成４８年
度まで２８年間の廃止措置期間全体を第１段階から
第４段階までの４段階に区分し、廃止措置を段階
的に進めることとしている（Table 2、Fig. 1）。

浜岡原子力発電所１、２号機の廃止措置状況について

仲神　元順＊ 

Project Status of Decommissioning Hamaoka NPS Unit 1 and Unit 2

Motonori NAKAGAMI*

＊：中部電力㈱　浜岡原子力発電所　廃止措置部
(Decomissioning Department, Hamaoka NPS, Chubu Electric Power Co., Inc.)

Table 1　Outline of Hamaoka NPS Unit 1 and Unit 2

２号機１号機

BWR原子炉炉型

84万kW54万kW電気出力

昭和53年11月29日昭和51年３月17日営業運転開始

平成21年１月30日平成21年１月30日運転終了

約26年約27年運転期間
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２．廃止措置の実施状況

２．１　第１段階
（１）燃料の搬出
　１、２号機施設内に貯蔵していた使用済燃料
１，３７０体と新燃料２９６体は、搬出作業を計画的に進
め、１号機は平成２５年１月、２号機は平成２７年２

月に当該施設から全ての燃料の搬出作業を完了し
た。この使用済燃料は４、５号機に搬出した。
　新燃料２９６体のうち２号機の使用済燃料貯蔵
プールに貯蔵していた新燃料１４８体は、除染のた
め施設内で燃料を解体、除染、再組立した後、燃
料加工メーカに搬出した。

Table 2　Decommissioning Stage

実施内容廃止措置各段階

・廃止措置対象施設からの燃料搬出
・系統除染
・汚染状況の調査
・設備・機器の解体撤去工事注１

第１段階（解体工事準備期間）

・原子炉領域周辺設備の解体撤去工事注２

・系統除染（継続）
・汚染状況の調査（継続）
・建屋の解体撤去工事注３

第２段階（原子炉領域周辺設備解体撤去期間）

・原子炉領域の解体撤去工事
・原子炉領域周辺設備の解体撤去工事（継続）注２

・建屋の解体撤去工事注３

第３段階（原子炉領域解体撤去期間）

・管理区域の解除後、建屋の解体撤去工事
・原子炉領域周辺設備の解体撤去（工事継続）注２第４段階（建屋等解体撤去期間）

注１　管理区域内においては、廃止措置対象施設の設備・機器を他の原子炉施設又は廃止措置対象施
設で使用することを目的とした解体撤去工事に限る。

注２　管理区域外の解体撤去工事を含む。
注３　１号機希ガスホールドアップ装置建屋に限る。

Fig. 1　Decomissioning schedule
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（２）系統除染
　解体撤去作業における作業者の被ばく低減のた
め、第１段階では格納容器内の再循環系、原子炉
冷却材浄化系、余熱除去系の系統除染を実施した
（Fig. 2）。
　原子炉圧力容器内及び格納容器外の原子炉一次
系の除染は第２段階に行う計画である。

（３）管理区域外の設備の解体
　供用を終了した管理区域外の設備は順次解体撤
去を進めている（Fig. 3）。
　解体に伴って発生した解体撤去物は有価物とし
てできるだけリサイクルしていくこととしてお
り、発電所外に搬出する際には、発電所正門に設
けたゲートモニタを通過させることで汚染された
物品が混在していないことを確認している（Fig. 
4）。

（４）汚染状況の調査
　被ばく低減に配慮した解体撤去手順の策定や放
射性廃棄物のレベル別物量の評価精度向上など廃
止措置計画を具体化するため、建屋内の床・壁及
び設置機器の放射性物質による汚染状況の調査を
実施している（Fig. 5、Fig. 6、Fig. 7）。

Fig. 3　Dismantling outdoor equipment

Fig. 2　System System decontamination

Fig. 4　Gate monitor

Fig. 5　Contamination survey of piping
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Fig. 6　In-core survey

Fig. 7　PCV survey
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　原子炉領域を除く原子炉周辺設備の調査は第１
段階中に終了し廃止措置計画に反映した。
　原子炉領域は１、２号機とも詳細な計算による
評価を行い廃止措置計画に反映した。１号機での
サンプリングは終了、２号機でのサンプリングを
今後行う予定であり、分析結果を反映した調査結
果は第３段階に向けた廃止措置計画に反映してい
く予定である。

　これまでの調査結果を反映した１、２号機の廃
止措置により発生する放射能レベル別物量（推定
発生量）と推定分布をTable 3及びFig. 8に示す。

２．２　第２段階の計画
　第１段階で実施した汚染状況調査結果を基に、
第２段階で実施する原子炉領域周辺設備の解体計
画や、放射性廃棄物の処理計画を策定した。第２
段階で実施する内容を以下に示す。
（１）原子炉領域周辺設備の解体撤去　
　第２段階では、原子炉領域を除く管理区域内設
備・機器（原子炉領域周辺設備）の解体撤去を実
施する。第２段階で解体撤去または解体に着手す
る主な設備は、タービン本体、主復水器、給復水
系機器、主蒸気配管、１、２号共用排気筒等であ
る（Fig. 9）。

Table 3　Categorized waste volume by radiological aspect (ton)

合計２号機１号機放射能レベル区分

約100約50約40放射性廃棄物(L1)

約1,000約570約370放射性廃棄物(L2)

約18,900約8,860約9,990放射性廃棄物(L3)

約77,700約43,680約34,050
放射性物質として扱う必要の
ないもの（CL）

約353,700約198,200約155,500放射性廃棄物でないもの（NR）

約451,200約251,300約199,900合計

注：表内の数値は除染後の数値

Fig. 8　Estimated Contamination Map
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　１、２号共用排気筒は平成１６年１２月に排気ダク
トとの接続部で「風渦励振」によるひび割れが確
認され修理を施しており、廃止措置状況に応じた
恒久対策を検討してきた。検討の結果、排気の放
出高さを０m（地上高さ）としても１年間の周辺
公衆の線量が十分低いことが確認できたことか
ら、排気筒につながる排気ダクトを途中で切断し
て新たな排気口を設け、放射線をモニタリングし

ながら排気するよう排気経路の変更工事を行った
後、排気筒を解体撤去することとした（Fig.10）。

（２）放射性廃棄物の処分方法
　第２段階では、放射性廃棄物として扱う必要の
ないもの及び分別・除染により放射性廃棄物とし
て扱う必要がなくなるものから解体し、できるだ
けクリアランス制度を適用して金属などの再生利

Fig. 9　Dismantling in stage 2

  

Fig. 10　Dismantling exhaust stack
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用を目指す。
　第２段階以降に発生する放射性廃棄物は、発生
した放射性廃棄物の廃棄先が決まるまでの間、
１、２号機の建屋内等に安全に保管する。

３．浜岡１、２号機を活用した調査・研究

　浜岡１、２号機では、原子力発電所の安全性向
上や廃止措置の推進に資するため、廃止措置を進
めながら廃止措置プラントを活用した調査研究に
も取り組んでいる。特に廃止措置プラントでしか
できない調査・研究として、例えば、運転中では
採取困難な構造材（原子炉圧力容器、格納容器等）
の一部を採取して運転に伴う材料特性の変化に関

する調査・研究を進めている。

４．おわりに

　浜岡１、２号機は平成２２年１１月に廃止措置を開
始し、現在までに約６年が経過した。平成２８年２
月には廃止措置第２段階に移行し、管理区域内機
器の解体に着手しており、今後１、２号共用排気
筒やタービン本体など大型設備の解体を含む工事
を安全かつ確実に進めていく。それとともに解体
撤去で発生する解体物のクリアランス制度適用に
向けた準備や、低レベル放射性廃棄物の処理処分
の検討等、解決すべき課題に取り組んでいく。
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マイクロブラスティング工法の原子炉建屋生体遮蔽壁解体への適用

紺谷　　修＊ 

Application of Micro Blasting Technique to Demolition
of Biological Shield Wall of Reactor Building

Osamu KONTANI*

　従来の制御爆破工法を原子力施設の大型鉄筋コンクリート構造物に適用する場合、効率的に解体できる
ことは実験や実工事で確認されているが、爆破による騒音・振動レベルが懸念事項となっていた。近年、
都市部の地下構造物の解体工事向けに開発されたマイクロブラスティング工法と従来の制御爆破工法とを
比較して、マイクロブラスティング工法の騒音・振動特性を把握するとともに、原子力施設への適用性に
ついて検討した。その結果、マイクロブラスティング工法では解体効率を維持したまま、爆薬量を抑えて
騒音・振動レベルを低減できるので、原子力施設へ適用できる可能性が高いことを確認した。ただし、原
子力施設の大型鉄筋コンクリート部材を、一般建築の基礎梁などと比較すると、使用している鉄筋径や配
筋量は大幅に異なる。従って、原子力施設へ適用するためには、大型鉄筋コンクリート部材を模擬した試
験体を用いて、コンクリートを破断し、鉄筋を塑性変形させてひび割れを押し広げるなどの解体性状や騒
音・振動について試験を行い確認することが望ましい。

　Although heavily reinforced concrete structures in nuclear facilities could be dismantled effectively with 
the controlled blasting technique, the noises and vibrations caused by blasting were matters of concern. 
Recently, in the building replacement at urban areas, there are increasing cases of demolition of large 
reinforced concrete members below ground. Instead of applying heavy weight breakers, the micro blasting 
technique that enables to lower noises and vibrations has developed and applied to demolition work of large 
reinforced concrete members in urban areas. 
　In this report, the features of the micro blasting technique is reviewed by comparing with existing controlled 
blasting technique and its applicability to demolition work of nuclear facilities is investigated. The results 
of those study find that it is confirmed that the micro blasting technique could be applicable to large reinforced 
concrete structures in nuclear facilities because of the low levels of noises and vibrations. However, it is 
recommended to perform mock-up tests to confirm the demolition efficiency and levels of the noises and 
vibrations since the rebar used in nuclear facilities is larger in diameters and in rebar ratio compared with 
ordinary reinforced concrete structures.
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１．はじめに

　JPDR解体実地試験１）では、原子炉の周辺に位
置する放射化した放射線遮蔽体を解体するため
に、機械的切断工法、水ジェット切断工法及び制
御爆破工法の開発を行い、放射線遮蔽体の解体に
適用した。その後も、太径鉄筋が高密度に複雑に
配筋された鉄筋コンクリート構造物を対象とし
て、制御爆破による解体工法の検討２）が行われ、
制御爆破工法により効果的に解体できること、ま
た、距離５０ m地点での騒音レベルが７５～８９ dB、
振動レベルが４４～７９ dBとなり、規制値３）（騒音８５ 
dB、振動７５ dB）にほぼ対応する値であった。
　一方、近年、都市部の建替工事などでは、基礎
梁、フーチング、造成杭などの地下の大型鉄筋コ
ンクリート部材を解体する事例が増えている。制
御爆破による解体工法は、大型部材を一瞬で破砕
できることから、大型ブレーカによる解体工法に
比べて、騒音・振動を抑制しやすいと考えられる４）

が、制御爆破技術を都市部の建築解体工事に適用
するためには、使用する爆薬量を最小限に抑え、
騒音・振動をさらに抑制する必要があった。そこ
で、鹿島建設㈱（以下、｢鹿島建設｣という）では
高い解体効率を維持しながら、騒音・振動を抑制
できる鹿島マイクロブラスティング工法（以下、
「MB工法」という）を開発し、都市部の基礎梁や
造成杭などの解体工事に適用した。
　制御爆破工法は、太径鉄筋が高密度に複雑に配
筋された鉄筋コンクリート構造物に適用できる解
体工法として、効率的な解体工法である。しか
し、原子力発電所の廃止措置では爆破による振動
が稼働中の機器に影響を及ぼすなどの懸念が先行
し、解体工法として敬遠されているという印象を
筆者は持っている。
　そこで、本報告では、制御爆破工法の原子力施
設への適用性を向上させるために、鹿島建設で開
発したMB工法の原子炉施設の解体への適用性に
ついて検討するとともに、解決すべき課題を明ら
かにする。

２．原子力発電所の廃止措置

　原子力発電所の廃止措置に関する国の標準工程

（Fig. 1）では、使用済燃料搬出後、系統除染を
行って放射線量レベルを低減し、さらに安全貯蔵
により放射線が減衰した状況を待って、解体作業
を本格化する。解体作業では、建屋構造を維持し
ながら、放射化部位及び放射能汚染をすべて除去
し、その後、全面サーベイを経て放射線管理区域
を解除し、一般の建築物と同様に大型のクレーン
及び重機を用いて上から解体する。
　沸騰水型原子炉（BWR：Boiling Water Reactor）
建屋の場合、炉心の周辺に位置する、原子炉遮蔽
壁（RSW：Reactor Shield Wall）、原子炉圧力容
器ペデスタル及び生体遮蔽壁（BSW：Biological 
Shield Wall）などのコンクリート構造物は中性子
照射により放射化している。Fig. 2にBWR原子
炉格納容器Mark Ⅰタイプの概略を示す。　
　生体遮蔽壁は太径鉄筋が高密度に複雑に配筋さ
れた構造物である。また、原子炉遮蔽壁や原子炉
圧力容器ペデスタルと異なり、生体遮蔽壁は放射
化領域が壁の内側数十cm程度に限定されている
ので、放射線管理区域解除に向けて、外側の非放
射化部と分離するためには生体遮蔽壁の内側のみ

Fig. 2　Overview of BWR primary containment vessel 6)

Fig. 1　Standard schedule of commercial nuclear power plant 5)
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を部分的に解体（区分解体）する必要がある。そ
こで、JPDR解体実地試験では、このような構造
物の解体に適した解体工法の開発が行われた。

３．原子力施設における制御爆破工法

　JPDR解体実地試験１）で放射線遮蔽体を解体す
るために行われた機械的切断工法、水ジェット切
断工法及び制御爆破工法の適用箇所をFig. 3に示
す。機械的切断工法と水ジェット切断工法は、比
較的放射化レベルの高い領域に遠隔操作により適
用した。一方、制御爆破工法はマニュアル作業が
多いために遠隔化は難しかったが、作業員がアク
セスできる比較的放射化レベルの低い領域では、
効率的に解体できることを確認した。
　制御爆破工法は、爆薬をドリル穿孔した装薬孔
内に空隙をもたせて装填し、この空隙を緩衝材と
して爆破時の衝撃力を弱めたもので、破砕片飛
散・粉じん・振動・騒音を極力抑制し、残存部の
損傷を最小限に抑えて鉄筋コンクリート構造物を
安全に解体できる工法である７）。
　なお、爆薬としてダイナマイトなどの高爆速の

爆薬を用いると一瞬で衝撃力が発生しコンクリー
トが粉砕されるために、破砕を制御しながら鉄筋
コンクリート構造物を安全に解体することは難し
い。一方、低爆速のアーバナイト爆薬の場合は、
爆破初期に発生する衝撃力によってコンクリート
にひび割れを発生させ、その後、ガス圧力で鉄筋
を塑性変形させるとともに、ひび割れを拡大する
ことができる。すなわち、低爆速の爆薬を用いる
ことにより鉄筋コンクリート構造を破砕し緩める
ことができるので、範囲を限定して解体する区分
解体に適している１），７）。
　ただし、アーバナイトを用いるとコンクリート
破砕に伴って発生する粉じん、騒音・振動はダイ
ナマイト等の爆破より小さくなるが、鉄筋コンク
リート構造物を吹き飛ばすのではなく、破砕によ
り緩めるだけなので、小型ブレーカやバックホウ
などを用いてコンクリートを除去し、残った鉄筋
をガス等で切断するなど、二次破砕が必要であ
る７）。
　制御爆破工法の概要をFig. 4に、作業状況を
Fig. 5に示す。制御爆破工法では下記の（１）から
（６）の作業を繰返すことにより、太径鉄筋が高密
度配筋されている鉄筋コンクリート構造を区分解
体することが可能となる。
（１）ドリルによる穿孔（Fig. 5 (a)）
　削岩機により穿孔する。コンクリート構造物の
破砕の方向により縦・横穿孔がある。
（２）爆薬加工
　アーバナイト爆薬を定量し、電気雷管を接続す
る。
（３）装薬（Fig. 5 (b)）
　爆薬を各孔内に１・２か所に分けて装填する。
装薬後、孔の上部を砂でタンピングし、結線を完

Fig. 3　Overview of JPDR primary containment vessel 1) Fig. 4　Summary of controlled blasting technique 1)
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了する。　
（４）防爆養生（Fig. 5 (c)）
装薬後、爆破時のコンクリートの飛散を防止する
ために、爆破部位を防爆マットで覆う。
（５）爆破
　原子炉格納容器から全作業員の退避を確認した
後に爆破する。爆破完了後は火薬取扱責任者が爆
破箇所を点検し、完爆の確認を行う。
（６）二次破砕（Fig. 5 (d)）
　爆破により破砕され緩んだコンクリートを、小
型ブレーカやバックホウを用いてさらに破砕・撤
去する。また、露出した鉄筋をガス切断する。
　以上のように、太径鉄筋による高密度配筋の鉄
筋コンクリート構造物であっても、制御爆破工法
により部分的に安全に解体できることが確認され
た。しかし、原子力発電所の廃止措置における爆
破が、解体作業実施中の建屋内で、あるいは、隣
接する建屋内で稼働中の機器に影響を及ぼすとい
う懸念を払拭し、制御爆破工法を適用しやすい環
境をつくるためには、爆破による騒音・振動をさ

らに低減することが重要である。

４．一般建築におけるMB工法の開発

４．１　MB工法の概要４）

　近年、都市部の建替工事などでは、基礎梁、
フーチング、造成杭などの地下の大型鉄筋コンク
リート部材を解体する事例が増えている。このよ
うな大型コンクリート構造物の解体は、通常の圧
砕機（ニブラ）では爪幅が足りないので機械的に
破砕することができないため、大型ブレーカの連
続的な打撃により破砕することが多く、工事現場
周辺への騒音、振動、粉塵の発生が問題となって
いた。
　一方、制御発破工法は、大型鉄筋コンクリート
部材を一瞬で破砕できることから、大型ブレーカ
による破砕に比べて、騒音・振動を抑制すること
ができる。従って、制御爆破工法により大型鉄筋
コンクリート部材を破砕し、その後、小型圧砕機
（ニブラ）による二次破砕によりコンクリートを破

Fig. 5　Operations of controlled blasting 8)
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砕・撤去するという手順を用いることにより、大
型ブレーカの使用を回避できるので、騒音・振動
を抑制できると考えられる。
　しかし、制御爆破工法を都市部の建築解体工事
に適用するためには、騒音・振動をさらに抑制す
る必要があった。そこで、鹿島建設では、都市部
での基礎梁や造成杭などの解体工事に適用するた
めに、解体効率を維持しつつ使用する爆薬量を最
小限に抑え、騒音・振動の低減できるMB工法を開
発した。
　MB工法は、鹿島建設、（国研）産業技術総合研
究所、カヤク・ジャパン㈱、㈱構造安全研究所の
４機関で共同開発した独自工法であり、２０１６年に
日本建築学会賞（業績）を受賞した。MB工法は、
できる限り少ない爆薬を分散配置することにより
鉄筋コンクリート部材をブロック状に切断する工
法である。
　Fig. 6に、MB工法で使用する導爆線と電気雷管
を示す。導爆線とは、爆轟（反応の速度が音速を
超え、衝撃波と強力なガス圧を伴う燃焼現象）を
伝えるために用いられる直径５mm程度のロープ
状の火工品で、途中で燃焼が止まることはない。
状況に合わせて現場で切断・加工して使用するこ
とができる。起爆には電気雷管を用い、導爆線と
ビニールテープで抱き合わせて使用する。
　Fig. 7に従来の制御爆破とMB工法の破砕の状
況を比較して示す。MB工法の特色として、導爆
線の長さの調整によって爆薬量を自由に設定でき
ること、対象部材の形状に合わせて分散して装薬

できることが挙げられる。また、従来の制御爆破
工法では装薬孔の１、２か所に爆薬を小分けして
装填するが、MB工法では、装薬孔に沿って導爆
線を装填することにより、孔内の衝撃力を均一化
できると考えられる。以上より、MB工法の場合、
従来の含水爆薬（硝酸アンモニウムを主成分とす
る爆薬）などを使用した制御発破と比較して、破
砕力を同等に維持しつつ、爆薬量は１／１０以下と
なっている。

４．２　コンクリート試験体を用いた破砕試験４）

　MB工法によりコンクリート部材を破断するこ
とが可能か否かを確認するために破砕試験を行っ
た。Fig. 8に 示 す よ う に、試 験 で は 小 型
（W５００×B４００×H８００）の無筋試験体１体と有筋試
験体２体の計３体のコンクリート試験体を製作し
た。各試験体のパラメータをTable 1に示す。鉄

Fig. 6　Explosives used 4)

Fig. 7　Comparison between controlled blasting technique 
and micro blasting technique

D16

Fig. 8　Concrete specimens 4)
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筋の有無以外のパラメータすべて同一とし、装薬
量のみ３水準設定した。なお作業手順は下記に示
すように従来の制御爆破工法と整合している。
（１）穿孔：電動ドリルにて爆薬装填孔を穿孔
（２）爆薬加工：導爆線切断、電気雷管取付け
（３）装薬：穿孔した孔に爆薬を挿入、爆薬を入れ

た孔の上部を砂で閉塞、装薬した爆薬
（電気雷管）を接続

（４）防護：爆破時のガラ飛散防止の防護
（５）発破：退避した後に発破器と結線し発破
　発破試験結果をFig. 9に示す。No.1の試験体
は、想定した断面にて破断することが出来た。発
破によって２分割された部分がさらに曲げ破壊に
よって２分割され、結果的には４分割となった

が、良好な結果を得ることが出来た。
　次にNo. 2の試験体は、有筋の試験体であるた
め、No. 1の試験体の２倍の爆薬量を装薬した。
その結果、装薬孔から端部側にかぶりコンクリー
トが破砕され、かつ、装薬孔間にひび割れが貫通
した。想定した断面にひび割れが貫通し、その
後、鉄筋を切断すると試験体２分割に切断するこ
とが可能であることが確認された。
　最後にNo. 3の試験体はNo. 1の試験体の３倍の
爆薬量を装薬した結果、想定した断面での破断が
確認されたものの、試験体中央部分が粉砕された
ことから爆薬量が多い過装薬であったと考えられ
る。
　なお、最も良好な結果が得られたNo. 2の試験
体の発破時に、約２５ m離れた地点で計測した騒音
レベルは８２ dB、鉛直方向の振動レベルは３９ dBで
あり、規制値３）（騒音８５ dB、振動７５ dB）を満足
することを確認した。　

４．３　MB工法の有効性
　重機解体工法とMB工法とによる騒音・振動の
レベルを比較し、そのイメージをFig. 10に示す。

Table 1　Test palameter 4)

装薬両
（g）

装薬
箇所

装薬長
（mm）

穿孔深さ
（mm）

鉄筋試験体

82400600無No. 1

162400600有No. 2

142400600有No. 3

Fig. 9　Blasting test results

No.1 No.2 No.3

8 8

Fig. 10　Comparison of levels of noises and vibrations caused by heavy weight breaker and micro blasting technique 4)
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大型ブレーカによる解体では、連続的な打撃によ
りコンクリート構造物を破砕し、その後、バック
ホーにより破砕したコンクリートを撤去し鉄筋を
切断する。従って、特に、大型ブレーカによる連
続的な打撃により騒音・振動は大きくなる。MB
工法の場合、大きな騒音・振動が発生するのは一
瞬であり、穿孔作業や小型圧砕機（ニブラ）によ
る破砕や鉄筋の切断などの二次破砕による騒音・
振動は小さくなっている。さらに、発破のタイミ
ングも調整可能なので、MB工法による解体は、
騒音・振動の抑制という観点から非常に有効であ
るといえる４）。
　また、MB工法では、電動ドリルと小型圧砕機
（ニブラ）のみで施工が可能となるため、都市部で
の解体工事では、上部躯体があるうちに地下解体
に先行着手できることから、解体工期の短縮が期
待できる４）。
　ワイヤーソー工法との比較のために、１m2当た
りの切断に要する工数を試算したところ、ワイ
ヤーソー工法の場合はマシン１台当たり準備を含
めて１０５分・人、MB工法の場合は約７５分・人なの
で、MB工法はワイヤーソー工法に対して工数は
７０％程度という評価結果となった９）。

５．MB工法の原子力への適用

　従来の制御爆破工法は生体遮蔽壁など、太径鉄
筋による高密度配筋の大型鉄筋コンクリート構造
物の解体工法として開発された。制御爆破工法で
は、爆破で発生する衝撃波で装薬孔間のコンク
リートを切断し、その後の爆圧により鉄筋を塑性
変形させて切断したコンクリートを押し出し、コ
ンクリート構造物を緩める操作を行う。その後は
小型ブレーカーあるいはバックホーでコンクリー
トを解体・除去し、残った鉄筋を溶断するなどの
二次破砕を行なう必要がある。
　一方、MB工法は一般建築における大型の基礎
梁、フーチング、造成杭を対象としている。この
工法では、コンクリートを破砕するというよりは
装薬孔間のコンクリートを破断し、その後、小型
圧砕機（ニブラ）で切断されたコンクリートを破
砕・撤去し、鉄筋を切断するなどの二次破砕を行
う。

　MB工法では、爆薬を容易に装薬孔全長に渡っ
て分布させることができるので、１、２か所に集
中している制御爆破よりも均一的に衝撃力をコン
クリート切断に向けることにより、同程度の切断
を行なうために必要な爆薬量を低減でき、さら
に、爆破作業における騒音・振動も低減できると
考えられる。
　従って、MB工法を原子力施設の鉄筋コンク
リート構造物に適用するとコンクリートの切断効
率を維持したまま、騒音・振動を低減することが
可能と考えられる。
　ただし、原子力施設における生体遮蔽壁など
は、太径鉄筋による高密度配筋の大型鉄筋コンク
リート部材であり、一般建築の基礎梁などと比較
すると、鉄筋径や配筋量が大きく異なる。そこ
で、原子力施設の構造物を模擬した試験体を用い
て、爆発の衝撃力によりコンクリートを切断でき
るか否か、その後のガス圧により鉄筋を塑性変形
させてコンクリートを押し出すことができるか否
かについて把握するとともに、解体効率、騒音・
振動について確認試験を行うことが望ましい。

６．まとめ

　従来の制御爆破工法を原子力施設の大型鉄筋コ
ンクリート構造物に適用する場合、効率的に解体
できる事は実験や実工事で確認されているが、爆
破による騒音・振動レベルが懸念事項となってい
た。
　近年、都市部の地下構造物の解体工事向けに開
発されたMB工法と従来の制御爆破工法とを比較
して、MB工法の騒音・振動特性を把握するととも
に、原子力施設への適用性について検討した。そ
の結果、MB工法は、解体効率を維持したまま、爆
薬量をおさえて騒音・振動をかなり低減できるの
で、原子力施設へ適用できる可能性が高いことを
確認した。
　ただし、原子力施設の大型鉄筋コンクリート部
材を、一般建築の基礎梁などと比較すると、使用
している鉄筋径や配筋量は大幅に異なる。従っ
て、原子力施設へ適用するためには、大型鉄筋コ
ンクリート部材を模擬した試験体を用いて、コン
クリートを破断し、鉄筋を塑性変形させてひび割
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れを押し広げるなどの解体性状や騒音・振動につ
いて試験を行い確認することが望ましい。
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　東芝グループは、国内外で研究施設や軽水炉の廃止措置工事を実施している。国内の軽水炉廃止措置に
向けては、解体経験を有する海外企業と協力して、海外での好事例を反映したサービスを提供する。これ
により、廃止措置にかかるコストを低減する。日本国内では、IHI、欧米の軽水炉解体経験を持つウエスチ
ングハウス、欧米の種々のサイトの廃止措置経験を持つAECOMと協力している。個別の技術について
は、他社との協力も常にオープンな立場を取っている。

　Toshiba group has been executing decommissioning and dismantling (D&D) of light water reactors and 
nuclear research facilities in overseas countries and in Japan. Especially in Japan, Toshiba group forms an 
alliance with AECOM, IHI and Westinghouse Electric Company Japan to introduce overseas experiences to 
Japan and to reduce cost of D&D. Toshiba group is always open to other companies to introduce specific 
technologies for D&D.

＊：株式会社　東芝　原子力化学システム設計部（Nuclear Chemical Engineering and Design Department, Toshiba Corporation）

１．はじめに

　我が国の商業用原子力発電所は１９６０年代から建
設され、平成１３年１２月に日本原子力発電株式会社
殿東海発電所、平成２１年１１月に中部電力株式会社
殿浜岡原子力発電所１、２号機、平成２５年以降は
関西電力殿美浜発電所１、２号機、日本原子力発
電株式会社殿敦賀１号機、九州電力株式会社殿玄
海１号機、中国電力株式会社殿島根１号機、四国
電力殿伊方１号機が廃止措置に向けた取り組みを
開始した。
　東芝グループ（以下、「東芝」という）では、
１９８０年代から旧日本原子力研究所（JAERI）の
JPDR、大学の研究炉、東芝の教育訓練炉の廃止
措置に取り組んできた。また、グループ会社であ

るウエスチングハウス社においても、米国、欧州
で研究開発炉及び商用炉の廃止措置に取り組んで
きた。現在も各国の軽水炉の解体工事等を受注
し、工事準備を進めている。実績の一部をTable 
1に示す。
　本報告では、軽水炉廃止措置への東芝グループ
の取組みについて紹介する。

２．軽水炉廃止措置への東芝のアプローチ

2.1　作業フローとコスト低減のポイント
　軽水炉の廃止措置は、大まかにはFig. 1に示す
フローで進められる。Fig. 1には、フローの各段
階で適用する技術を合わせて示す。
　東芝は商用炉廃止措置の 用の作業フロー と

東芝グループの
原子力施設廃止措置への国内外での取り組み

小畑　政道＊ 、堀田　浩司＊ 、竹内　　努＊ 

Activities of Toshiba Group in D&D field

Masamichi OBATA*, Koji HOTTA*, Tsutomu TAKEUCHI*
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の内訳をFig. 2のように試算している。商用炉廃
止措置の費用では、維持管理・解体と廃棄物処理
処分が占める割合が大きく、これを小さくするた
めに、詳しく計画し、廃棄物容積・廃棄体数を減
らすことがポイントと考えている。
　東芝が受注する廃止措置計画策定・解体工事は
廃止措置全体を範囲とする場合も、個別の工事を
範囲とする場合もあるが、いずれの場合でも全体
としての合理性を考慮して対応している。

2.2　計画
　東芝では、次の４点に留意して全体もしくは個
別工事の計画に取り組んでいる。
①サイトの状況を詳細に調査する
②廃棄物の払出しを計画する
③区域管理・廃棄物保管・物流を、解体手順に
したがって計画する

④工事コストと処分コストとのバランスを調整
する

　サイトの状況の調査すなわちキャラクタリゼー
ションとして、サイト内の運転プラント、解体プ
ラント、共用設備の取り合い等のプラントデータ
を可能な範囲で詳しく確認し、また、解体プラン

Table 1　Examples of D&D work of Toshiba Group

工事内容工事対象（事例）

RPV解体JAERI JPDR

廃止措置計画、実施東芝TTR

廃止措置計画、実施武蔵工大炉

廃止措置計画、実施立教炉

解体前除染工事、炉内サ
ンプリング

国内商用炉

廃止措置計画、PJ管理、
他

米Fort St. Vrain（GCR）

除染、解体計画、許認可
サポート、他

スペインVandellos（GCR）

除染、解体撤去計画、炉
内構造物・RV解体

スペインZorita（PWR）

概念検討スウェーデンのBWR

Fig. 2　Cost break down of decommissioning

Fig. 1　Decommissioning work flow and technologies
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トの状況として、どこに・何が・どの程度あるの
か、機器類の配置・物量・材料、及び化学的な性状・
放射能量・核種組成等を調査する。
　調査には、既往資料の調査に加え、サンプリン
グ工事、サンプリング試料の核種分析、プラント
部材の放射化計算・付着汚染評価等を含む。また、
廃止措置開始時点での機器類の配置が図面や図書
類では必ずしも確認できない場合があることか
ら、現場の機器配置状況をレーザースキャンで確
認して計画に活用する。
　一例としてサンプリング工事については、放射
能レベルの計算評価へのストリーミングや複雑形
状の影響の確認・補正、材料中の微量元素濃度・
核種組成の確認等の目的の中から、当該サンプリ
ングの目的に応じて放射能レベル・材料・形状を
考慮した計画を立て、装置を設計製作し工事を実

施する。既に欧米・国内で１０例以上のサンプリン
グを行っている。Fig. 3に、計画とモックアップ
試験の例を示す。
　廃棄物の払出し計画、区域管理・廃棄物保管・
物流計画、工事コストと処分コストとのバランス
は、これまで基本的には人手作業で立案し調整し
てきた。一方で、東芝のプラント建設ではIT技術
を活用して同様の立案調整を行い始めている。そ
こで、これを廃止措置に応用し、Fig. 4に示すイ
メージのシステムを検討している。
　工事計画は、工事コストと処分コストとのバラ
ンスを、キャラクタリゼーションの結果を反映し
て調整する。検討手順をFig. 5に示す。
　欧州の軽水炉炉内構造物及び原子炉容器の切断
解体及び廃棄体製作工事では、この調整に欧州
BWRの炉内構造物交換工事での廃棄物解体・容器

Fig. 3　Sampling planning and mock-up test

Fig. 4　Concept of planning system for decommissioning
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収納経験を反映し、国内で想定されている廃棄物
収納割合の約２倍以上の収納率を実現している。

2.3　解体準備
　全体もしくは個別工事の計画後に、東芝では、
次の３点に留意して解体準備を進める。
①作業時のダスト抑制、作業環境整備に系統除
染は有効であり、必要に応じて除染を計画す
る
②プラントの維持管理に必要な設備は整理し、
必要に応じて維持・整備する。
③廃棄物処理・保管場所を、区域管理・維持管
理・物流を考慮して確保する。

　プラント系統の除染が有効と判断された場合に
は、東芝は国内BWRの２００回以上の経験、及び海

外PWR・BWRの数百回以上の除染工事経験を反
映して計画し資機材を設計製作して工事を遂行す
る。既に国内廃止措置プラントでの除染工事も実
施経験がある。
　なお、除染工事で発生する樹脂廃棄物は線量に
応じて適切に保管する。東芝は、樹脂廃棄物発生
量が従前の“CORD”法よりも少ないT-OZONTM
法を開発して、Fig. 6に示すとおり９４回の実工事
経験を積み、樹脂廃棄物保管スペース確保の懸念
を少なくしている。
　プラントの維持管理に必要な設備は、サイトの
状況に合わせて、許認可状況も踏まえて検討す
る。ただし海外の先行事例では基本的には既設を
切り離して、解体工事中の活線ケーブル・配管の
破断等の懸念をなくすこと（Cold＆Dark）で工事
を進めやすくなる効果が確認されている。このた

Fig. 5　Logic flow for alignment of amount of work and amount of waste package

Fig. 6　Experience of Toshiba for system decontamination in Japan
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め、Fig. 7に示すように、複数のサイトで使用済
み燃料プールの独立化等が採用されている。
　廃棄物処理・保管場所については、区域管理・
維持管理・物流を考慮すると、BWR及びPWRと
も運転停止後は原子炉周辺に比べれば機器類の撤
去が容易なタービン建屋等の活用が有効と考えら
れ、東芝も可能な限り既設建屋を活用する考えで
ある。欧州でも同様の事例がある。

2.4　機器解体
　解体準備が整った後の機器解体は、作業場所や
解体対象機器の線量率によって工法や機材を適切
に選定する。
　炉内構造物のように線量率が高く作業員が容易
に近づけない機器の解体は、遮へい、ダスト飛散
防止、２次廃棄物回収の容易さを考慮して、東芝
は基本的に水中切断を優先して検討する。
切断線の設定、解体物の容器収納については、
Fig. 5に示したように、キャラクタリゼーション

の結果と工事のしやすさとのバランスを調整した
結果にしたがって工事を遂行する。
　また、東芝は、既設建屋では容易に水中に浸漬
できないBWRの原子炉圧力容器については、ダ
スト対策を講じた上で、気中での切断解体を計画
することも選択肢と考えている。

2. 5　建屋解体
　機器類を撤去した後の、建屋の壁面・床面等の
汚染検査、必要な場合の除染については、東芝は
自社製を含めて測定器及び除染装置を適用する準
備があり、国内廃止措置プラントで適用実績もあ
る。
　このような除染については、Fig. 8のような従
来よりも高速で２次廃棄物量が少ない方式も継続
して開発されており、工法・方式は目的に応じて
柔軟に検討する考えである。

Fig. 7　Examples of isolated and temporary utilities during decommissioning work
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2. 6　廃棄物処理
　解体準備、機器解体、建屋解体に伴う廃棄物は
適正に処理して保管・搬出し処分することとなる。
　特に線量の高い廃棄物は発生場所から輸送する
と動線周辺の線量率やダスト等への対応が必要と
なることから、可能な限り発生場所に近い場所で
処理するよう計画する考えである。
　このため、廃棄物処理装置は使用場所に必要な
時だけ設置すること、また、占有スペースを少な
くし設置にあたっての制約を少なくするよう検討
する。
　東芝では、廃棄物処理装置及び解体工事に用い

る機器をできるだけモバイル化して、必要な時期
に持ち込み、サイト外で保管・メンテナンスし、
さらにサイト外で機器を用いて作業訓練するサー
ビスをFig. 9に示すとおり海外で実現しており、
これを国内に適用する可能性を検討している。

３．まとめ

　東芝は、国内外で研究施設や軽水炉の廃止措置
工事を実施している。
　国内の軽水炉廃止措置に向けては、解体経験を
有する海外企業と協力して、海外での好事例を反

Fig. 8　Example of surface scabbling method “NitroJet ®”

Fig. 9　Mobile solution of Toshiba Group for D&D in oversea countries
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映したサービスを提供する。これにより、廃止措
置にかかるコストを低減する。
　東芝は、欧米の軽水炉解体経験を持つウエスチ
ングハウス、欧米の種々のサイトの廃止措置経験

を持つAECOM及び国内の軽水炉建設とO&Mで
協力しているIHIとともに、国内の軽水炉廃止措
置に取り組んでいく。個別の技術については、常
にオープンな立場をとっている。
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２０１１年３月１１日の東北地方太平洋沖地震とその後の大津波により発生した東京電力株式会社福島第一原
子力発電所の事故から５年が経過した。福島第一原子力発電所の事故では放射性物質が大量に放出され、
原子炉建屋内部の空間線量率が高く、廃止措置のために作業員が原子炉建屋内への立入りや長時間作業
は、極めて困難な状況である。作業員に替わって廃止措置の作業を行う、遠隔技術の開発が必要となり、
その技術開発を加速するため、日本原子力研究開発機構は楢葉遠隔技術開発センターを設置し、本年４月
から本格運用を開始した。あわせて、遠隔操作機器・装置の開発を支援するロボットシミュレータやロ
ボット性能試験法の開発を行っている。さらに、原子力緊急時遠隔機材の整備・運用も行っている。

　It has passed more than five years than Tokyo Electric Power Company’s Fukushima Daiichi NPPs 
accidents occurred by huge tsunamis caused by the earthquake in Pacific Ocean Coast of North East 
District on March 11, 2011. It is very hard for workers to enter and stay for long time to work for 
decommissioning there, because the radiation dose rate in the reactor buildings is extremely high caused by 
radioactive materials released. And the Naraha Remote Technology Development Center of Japan Atomic 
Energy Agency has been established and taken into full operation in April 2016, which the center would 
accelerate the development of remote technologies conducting decommissioning on the behalf of workers.
　The center is developing robot simulator system and robot performance testing method which could 
support developing remote operating equipment and devices. The center is also preparing and operating 
remore equipment and devices for nuclear emergency response.
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楢葉遠隔技術開発センターと原子力緊急時遠隔機材
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Naraha Remote Technology Development Center and
 Robots for Nuclear Disaster
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１．経緯

２０１１年３月１１日１４時４６分頃、東北地方太平洋沖
地震が発生し、それに続いて大津波が東北地方太
平洋沿岸を襲った。地震と大津波により東京電力
株式会社（現、東京電力ホールディングス）福島
第一原子力発電所（以下、１Fという）は全電源
喪失に陥り、１号機から３号機では炉心溶融事故
が発生し、多量の放射性物質が原子炉建屋の内外

に放出された。その結果、原子力建屋周辺の屋外
では数mSv/h～百mSv/hの空間線量率、原子炉建
屋内では数十mSv/h～数百mSv/hの空間線量率
であり１）、作業員の立入りや長時間の作業は容易
ではなく、事故直後の緊急時対応にも多くのロ
ボットが投入された２）。デブリ取出し準備、格納
容器内部調査、圧力容器内部調査、デブリ取出し
等の、今後の廃止措置作業のためには、原子炉建
屋内の作業に加え、格納容器内での作業が必要と

魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚

＊：国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構　楢葉遠隔技術開発センター　モックアップ試験施設部
（Mockup Test Department, Naraha Remote Technology Development Center, Japan Atomic Energy Agency）
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なり、１Sv/h～百Sv/hの空間線量率が計測され
ている１）。
人間の致死被ばく量は７～８Svとされており、
従事者の許容被ばく線量は５０ mSv/yもしくは１００ 
mSv/５yに制限されている３）。そのため、格納容
器内はもとより原子炉建屋内への作業員の立入り
や長時間の作業は極めて困難で、ロボット等の遠
隔操作機器・装置の開発が必要不可欠であり、開
発を促進する必要があった。
２０１３年２月８日の原子力災害対策本部におい
て、「燃料デブリ取り出し等に向けた研究開発体
制の強化を図るとともに、現場の作業と研究開発
の進捗管理を一体的に進めていく」ために経済産
業大臣を議長とする、東京電力福島第男一原子力
発電所廃炉対策推進会議が設置された４）。
２０１３年３月７日の第１回東京電力福島第一原子
力発電所廃炉対策推進会議において、研究拠点施
設（モックアップ施設）の立地場所に関する技術
的要件と平成２４年度補正予算で日本原子力研究開
発機構（以下、JAEAという）に出資して遠隔操
作機器・装置の開発・実証施設を整備することが
示され、技術要件に基づく候補地の評価と地盤調
査等をJAEAに指示した５）。
２０１３年５月２７日の第４回東京電力福島第一原子
力発電所廃炉対策推進会議において、遠隔操作機
器・装置の開発・実証施設を楢葉南工業団地内に
設置することを決定した（Fig. 1）６）。

JAEAはモックアップ試験施設の設計検討を
２０１３年６月から開始するとともに、２０１４年７月に
楢葉町から用地を取得した。用地面積は３６，０００m２

で、主要施設は研究管理棟と試験棟である。
２０１４年９月２６日には、研究管理棟の起工式を、
高木経済産業副大臣、浜田復興副大臣、山本文部
科学大臣政務官、村田福島県副知事、松本楢葉町長
等のご臨席を頂き、起工式を執り行った（Fig. 2）。

建設会社等の協力を得て、短期間にも拘らず無
事に工事を進めることができ、研究管理棟は２０１５
年９月に、試験棟は２０１５年１１月に竣工し、２０１６年
２月には外構工事も完成した（Fig. 3、Fig. 4）。

また、２０１５年６月１日のイノベーション・コー
スト構想（福島・国際研究産業都市構想）会議に
おいて、復興拠点の一つとして位置付けられた。
２０１５年１０月１９日には安倍内閣総理大臣、内堀福
島県知事、松本楢葉町長、高木復興大臣らをお迎

Fig. 1  Location of Naraha Remote Technology Development 
Center

Fig. 2  Groundbreaking ceremony

Fig. 3  Research management building under construction
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えして、開所式を開催した（Fig. 5）。２０１６年３月
３０日には高木経済産業副大臣のご臨席の下、試験
棟完成式を開催し（Fig. 6）、２０１６年４月１日から
本格運用を開始した。

２０１６年１月末からは、トライアルユースとして
９件の企業や大学関係者の方々に施設を利用して
頂き、今後の施設利用促進を進めて行く上での
ユーザの方々のご意見を頂くとともに、施設を運

営していくうえでの課題出しを行った。さらに、
昨年１０月１９日の開所式から本年６月末までの約９
か月弱の間に、２，７００名強の視察・見学者の方々
に、楢葉遠隔技術開発センターをご覧いただき、
様々なご意見をお聞かせ頂くことができた（Fig. 7）。
頂いた貴重なご意見は今後の施設設備や施設運

用など、施設の利用促進活動の中で反映していく
こととしている。

２．楢葉遠隔技術開発センターの役割

福島第一原子力発電所の１号機～３号機では、
前述のように高い放射線量率のため。作業員が立
入ったり、長い時間作業を続けることができな
い。廃止措置を遂行するためには、原子炉建屋内
の調査・除染・遮蔽、格納容器内の調査、圧力容
器内の調査、溶融燃料等のサンプリング、溶融燃
料等の回収などは、ロボットに代表される遠隔技
術を用いて行わなければならない。
これら遠隔技術の開発や遠隔技術を活用した作

業は、政府が作成した「東京電力㈱福島第一原子
力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期
ロードマップ」７）及び原子力損害賠償・廃炉等支援
機構（以下、NDFという）が策定した「東京電力
ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の廃炉
のための技術戦略プラン２０１６」８）に基づいて、技
術研究組合国際廃炉研究開発機構（以下、IRIDと
いう）、東京電力ホールディングス（以下、東京電
力という）、その他の福島第一原子力発電所の廃
止措置に関わる企業（以下、１F関連企業という）
によって進められる。

Fig. 4  Basement construction of test building

Fig. 5  Opening ceremony

Fig. 6  Completion ceremony

Fig. 7  Ration of visitors
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JAEAでは、IRID、東京電力及び１F関連企業
による、遠隔技術の開発、遠隔技術による作業手
順確認、遠隔作業の操作訓練などに、楢葉遠隔技
術開発センターの施設を利用して頂くことを想定
している。また、楢葉遠隔技術開発センターは、
福島・国際研究産業都市（イノベーション・コー
スト）構想９）において、ロボットについての研究・
実証拠点のひとつとして、屋内ロボットのモック
アップ試験施設と位置付けられたことから、地元
企業や大学・研究機関等による災害対応ロボット
等の開発で利用されることも期待されている
（Fig. 8）。

JAEAは原子力分野での遠隔技術の経験を有し
ている専門家集団として、施設利用者の遠隔技術
開発、遠隔作業手順確認、遠隔作業操作訓練など
の支援も併せて行っていく。JAEAは東海や大洗
にある再処理工場やホットラボでの遠隔操作技術
及び福島第一原子力発電所の事故時のロボット等
による遠隔技術による緊急時対応１０−１７）、万が一の
原子力施設での緊急時に備えて行っている原子力
緊急時遠隔機材の整備運用を通じて得られる経験
知、さらには後述する楢葉遠隔技術開発センター
におけるロボットシミュレータ、バーチャルリア
リティやロボット性能標準試験法等の技術を有し

ている１８−１９）。

３．主要設備

楢葉遠隔技術開発センターにはFig. 9のよう
に、研究管理棟と試験棟がある。

研究管理棟には、事務室、会議室のほか１２０−
１３０名が入る、国際ワークショップなども開催で
きる多目的室があるほか、バーチャルリアリティ
システム（Fig. 10）が設置されている。バーチャ
ルリアリティシステムには、１Fの事故後に遠隔
操作ロボットで取得してきた、三次元レーザーレ
ンジファインダーによるデータを反映させてい
る。このシステムを用いて、事故後の１Fの状況
を模擬した環境下で、作業員訓練や作業手順確認
を予め実施することができ、作業員の安全確保と
確実な作業に役立つものと期待できる。

Fig. 8  Role of Naraha Remote Technology Development 
Center

研究管理棟 

幅 35m×奥行 25m×高さ 20m

試験棟 

幅 60m×奥行 80m×高さ 40m 

Fig. 9  Bird eye view as of June 2016

Fig. 10  Virtual reality system
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試験棟には、原子炉の一部を実規模大で模擬し
た試験体を設置して一連の遠隔操作技術を実証試
験できる実規模試験エリアと、遠隔操作機器・装
置等の要素試験を行う要素試験エリアがある。現
在、実規模試験エリアでは、JAEAもメンバーに
なっているIRIDが、格納容器下部漏えい個所補
修実規模試験のための試験体を製作し、実規模試
験の準備を行っている（Fig. 11）。

要素試験エリアには遠隔操作機器・装置の試験
を評価するための、モックアップ階段（Fig. 12）、
モーションキャプチャー（Fig. 13、Fig. 14）、ロ
ボット試験用水槽（Fig. 15）等が設置されている。
１Fには様々な階段があり、階段幅が想定より
も狭くてロボットが踊り場で旋回できなかった
り、階段ステップの材質が想定していたデッキプ
レートではなくグレーチング（格子状の床材）で
脚の先端のゴムが格子に嵌ってしまい転倒してし
まったことがあった。モックアップ階段は、階段
の幅、角度、ステップ材質等を変えることができ、
予め想定された条件での遠隔操作機器・装置の試
験や操作訓練のほか、想定外の条件の時の対処法
の検討などを行うことができるようになっている。
モーションキャプチャーは、複数台の高速度カ
メラの画像を解析して、ロボット等の動きを定量

的かつリアルタイムに測定する装置である。楢葉
遠隔技術開発センターのモーションキャプチャー
は、１０ m×１０ m×２ mの大空間を、１秒間に２０００
回画像解析できる高速度カメラ１６台で計測できる
ものである。

Fig. 11  Mockup of suppression chamber

Fig. 12  Mockup stairs

Fig. 14  Motion capture system

Fig. 13  Robot testing on mockup stairs
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ロボット試験用水槽は、直径４．５ m×推進５m
あり、淡水だけではなく塩水や濁水も使用でき、
温度は６０ ℃ まで昇温することが可能である。
また、観察窓が１２ヶ所にあり、様々な角度から

水槽内を観察することが可能である。
水中ロボットの試験や操作訓練だけではなく、
水没環境下での走行ロボットなどの試験や操作訓
練も可能である（Fig. 16）。

４．主要な研究開発

楢葉遠隔技術開発センターでは、遠隔操作機
器・装置の開発や操作訓練を支援する目的で、ロ
ボットシミュレータ（Fig. 17）やロボット性能試
験法（Fig. 18）の技術開発も行っている。
ロボット開発は通常、設計、試作、試験という

工程を繰り返すことで行われるが、開発には時間
と費用が掛かる。ロボットシミュレータは設計段
階で、コンピュータ上でロボットの性能を評価す
ることができるシステムで、開発に係る時間と費
用を少なくできる。

ロボット性能試験法は、米国国立標準科学研究
所（NIST: National Institute of Standard and 
Technology）で開発されたStandard Test Method
（STM）を踏まえ、原子力施設での災害や廃止措
置に焦点を当てた試験法を開発しようというもの
である。
米国NISTで開発されたSTMは、２００１年９月１１

日の同時多発テロで崩壊した世界貿易センタービ
ルのような瓦礫だらけのところを想定した試験法
である。
一方、１F事故後、ロボットが入って行った場
所は、瓦礫だらけというよりは、床や階段はほぼ
元通りであったが、瓦礫が飛散していたり、ダス
トが厚く積もっていたりした（Fig. 19）。
そのため、JAEAは原子力施設での災害や廃止

措置に焦点を当てた試験法（Fig. 20）を、米国
NISTのSTM開発チームと協力して、開発するこ
とを目指している。

Fig. 16  Unmanned underwater vehicle in robot testing pool

Fig. 18  Robot performance test method

Fig. 15  Robot testing pool

Fig. 17  STM developed by NIST
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５．原子力緊急時遠隔機材

楢葉遠隔技術開発センターには、JAEAの施設
で万が一緊急事態が発生した際に、作業員に替わ
り、事故現場での調査や軽作業を行うための、原
子力緊急時遠隔機材の整備・運用も行っている。
偵察用ロボットは、JAEAの原子力施設で過酷

事故が発生したときに、作業者が事故現場に立入
れるか否かを調査するため、現場の状況をカメラ
画像で記録するとともに、放射線量率や温湿度測
定を行うものである。必要に応じて、ダストサン
プラやガンマ線可視化測定装置（ガンマカメラ）
を搭載することもできる（Fig. 21、Fig. 22）。

軽作業用ロボット（Fig. 23、24）は、事故現場
につながる扉を開けたり、瓦礫を片付けてロボッ
トのアクセス通路を確保したり、放射線量率の高
い場所に遮蔽体を運ぶ等、作業者の放射線被ばく
やその他の危険から守るための軽作業を行うもの
である。

Fig. 19  Practical robots’  tasks after 1F Accidents

Fig. 20  Robot testing method under development by JAEA

Fig. 21  Reconnaissance robot J-4

Fig. 22  Reconnaissance Robot J-5
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水中ロボットは、使用済み燃料プール内の状況
を調査するためのものである（Fig. 25）。

Fig. 23  Light Task Robot J-6

Fig. 24  Light task robot J-7

Fig. 25  Under water vehicle

小型無人ヘリ（Fig. 26）は、ドローンとも呼ば
れるもので、原子力施設の建屋近傍や建屋内の状
況をカメラ画像で調査するとともに放射線率計で
線量率を測定することができる。必要に応じてダ
ストサンプラ、赤外線カメラ、暗視カメラ等を搭
載することができる。

６．国際協力

１Fは全電源喪失、冷却材喪失、炉心溶融、水
素爆発という過酷事故を経験した原子炉である。
１Fの廃止措置は前例のない作業であり、国内外
の叡智を結集した、研究開発が必要となる。
楢葉遠隔技術開発センターは、福島工業高等専

門学校、長岡科学技術大学等の国内の研究機関だ
けではなく、米国テキサスA＆M大学や仏国原子
力・代替エネルギー庁等と協力をして、研究開発
を行っていく（Fig. 27）。

　

昨年１１月には、ロボット性能標準試験法に関す
る国際ワークショップ（Fig. 28）２０）を、１２月には
原子力緊急時対応遠隔機材に関する国際ワーク

Fig. 26  Small unmanned helicopter

Fig. 27  International collaborative network
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ショップ（Fig. 29）２１）を開催し、楢葉遠隔技術開
発センターにおける研究開発成果の積極的な情報
発信に努めている。

７．おわりに

楢葉遠隔技術開発センターを、有識者の意見を
聴取しながら、施設の設計・建設を行い、２０１６年
４月から本格運用を開始した。
施設利用による福島第一発電所廃止措置や災害
対応ロボット等の開発支援を行うとともに、遠隔
技術等専門家集団による開発支援を行う。バー
チャルリアリティ、ロボットシミュレータ、モッ
クアップ試験体の有機的連携による遠隔技術開発
を目指す。
国内外の叡智を結集するとともに、積極的な情
報発信を行う。
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ドイツのEssenに本社を持つGNS原子力サービス会社（GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH）は、
ドイツ国内の全原子力発電所の運転により発生する全ての使用済燃料（SNF）及び放射性廃棄物の管理を
25年以上にわたり責任を持って行ってきている。GNS社の製品やサービスは、SNF、高レベル廃棄物
（HLW）、低／中レベル廃棄物（LLW/ILW）用のキャスクとコンテナーの設計・製造、放射性廃棄物の処
理及び梱包装置の製造、廃棄物の処理と中間貯蔵施設の操業、最終処分のための準備等、広範囲に及んで
いる。
本稿では、GNS社の概要、同社が開発・製造し世界の顧客に提供している各種のキャスク・コンテナー、
廃棄物処理装置等の製品及び放射性廃棄物の処理、中間貯蔵施設等について紹介する。

For more than 25 years, GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH has been responsible for the 
management of all of the spent nuclear fuel (SNF) and radioactive waste resulting from the operation of the 
German NPPs. Our products and services comprise the design and manufacturing of casks and containers 
for SNF, high level waste (HLW) and low level/intermediate level waste (LLW/ILW), and the construction 
of equipment for conditioning and packaging of wastes as well as the operation of conditioning and interim 
storage facilities and preparations for final disposal. 
This paper describes overview of GNS’  s activities, series of casks and containers, which have been 
developed, produced and supplied for worldwide costumers by GNS, as well as waste conditioning and 
packaging facilities and intermediate dry storage facilities.

魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚

使用済燃料及び放射性廃棄物の包括的管理
－運転から燃料取出し・施設解体まで－

ハンネス ヴィマー＊ 、ユルゲン シチペック＊ 、ミカエル ケブル＊ 

Comprehensive Spent Fuel and Radioactive Waste Management
 – From Operation to Defueling and Dismantling –
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１．はじめに

GNS原子力サービス会社（GNS Gesellschaft 
für Nuklear-Service mbH１）：以下、「GNS社」と
いう）は、ドイツのEssenに本社を持ち、１９７４年
の設立以来、４０年以上にわたる原子力に係る専門
的知識・経験をもとに、原子力発電所の運転によ

り発生する全ての使用済燃料（SNF）と多様な放
射性廃棄物の管理及び処分に関する包括的ソルー
ションを提供している。
現在、GNS社の株式は、全て、ドイツの電力会

会社等によって所有されており、その割合は、概
ね各電力会社が所有している原子力発電所数に応
じている。GNS社は、２５年以上にわたって、ドイ

魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚

＊：GNS原子力サービス会社（GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH）
（本論文は、GNS社の英文原稿を当センターで和訳して掲載するものです）
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ツの全原子力発電所の運転に伴って発生する全て
の放射性廃棄物とSNFの管理について責任を
負ってきている。GNS社の製品とサービスには、
SNFキャスクと低／中レベル放射性廃棄物
（LLW/ILW）及び高レベル放射性廃棄物（HLW）
のコンテナー（収納容器）の設計・製造、放射性
廃棄物の処理・梱包装置の設置、廃棄物の処理及
び中間貯蔵施設の操業、並びに最終処分に向けた
準備等が含まれている。
GNS社は、SNFキャスクの設計・製造者として

だけでなく、発電所内でのキャスクの輸送・貯蔵
に先立つ発送作業についても責任を持っており、
キャスクのサイクル（製造、販売、使用及び管理
等の全ての分野）をカバーしている。GNS社が
行った数百回のSNFのキャスクへの装荷作業か
ら得られた経験は、原子炉ユニット内での取扱い
容易性と取扱い作業時間を最小とするキャスクの
設計に生かされている。
　GNS社の１，３００基以上のSNF及びHLW用CAS- 
TOR®及びCONSTOR®型キャスク、７，５００基以上
のILW用MOSAIK®キャスク及びGNS Yellow 
Box®容器は、今日、４大陸の多くの国々で使用さ
れている。このことにより、GNS社は、世界トッ
プの遮蔽付き輸送・貯蔵キャスクの供給会社に
なっている。
GNS社は、ドイツの全ての原子力発電所からの
放射性廃棄物と残留資材の処分に係る全ての事業
を任されており、GNS社が所有するLLW/ILW
及びHLWの中間貯蔵施設を操業し、また、最終
処分の準備で主要な役割を演じている。この経験
を基に、英国のBradwell及びSizewellでの放射性
廃棄物管理も担当し、また、フランスと英国にお
ける再処理後のHLWのドイツへの返還作業にも
責任を持っている。

２．使用済燃料の管理

２．１　数十年に及ぶ実績
原子力利用をしている大部分の国々に比べ、ド

イツの原子力産業界は、既に１９７０年代に二重目的
（輸送・貯蔵）キャスクで乾式中間貯蔵するための
可能な方法を追求していた。
１９７０年代半ばに、ドイツの電力会社は、小規模な

原子力輸送会社（GNT Gesellschaft für Nuklear-
Transporte mbH）を設立した。その後、当時、革
新的概念であったSNFの輸送と長期乾式中間貯
蔵の二重目的を持つキャスクの開発を行う現在の
GNS社に名称が変更された。
GNS社は、意図された全てのキャスクの防護目

標に適合するために必要な設計仕様に合わせ、
キャスク本体材料として鋳鉄を使用することを決
定した。最初の試作キャスクが開発され、１９７８年
初めに最初の落下試験が実施され、一連の試験に
より過酷事故条件下でのキャスクの安全性と健全
性が証明された。ほぼ同時期に、キャスクの名称
は“CASTOR®”とされ、それ以来、GNS社キャ
スクのユニークな商標になっている。Fig. 1に
CASTOR®Iaの落下試験の状況を示す２）、３）。

その当時でも、CASTOR®キャスクは、現在と
同様の全ての必要な防護目標を満たす基本的安全
特性、例えば放射性物質の安全な閉じ込めのため
の二重蓋システム、安定的な熱除去のための冷却
フィン、キャスク胴壁内に中性子減速のための減
速材を充填したくり抜き深穴等を有していた。
当初の設計をベースに、最初のキャスクが製造

され、１９８３年、スイスのPaul Scherrer研究所で
SNFがキャスクに装荷され、中間貯蔵に附され
た。今では、GNS社は、原子力発電所のSNF及び
再処理からのHLWの輸送と貯蔵のための二重目
的キャスクについて、３０年以上にわたる運用経験
を有している。
現在までに、GNS社のCASTOR®キャスクは世

界で約１，３００基が使用されており、ドイツ国内だ

Fig. 1  Drop test of CASTOR® I a



― ３６ ―

デコミッショニング技報　第５４号（２０１６年９月）

けも１，０００基以上のキャスクが、最長３０年の期間
貯蔵されている。ドイツの原子力の段階的廃止の
最後の年までに製造し、SNF等を収容して貯蔵す
るために追加が必要なキャスク数を考えると、次
の１０年後までに、世界で使用されるGNS社製
キャスクは、２，０００基になると予想される。Fig. 2
にCASTOR® V/１９にPWR燃料集合体（FA）を装
荷している状況を示す。

２．２　キャスク
（１）キャスクの基本設計と防護目標
GNS社の二重目的キャスクの基本的考え方は、

輸送中及び数十年の乾式中間貯蔵の間に満たすべ
き全ての防護目標は、キャスク自身でカバーする
ことであり、以下に示す４つの防護目標がある。
（a）放射性収納物の安全な閉じ込め

収納した放射性物質物の安全な閉じ込めを保
証するため、キャスクは、金属シール付きの鍛
造ステンレス鋼製蓋で作られた二重の障壁を備
えている。中間貯蔵の期間中、二つの障壁から
なる蓋システムの密封性は、二つ目の蓋に取り
付けられた圧力計で継続的にモニターされ 
る４）。

（b）放射線遮蔽
キャスクは、ダクタイル鋳鉄（球状黒鉛鋳鉄）
で作られた厚肉（厚さ約４０ cm）の一体型胴から

成っている。蓋付きキャスク胴は、アルファ
線、ベータ線及びガンマ線を遮蔽する機能を持
つ。中性子減速のために、キャスク胴に軸方向
に切削穴が開けられ、ポリエチレン製の減速材
棒が詰められている。さらに、キャスク底部と
二つ目の蓋の下部にもポリエチレン製の板が取
り付けられている。

（c）放射性物質の崩壊熱の放熱
キャスク胴の外壁上に、キャスク内収容物か

らの熱負荷に応じた冷却フィンが付けられてい
る。第２世代から今日までのキャスクでは、こ
れらの冷却フィンは、キャスク胴に半径方向に
機械加工されている。この半径方向フィンによ
り、キャスク表面積は約３倍に拡大している。

（d）未臨界性の確保
キャスクとその構成部品の設計は、通常及び

事故状態で未臨界性を確保するようにしてい
る。

GNS社のキャスクは、国の規則と現地の条件に
応じて、貯蔵建屋有り又は建屋無しでも貯蔵でき
る。貯蔵建屋からの熱除去は、自然対流による静
的冷却システムで十分であり、ドイツの全中間貯
蔵施設で確立されたもので、完全な静的システム
になっている。貯蔵建屋は、環境の影響から追加
的な防護機能を提供し、公衆への放射線被ばくを
低減する。CASTOR® V/１９の輸送時の構成（緩衝
体付き）をFig. 3に示す２）、３）。

（２）キャスクの進化、国内及び国際プロジェクト
１９７８年の最初の落下試験で使用された第一世代
のCASTOR® Iaにおいても、既に基本的仕様（重
量約７０ t、長さ６m、直径約２m）を有していた。
第一世代のCASTOR®の当初設計には、Ia、Ib

及びIcのキャスクがあった。これらは、原子炉か
ら取出し後、約１年の冷却時間のSNFを収容する
よう設計され、４体のPWR燃料集合体又は１６体
のBWR燃料集合体を収容する容量があった。
Fig. 4に燃料装荷後のCASTOR® Ibを示す。
CASTOR® Icの一つのバージョンは、スイスの

Paul Scherrer研究所のDiorit原子炉のSNFを収
納するために変更された。１９８３年のキャスクへの
装荷が、実際のCASTOR®の最初の装荷であっ

Fig. 2  Loading of a CASTOR® V/19 for PWR-FA
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た。このSNFは、今日までキャスク内に貯蔵され
ており、装荷後３０年以上になる。

１９８４年の初頭、SNFのより大きな収納容量とよ
り長い冷却期間の燃料を収容するため、先進技術
とコンピュータ数値制御による機械加工のような
製造技術を適用した全く新しい世代のキャスクが
設計された。
使用済燃料貯蔵プールでの５年の冷却期間を
ベースに、CASTOR®Vと称する新しいキャスク
系列が導入された。これには、ウェスチングハウ
ス社のPWR燃料を２１体収納するCASTOR®V/２１

Fig. 3   CASTOR禾 V/19 in transport configuration (with impact limiters)

Fig. 4  CASTOR® I b after loading

があった。このタイプのキャスクは、米国Vir-
ginia州Surry原子力発電所で最初のSNFが装荷
された。現在、Fig. 5に示すように、全部で２５基
のキャスクが同サイトの屋外中間貯蔵施設に四半
世紀以上にわたって保管されている２）、３）。
ドイツの原子力発電所のSNFについては、二つ

の似たキャスク（PWR燃料用のCASTOR® V/１９、
BWR燃料用のCASTOR® V/１５）が設計され、ライ
センスを得て提供されている。今日、これらの
４００基以上のキャスクにSNFが装荷され、ドイツ
の中間貯蔵施設に貯蔵されている。GNS社は、
様々な顧客の要求に従って既設キャスクの設計変

Fig. 5  CASTOR® V/21 casks at Surry power station,
          Virginia/USA
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更を行い、また、SNFとHLW用の全く新しい
キャスクの設計を行った。Fig. 6にCASTOR® 
V/１９（PWR）、V/５２（BWR）及びHAW２８M（HLW）
を示す２）、３）。

CASTOR®系列の最新のキャスクは、Fig. 7に
示すCASTOR®１０００/１９である。これは、チェコ
Temelin原子力発電所のPWR燃料１９体を収容す
るように設計された。

キャスクプロジェクトの開始当初から、乾式中
間貯蔵システムの実現は、海外の顧客にとっても
非常に関心が持たれていた。Table 1に示すよう
に、２０１６年６月時点で、SNFとHLWを収容した
GNS社製キャスクが、ドイツ国内１６ヶ所のサイ
トで１，０７１基、ドイツ国外７ヶ国１０ヶ所の中間貯
蔵施設で２８７基が貯蔵されている２）、３）。この基数

は、現在進行中のプロジェクトとともに増加して
いる。なお、現地の要求事項と規則によっては、
必ずしも全てのキャスクが中間貯蔵中に輸送許可
を得る必要はない。

これらの乾式中間貯蔵目的に使用されている
キャスクに加えて、韓国のCASTOR® KN１２や
フィンランドのCASTOR® TVOのように専ら
SNFの輸送に使用されているキャスクもある。

２．３　破損燃料棒の収納システム
GNS社製SNFキャスクは、燃料集合体を原子

力発電所から乾式中間貯蔵施設に輸送することに
適している一方で、ドイツの原子力の段階的廃止
により、通常、原子力発電所の最終閉鎖まで使用
済燃料貯蔵プールに保管されている破損燃料棒に
ついて、処分のための追加的な解決策の必要性が
生じた。ドイツの電力会社の要求に適した破損燃
料棒の処分概念を確立するため、GNS社はこの種
の最初の解決策となる破損燃料棒を収納するため
のシステム（Quiver system）を開発した２）。
この処分概念は、強固な収納容器（Quiver：矢
筒）の設計と既にあるCASTOR® Vキャスクの組
合せを基本にしている。破損燃料の収納容器
（Quiver）は、標準燃料集合体と同じ外形寸法で
CASTOR® V/１９又 はCASTOR® V/５２内 の バ ス
ケットに収容できるように設計されている。収納
容器本体の全長は、上部ヘッドと脚部を含めて
PWR又はBWRの燃料集合体の最大許容全長に合
わせている。Fig. 8に破損燃料棒用の収納容器
Quiver（概略図）を示す２）。

Table 1  GNS casks in storage as of June 2016

数量（基）場　所国　名

107116ヶ所のサイトドイツ

118イグナリナリトアニア

109ドゥコバニ、テメリンチェコ

35
サリー、ハンフォード、
アイダホフォールズ

米国

8ヴュレンリンゲンスイス

7モルベルギー

6コズロドイブルガリア

4コエバーグ南アフリカ

Fig. 6  CASTOR® V/19 (PWR), V/52 (BWR), HAW28M (HLW) 
(from left to right)

Fig. 7  CASTOR® 1000/19 in the interim storage facility 
at Temelin/Czech Republic
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このQuiverは、高い機械的安定性、信頼性があ
り、密封性及び将来の安全解析上の要求に対する
大きな安全余裕を持った強固な設計としている。
この収納容器は、異なる種類の様々な破損燃料棒
に容易に合わせて設計することができる。

２．４　中間貯蔵
１９８０年代初期、ドイツの電力会社は、SNFの貯
蔵及び後にドイツのSNFの再処理後の残留物も
貯蔵する施設として、２つの大きな中央中間貯蔵
施設を建設する決定をした。一つは、Ahaus、他
の一つはGorlebenである。各中間貯蔵建屋は、

４２０基の二重目的キャスクを貯蔵する。１９８９年に、
これら二つの施設はGNS社に引き継がれ、それ
以来、GNS社が操業をしている。
中間貯蔵施設の３０年以上の操業経験を基に、

GNS社は、１００％子会社のWTI社（Wissenschaftlich
-Technische Ingenieurberatung GmbH）と協力し、設
計、安全解析及び放射線防護のための最新手法を
適用して貯蔵施設の設計、ライセンス取得を行
い、中間貯蔵施設の全体のプロジェクト管理と運
転サービスを提供している。
現在、ドイツでは、GNS/WTI社によって設計

された中間貯蔵施設の中に、１，８００ 基以上のHLW
貯蔵キャスクの乾式貯蔵置き場と４０，０００ m２以上
のLLW/IWL収納容器用の貯蔵エリアがある。
AhausとGorlebenのGNS社の中間貯蔵施設を

Fig. 9に、Brokdorf原子力発電所の中間貯蔵施設
をFig. 10に、また、Fig. 11にNeckarwestheim原
子力発電所の中間貯蔵施設を示す３）。

２．５　貯蔵容量と全体のキャスク基数
２０２２年までにドイツ国内の原子力発電所を全て
廃止するとの２０１１年の決定により、ドイツの全原
子力発電所から核燃料を無くしてデコミショニン

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8  Quiver for damaged fuel rods (schematic illustrations)

  
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

Fig. 9  The GNS interim storage facilities at (a) Ahaus and (b) Gorleben

  
 
 
 
 
 
 

(a) (b)

Fig. 10  The interim storage facility at NPP Brokdorf
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グの準備をするまでに必要となるSNF貯蔵キャ
スクの基数が決まる。２０１１年の段階的廃止決定か
ら数えると、次の１５年以内にSNF及び再処理から
のHLWを貯蔵する二重目的キャスクは、全部で
約８００基の需要がある。この国内需要及び海外の
顧客からの追加的需要にも信頼性をもって提供で
きるようにするため、GNS社は、キャスク製造能
力を年間８０基に増加させた。
世界の中間貯蔵施設で既に装荷済みのGNS社
製キャスク数と、更にドイツの原子力の段階的廃
止の最終年までの間に製造、装荷、貯蔵が必要な
追加的キャスク数を計算に入れると、次の１０年間
の終りまでに操業される乾式中間貯蔵施設のため
のGNS社製キャスクは全部で２，０００基になると予
想される。

２．６　最終処分
SNFとHLWの最終埋設処分場の調査の進展に

合わせて、GNS社は、岩塩ドームにCASTOR®の
ような大型の輸送貯蔵キャスクを直接最終処分す
るための概念（DIREGT）を開発した。最近、DI-
REGT概念の技術的可能性と鉱山関係規則に従っ
たライセンス取得のための一般的適格性が実証さ
れた。
しかし、２０１３年の政治的動機による最終埋設処
分場調査の再開（やり直し）により、岩塩層を埋
設処分の母岩層として使用することの決定が変更

されたので、母岩層に関する決定後においての
み、最終処分の定置技術に関するフルスケールの
試験が行われることになる。

２．７　経済的側面と結論
GNS製キャスクは、SNFとHLWの乾式中間貯

蔵のための確立されたシステムのベースになって
いる。一般的に、使用済燃料貯蔵プールでのSNF
の長期貯蔵（湿式貯蔵）と比較し、次のことが言
える。
•主要な防護目標はキャスクによって既にカバー
されているので、追加されるインフラ設備と貯
蔵施設は湿式貯蔵の場合より遥かに安い。

•湿式貯蔵の主要な投資は、建物の建設プロジェ
クトの開始時に発生する。一方、乾式貯蔵キャ
スクは、実際に必要になる時期に合わせて購入
することができる。

•明らかに、湿式貯蔵システムの運転コストは、
乾式貯蔵施設の運転コストより非常に高い。最
終埋設処分場の利用可能性は未だ遠い将来であ
ることから、乾式貯蔵は、中間貯蔵期間がより
長くなればなるほど経済的にもっと魅力あるも
のになる。
中間貯蔵プロジェクトの全コストは、それぞれ

の単独のプロジェクトの特定の要求仕様に依存し
て大きく異なる。ドイツにおける最優先事項は、
結果的に高い熱負荷になる早期燃料取出しが常で
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(c) 

Fig. 11  The tunnel interim storage facility at NPP Neckarwestheim
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あったが、一方で、GNS社は、より低い発熱の
SNFを収容することにキャスクを最適化し、また
世界の顧客の需要に合うように収納容量に焦点を
当てたキャスクを提供する用意がある。GNS社
は、放射性物質の特性と現地の規制に則り、商業
炉と研究炉からのSNFとHLWの多様な種類に適
合できる十分な経済的な解決策を提供する。

３．１　これまでの実績
１９７４年の事業開始からGNS社は、原子力プラ
ントの運転から発生する放射性廃棄物に取組んで
きた。当初は、その輸送事業で、直ぐ後に廃棄物
の処理と梱包業務を事業に加えた。１９８０年代後半
には、ドイツの全廃棄物管理事業は単一企業が行
うという政治的決定がなされた。これ以降、２５年
以上にわたり、GNS社はドイツの原子力発電所の
運転から生じる全ての放射性廃棄物の管理に責任
をもって行ってきた。また、この幅広い経験を基
に、オランダ、ベルギー、スイス、イタリア、特
に英国にキャスクと技術を展開している。
GNS社は、現在、全タイプのLLW/ILWを取扱

い、廃棄物の中間貯蔵とその後の最終処分で受入
れが保証できる適切な廃棄物処理を行っている。
GNS社が主に独自で開発した固定式及び可搬式
の廃棄物処理設備が使用され、また、これらの設
備の販売も行っている。４０年以上にわたる廃棄物
処理で得られたノウハウから、GNS社は顧客の問
題解決を支援しており、原子力事業者に利益がも
たらされている。

３．２　廃棄物処理方法と施設
（１）乾燥した固体廃棄物の減容
防護着、洗濯衣服、金属パーツ、絶縁材、ケー

ブル及びフィルターなどは、原子力施設の運転及
び廃止措置で発生する乾燥放射性固体廃棄物の例
である。廃棄物体積の最小化は、梱包体積と輸送
回数、更には中間貯蔵施設や最終処分場に必要な
高価なスペースを大幅に低減させる。

（a）高圧縮法
廃棄物を著しく減容するため、GNS社は可搬式

油圧高圧縮装置“FAKIR”を開発した。廃棄物の
種類によって減容率は最大１０まで可能である。
GNS社自体もDuisburgとJülichにある自社施設
で高圧縮装置“FAKIR”を運転している。“FA-
KIR”は使用サイトの特定条件に合わせることが
でき、顧客の夫々の要求に合わせて設計、製造し
使用することができる。Fig. 12は高圧縮装置
FAKIRの外観写真である。

（b）焼却法
焼却法は、可燃物を燃焼させることにより高圧

縮法と同程度以上の減容化が達成できる。GNS
社は顧客に廃棄物処分の解決策を示し、最初の計
画策定から焼却灰の貯蔵まで一貫した顧客サービ
スを行っている。また、GNS社は焼却プラントの
種々の運転操業者と緊密に協力している。
最も高い優先度は、燃焼中の放射性物質の厳格

な放出防止要件に適合させることである。焼却後
は、処理前の廃棄物中の放射性物質の大半は焼却
灰に移行する。この焼却灰を最終処分に受入れで
きるように処理する。これらの焼却灰は発酵や腐
ることはなく、長期貯蔵に適している。各減容法
の減容率をFig. 13に比較する。焼却と高圧圧縮
法を組み合せることで減容率は１００程度になって
いる。

３．放射性廃棄物の管理－日本のL1廃棄物及
びその他のタイプの放射性廃棄物に適用可
能なGNS社事業の概要―

Fig. 12  Super-compactor FAKIR
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（２）湿った固体廃棄物の乾燥
原子力施設の運転及び廃止措置期間に発生する

湿った廃棄物は、中間貯蔵や最終処分に適した廃
棄物とするために乾燥させる必要がある。この目
的のため、GNS社は原子力施設内で使用可能な可
搬式乾燥装置“PETRA®”を設計した。この装置
は真空乾燥を原理とするもので、加熱チャンバー
内で廃棄物を収納したステンレス製ドラム缶を加
熱し乾燥工程を加速する。

可搬式乾燥装置の２基の加熱チャンバー内で
２００ℓドラム缶１６本、２８０ℓドラム缶で１２本、また
は、４００ℓドラム缶を８本同時に乾燥できる。本
装置は、プログラム論理制御器（PLC: Program-
mable Logic Controller）により監視不要の自動運
転が可能である。幅広い種々の原子力施設で使用
するためのシステムは、構成状態を変えることで
対応できる。システム構成をモジュール化するこ

とにより、システムの高い柔軟性と収益性が達成
される。可搬式乾燥装置PETRA®をFig. 14に示す。

（３）液体廃棄物とスラッジの処理
蒸発器の濃縮物やスラッジのような放射性液体

廃棄物の減容化と固化には、GNS社の可搬式乾燥
施設“FAVORIT®”を使用することができる。減
容化の程度は、液体廃棄物中の固体の濃度に依存
する。処理後の残存物は移送及び中間貯蔵に適し
たものであり、廃棄物の最終処分の要件に合致し
ている。
GNS社が設計した施設は、乾燥コンテナー内で

液体廃棄物を真空乾燥させるもので、コンテナー
の内部圧力を減じた後、乾燥させる廃棄物から自
由水を抜取る。ジャケットヒーター又はドラム缶
用循環式空気加熱室を使って廃棄物コンテナーを
同時加熱し、乾燥を早め、また、キャスク内部の
着氷を防ぐ。液体廃棄物の比放射能によって
MOSAIK® IIキャスク又は４００ℓ／２００ℓドラム缶
が使用される。空隙の部分は廃棄物で再充填さ
れ、追加的なサイクルで再度乾燥する。この処理
は十分な充填レベル（高さ）になるまで繰返され
る。事実上、どんな要求処理量もいくつかのモ
ジュールを組合せることにより達成できる。英国
Bradwell原子力発電所に設置したFAVORIT®を
Fig. 15に示す。

（４）イオン交換樹脂の充填処理
BWR発電プラントの水処理に用いられる粉末
状樹脂は、定期的に交換し放射性廃棄物として処

Fig. 13  Waste treatment methods for volume reduction 
(Source: VGB)

Fig. 14  Drying facility PETRA®

Fig. 15  Drying facility FAVORIT® on site at Bradwell/UK
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分する必要がある。中間貯蔵及び最終処分の要件
に適合させるために、GNS社は乾燥粉末樹脂及び
その他の乾燥フィルター補填材を処理する可搬式
粉末樹脂移送設備“PUSA”を運転している。
本設備はGNS社が開発・建設し、設備の設計モ
ジュールはサイトに特有の状態に調整可能であ
る。PUSA施設は、発電プラントで個々の作業毎
に使用されている。真空吸上げ法（負圧）を利用
し、乾燥した流動性のある粉末樹脂が２００ℓドラ
ム缶から“GNS Yellow Box®”容器に移送される。
プログラム論理制御器（PLC）により設備の自動
運転が可能である。粉末樹脂移送施設PUSAを
Fig. 16に示す。

廃棄物処理プラント“FAFNIR®”は、水処理に
用いられた粒状樹脂を、プラント内の貯蔵タンク
及び前もって充填させたノジュラー樹脂容器か
ら、中間貯蔵と最終処分に適したMOSAIK® II
キャスクに移送できる。本処理設備は柔軟性のあ
る設備オプションから構成されるので、サイトの
個々の要件に合わせて使用できる。
中間貯蔵又は最終処分の条件では、樹脂を充填
した容器の遊離水分の含有率は１％以下とされて
いる。この基準を満たすため、GNS社は可搬式の
脱水装置“NEWA®”を開発した。この装置は、
使用場所の要件に合致して使用できるように分割
したモジュールで構成されている。

（５）炉内構造物の処理
原子力施設の運転及び廃止措置期間に発生する

炉内の機器や炉心構成物を廃棄処分する必要があ
る。このため、GNS社は貯蔵プール水の遮蔽特性
を利用して炉心構成物を水中で切断し容器に収納
する装置を開発した。例として切断・収納装置
“ZVA”は、水中で構造物を切断し解体物をキャス
クに詰めて減容化する柔軟性のある処理装置であ
る。Fig. 17に水中切断・廃棄物収納装置ZVAを
示す。

中間貯蔵と最終処分に適合させるには、キャス
クの内容物の残存湿分は放射線分解ガスの生成防
止のため基準値を超えないようにする必要があ
り、廃棄物充填後にキャスク内を乾燥させること
が必要である。この目的のため、GNS社は可搬式
乾燥装置“KETRA®”を設計した。本装置は他の
乾燥設備と同様に、真空乾燥原理を用いて運転し
ており、また、モジュール化構造により種々の現
場条件に合わせることができる。

（６）再利用
発生した放射性残量物の多くは再使用又は再利

用できる。汚染のある鋼材はGNS社の“MO-
SAIK®”タイプの遮蔽キャスクを製造する鋳造用
材料に加えられている。この方法は廃棄物量の効
率的な低減に寄与する。

３．３　低／中レベル廃棄物（LLW/ILW）の容器
（１）実績と容器の多様性
GNS社のキャスクとコンテナーにより、数十年

の間、LLW及びILWの処分に対して信頼できる

Fig. 16  Powder resin transfer facility PUSA

Fig. 17  Underwater cutting and packaging facility ZVA
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方策を提供してきている。今日、４つの大陸の多
くの国々でGNS社の７，５００基以上のMOSAIK®

キャスク及びGNS Yellow Boxes®がILW用に使
用され、現在、遮蔽付き輸送・貯蔵容器の世界最
大の供給者となっている。
中間貯蔵や最終処分される放射性廃棄物は適切
な廃棄物容器に収納しなければならない。廃棄物
の種類により、収納容器には種々のタイプの構
造、サイズ、壁厚及び重量を持つ円筒形又は箱型
のものがある。これらの容器には、課せられた特
定の要件、例えば、ドイツの場合はLLW/ILW埋
設処分場Konradの最終処分条件に対応する貯蔵
条件が決められている。GNS社は型式検査にお
いて無制限の適合証明を得た容器を開発し、ま
た、製造している。
最近十年間、ドイツでは、原子力発電所の運転
で生じる廃棄物が大半を占めてきたが、原子力か
らの段階的撤退の結果の一つとして、原子力発電
所の解体からの廃棄物が近い将来これまで以上に
蓄積され、そのための適切なキャスクが必要と
なってくる。
種々の廃棄物フローと個々の処理からの異なる
放射能に合わせて、キャスクは夫々の条件に適し
た多くの種類のキャスクが必要となる。GNS社
の製品構成は、“IP−２型”、“A型キャスク”及び
“B型キャスク”である。特に、円筒形のMO-
SAIK®キャスクと立方体のGNS Yellow Box®キャ
スクは、放射化された機器やフィルター樹脂から
蒸発濃縮廃液、乾燥スラッジまでの非常に多様な
廃棄物に対して適合したものである。ごく最近、
容器製品ラインとして、GNS Yellow Box®と同様
に廃棄物を保持することができ、かつキャスクの
蓋が完全に開放できる特長を有する“GNS 
SBoX®”を揃えた。さらに、かなり低レベルの放
射性廃棄物用には、被覆コンクリート遮蔽体
（UBA）キャスクが使用されている。
最近、GNS社は、そのキャスクと技術を展開す
ることによって、ドイツでの廃棄物取り扱いの幅
広い経験を外国市場、特に英国に広げた。ドイツ
と同様の廃棄物特性に加え、移送、中間貯蔵及び
最終処分の指針が同等であることから、容器の安
全解析書及び技術手法にはわずかな改訂が必要に
なっただけである。

（２）鋼板製コンテナー
鋼板製コンテナーは、箱型形状で、鋼鉄枠と

ISO認証のコーナーフィッティングが付き、鋼鉄
製またはコンクリート製遮蔽体を任意に内部に追
加できる大型のコンテナーである。このコンテ
ナーはドイツのKonrad最終処分場の要件に従っ
た種々の基準サイズで、事故時又は非事故時に耐
える容器として種々の設計で製造されている。全
てのコンテナーは内外の腐食防止のためと除染を
容易化するためにコーティングをしている。これ
らのコンテナーは、２００ℓ又は４００ℓドラム缶など
の容器を内部に収納するのに適し、必要に応じセ
メントなどを充填する。ドイツAhaus中間貯蔵施
設の鋼板製コンテナーの例をFig. 18に示す。

（３）被覆コンクリート遮蔽体キャスク
移送と貯蔵用の被覆コンクリート遮蔽体

（UBA）キャスクは、最大１，５００ kgの乾燥放射性固
体廃棄物用のIP−２型容器である。円筒形のキャ
スク本体の内外面は鋼板で被覆されている。鋼板
間の空間はコンクリートで充填されている。必要
な遮蔽に応じて種々の密度のコンクリーが用いら
れる。除染が容易にできる塗装によって腐食が防
護されている。フォークリフトでの搬送に適した
キャスクである。
吊上げ箇所は上蓋にあり、廃棄物はバルクのま

ま、又は２００ℓから４００ℓのドラム缶でもキャスク
に収納でき、UBAキャスクの中はコンクリート
で充填できる。Konrad埋設処分場での処分に対
しては、このコンテナーは事故時の耐性及び非事

Fig. 18  Steel sheet container at Ahaus interim storage facility



― ４５ ―

Journal of RANDEC 謂 5４（Sep. 201６）

故時の耐性のある廃棄物コンテナークラスⅠの容
器として型式証明を受けている。被覆コンクリー
ト遮蔽体（UBA）キャスクをFig. 19に示す。

（４）MOSAIK®キャスク
GNS社は、原子力施設の運転及び解体で発生す
る全種類のILW用のダクタイル鋳鉄製“MO-
SAIK®”型キャスクを開発し、市場に出している。
MOSAIK®は、例えば、炉内構造物又はイオン交
換樹脂や蒸発濃縮廃液の輸送と貯蔵用キャスクと
して設計されている。
キャスクは必要な付帯設備を備えており、廃棄
物はGNS社が開発した方法と施設を使って廃棄
物MOSAIK®キャスク内部で最終処分に適するよ
うに処理することが可能である。各種の廃棄物を
収容するために、キャスクは容積、壁厚又は上蓋
構造を変更でき、また、鉛の追加挿入及びフィル
ターを付加することもできる。MOSAIK®の主要
な特徴は特にその多様性である。
ADR＊に従った輸送に対しては、MOSAIK®

キャスクは、Type B（U）の承認証明書でもって利
用でき、またはIP−２容器として使用できる。Fig. 
20にMOSAIK®の構造を示す５）、６）。

（５）GNS Yellow Box®

GNS Yellow Box®及び鋳造コンテナーGNS VI-
１５は、ダクタイル鋳鉄製の箱型コンテナーであ
る。GNS Yellow Box®は、比較的高い遮蔽が必要

な原子力施設の水処理プラントからの放射性廃棄
物の収納容器に使われる。最大収納重量は、Kon-
rad埋設処分場用では約１，６００ kg、他の目的には
６，０００ kgまでとなっている。上蓋には、粉末樹脂
移送施設PUSA又は廃棄物処理プラントFAF-
NIR®を用いて充填するための接続部がある。コ
ンテナーには、除染が容易な塗装が施され、また、
ISOコーナー吊具でコンテナーを取扱うことがで
きる。Konradの最終処分用には、GNS Yellow 
Box®は、事故時耐性のある廃棄物コンテナークラ
スⅡ容器、及びIP-2容器としての型式証明を有し
ている。Fig. 21にGNS Yellow Box®を示す７）、８）。

Fig. 19  Cladded concrete shielding (UBA) cask

＊ADR：欧州危険物国際道路輸送協定

Fig. 20  MOSAIK® cask

Fig. 21  GNS Yellow Box®
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（６）GNS SBoX®

GNS SBoX®は、中間貯蔵及び最終処分用コン
テナーであり、原子力施設の全ての放射性廃棄物
に使用できる。溶接された厚肉鋼板製で、本体自
重は１６，５００ kg、積載重量は最大８，５００ kgである。
GNS SBoX®には円形又は長方形の上蓋があ
る。上蓋には、乾燥及び充填施設に繋げる接続部
があり、さらに接続部密閉用の蓋（施栓）がある。
機械的損傷や粉じんの流入を防止するため、
GNS SBoX®の上蓋には保護板が付けられてい
る。GNS SBoX®は、乾燥時間を短縮しかつ乾燥
中及び乾燥後の表面温度を低く保つことができる
加熱システムを組み込んで提供している。これに
より全体の乾燥サイクル時間を著しく短縮化でき
る。GNS SBoX®をFig. 22に示す。

３．４　廃棄物追跡システム及び文書化
放射性廃棄物と残存物は、その発生元と安全要

件に適合した処理及び存在場所の管理を保証する
ために、発生から、取扱い、処理、中間貯蔵への
輸送、最終処分場に渡されるまでのルートに沿っ
て膨大なデータ及び情報を収集し文書化し、ま
た、更新する必要がある。ドイツの原子力発電所
の事業者は、規制当局の要件に合うように、処理
プラント及び外部の中間貯蔵サイトと共同で開発
した“AVK”と称するデータネットワーク内の廃
棄物追跡及び文書化システムAVKを１９９１年から
使用している。
AVKは、現代的でユーザーフレンドリーの文

書化、評価及び報告作成システムであり、柔軟性
のあるオープンプログラムアーキテクチャーを装
備している。このため、本システムは、変更され
る要件及び特定のアプリケーションに合わせて調
整することは容易である。AVKは、管理が必要
な全ての放射性物質及び化学物質の文書化及び追
跡に適しており、適切な文書の管理責任のある全
関係機関又は文書システムの導入を独自に希望す
る人が利用できる。
最終処分場Konradの最終処分に向けの準備に

関して、GNS社はドイツの電力事業者からの全廃
棄物の発送計画と管理のための総合的なソフト
ウェアとデータベースを提供している。

３．５　最終処分への準備　
ドイツSalzgitter近くのKonrad鉱山は、現在、
発熱が無視できる放射性廃棄物（LLW/ILW）の
処分場に改造中である。最終処分に適した廃棄体
を年間１０，０００ m３搬送するための前提条件が策定
された。GNS社は、放射性廃棄物の処理と梱包に
おける品質基準に責任を持ち、また同様に発電所
等のエリアから処分場まで全ての廃棄物を搬送す
る組織に対する責任を有している。GNS社の責
任範囲は、キャスクの開発と品質保証、事業者に
おけるキャスク定置システム、廃棄物処理とキャ
スクへの装荷を含む廃棄物の処理・取扱方法の開
発から、最終埋設処分場に定置されるコンテナー
の文書作成とKonrad埋設処分場への搬送管理ま
でとなっている。　

３．６　今後の見通し
放射性廃棄物処理及びパッケージング（梱包）

ソリューションに係る総合的な事業内容を有する
GNS社は、ドイツの原子力発電所から連邦埋設処
分場までの全てのLLW/ILWの搬送のために必
要なソフトウェアとサービスを提供している。こ
の専門性と能力は２０２０年代の初めに予定されてい
る最終処分場の開設までのみならず、その後３０年
間予定されている処分場の操業の間も持続してい
く必要がある。

Fig. 22  GNS SBoX®
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４．あとがき

GNS社は、原子力発電所や原子力施設からのあ
らゆる種類の放射性廃棄物に関する４０年以上の広
範囲な管理からユニークな経験を集積しただけで
はない。将来の最終処分に向けた準備とサービを
含むGNS社の責任は、２０２２年にドイツの最後の
原子力発電所が運転停止した後も続き、今世紀の
後半にまで及ぶ。
この放射性廃棄物に係る運転から最終処分まで
の全範囲をカバーする総合的で持続性のある専門
性を持つGNS社は、原子力発電所や原子力施設
の運転及び廃止措置から発生する全種類の核廃棄
物の管理に必要な最新技術による解決策を求める
海外の顧客にとって理想的なパートナーとなって
いる。
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様々な放射性廃棄物、特に、流体状、粉粒体状の廃棄物は、廃棄体容器に固型化する必要があり、これ
までに、セメント固化、アスファルト固化、プラスチック固化、ガラス固化などの方法が検討、採用され
てきた。近年、セメント材に代わる新しい無機系の固型化材の検討が進んできている。これらはアルカリ
活性材と称される固型化材であり、ジオポリマーとしても知られている。これら固型化材による固化体
は、放射性廃棄物中に含まれる放射性元素や有害な重金属の固化体内への閉じ込め性、高冷熱耐性、高薬
品耐性などが備わっており、将来有望な固型化材として注目されている。ジオポリマーの放射性廃棄物の
固型化材への適用の多くは研究開発段階であるが、実際の放射性廃棄物の固型化に適用されるケースも増
えてきている。
本報告では、ジオポリマーの原子力分野での研究例や実用例について、特に東京電力福島第一原子力発
電所において発生している放射性廃棄物への適用例について、簡単に解説する。

　Various radioactive wastes, especially liquiform, pulverized or grained one, have to be immobilized in a 
disposal container, and methods such as cement solidification, bituminization, plastic solidification and 
vitrification are so far examined and have been adopted. In recent years novel inorganic solidification 
materials have been developed instead of cement materials. These are named Alkali-activated materials and 
also are known as geopolymer, too. The solidification form prepared by geopolymer solidification has high 
confinement capability of radioactive elements and hazardous heavy metals in the solidification form 
included in the radioactive waste, high heat and frost durability, and chemical durability. And so geopolymer 
is one of promising solidification materials in the future. Mainly studies of geopolymer applying to 
radioactive wastes as a solidification material are under research and development stage, but the cases 
applied to solidification of the real radioactive waste increase a lot. 
　In this report, we briefly explain about some research studies and practical examples of the geopolymer in 
the field of nuclear energy, particularly those of radioactive wastes generated in Fukushima Daiichi Nuclear 
Power Station.
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１．緒言

原子力施設の運転やそれらの廃止措置、さらに
は東京電力福島第一原子力発電所の事故のような
シビアアクシデントから、組成、放射能、形状な
どが異なる様々な放射性廃棄物が発生する。これ
らすべてを安全に処分することが、原子力に携わ
るものの使命の一つである。放射性廃棄物を安全
に処分するためには、放射性廃棄物を安定な形状
に、すなわち安定な廃棄体とする必要がある。日
本において、液体状の放射性廃棄物やイオン交換
樹脂、焼却灰、スラッジなどの紛状または粒状の
放射性廃棄物は、固型化材を用いて容器に固型化
して処分することが定められている１）。
このような廃棄物を容器に固型化するために用
いられる固型化材として、セメント材、アスファ
ルト、プラスチックが規定されている２）。日本で
は、セメント材としてはポルトランドセメントと
高炉セメントが認められている。これまでに国内
においては濃縮廃液や使用済み樹脂などがセメン
トによって固型化され、埋設されている。また、
濃縮廃液をアスファルトによって固型化した実績
がある。海外でも同様に濃縮廃液などがセメント
やアスファルトを用いて固型化されている。
放射性廃棄物を固型化した固化体を廃棄体とし
て地中に埋設処分した場合、長期間の埋設期間に
おいて固化体は地下水と接触し、固化体中の放射
性核種が環境中に漏えいすることが懸念される。
国内では固化体中の放射性核種が全量環境中に漏
えいすることを前提に埋設処分の安全性が評価さ
れているが、海外では固化体からの核種の浸出率
に制限を設けている場合がある。その場合、固化
体には核種の閉じ込め性能が要求され、核種の閉
じ込め性能を有する固型化材が選択される。ま
た、放射性廃棄物中には放射性核種のみならず、
重金属等の有害金属が含まれている場合もあり、
これらの漏えいについても考慮すべきであるとの
提言も出ている３）。
近年、廃棄体の保管中、輸送中、処分場の搬入
後の操業期間中の安全に関するリスク低減の観点
から、固型化材として有機系のアスファルトやプ
ラスチックなどではなく、無機系の固型化材が用
いられるようになってきている。最も汎用されて

いる無機固型化材はセメント材であるが、セメン
ト材で固型化されたものは、一般的に放射性核種
や重金属の閉じ込め性能が低い。そのため、近
年、セメント固化に代わる方法として、新しい無
機系の固型化材の検討が進んできている。これら
はアルカリ活性材と称される固型化材であり、ジ
オポリマーとしても知られている。これら固型化
材の開発では、放射性廃棄物中に含まれる放射性
元素や有害な重金属を固化体内に閉じ込める、す
なわち、環境中への漏えいを抑制する機能、高低
の温度への耐性、薬品への耐性など、これまでの
セメント固化では不十分であった機能、性能を付
加することを目指している。多くは研究開発段階
であるが、海外では実際の放射性廃棄物の固型化
に適用されるケースも増えてきている。そこで本
報告では、ジオポリマーの原子力分野への適用に
向けた研究例や実用例について、特に福島第一原
子力発電所において発生している放射性廃棄物へ
の適用例について、簡単に解説する。

２．アルカリ活性材料

２．１　アルカリ活性材料
アルカリ活性材料（Alkali-activated materials; 
AAM）は１９００年代の初期に普通ポルトランドセメ
ントと同等な性能を持つ新しい材料として提案さ
れた４）−６）。アルカリ活性材料は、アルカリ活性セ
メント材やアルカリ刺激硬化材とも呼ばれ、ま
た、１９７０年代からはジオポリマーとも呼ばれてい
る５）。アルカリ活性材料は最も広義に使用されて
いる用語であり、固体のケイ酸塩粉末とアルカリ
金属源（固体あるいは溶解物）の反応によって得
られるほとんどすべての結合材系が含まれる。ジ
オポリマーも同様な使い方をされていることもあ
るが、Provisはアルカリ活性材料の一部とみな
し、低カルシウムあるいはカルシウムを含まない
アルミノケイ酸塩やこれを含む材料をジオポリ
マーと区分している４）。
アルカリ活性材による固型化反応は、フィラー

と呼ばれる非晶質のケイ酸塩などのアルカリ活性
な粉体材料とアルカリ源との縮重合反応であり、
セメントがセメント材と水との水和反応によって
硬化するのとは異なる。代表的なフィラーの例を
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その代表的な主要成分とともにTable 1にまとめ
る。全ての材料に含まれている成分が二酸化ケイ
素（ケイ酸塩）である。その他にも酸化カルシウ
ム、酸化アルミニウムを主成分としている。産業
界での利用の観点から、フィラーとして産業廃棄
物や天然鉱物などが用いられることが多い。 
Table 1に示したフィラー以外にも、様々な鉱業
系のスラグや稲わらなどの焼却灰、火山灰なども
利用が検討されている。他方、フィラーによって
は固型化に必要な成分が不足する場合もあり、水
ガラスなどのような他の材料を混合する、あるい
は試薬を添加して成分を調整することが可能であ
る。ジオポリマーの一般的な利用法である建築材
としての使用とは異なり、廃棄物の固型化材とし
ての利用では、廃棄物自身がフィラーあるいは添
加材として利用できる可能性がある。固型化に当
たっては、これらの化合物の割合には厳密なもの
はなく、割合によって生成する固化体の特性が変
化する。フィラーを硬化させるために加えるアル
カリ源としては、アルカリ金属の水酸化物や炭酸
塩などが用いられている。

硬化した物質の構造は、セメント固化体の主体
が結晶性の物質であるのに対し、アルカリ活性材
による固化体は非晶質であり、３次元の重合構造
を取るものが主体である（Fig. 1）。基本的には４
面体の二酸化ケイ素の縮重合反応によってポリ
マー化したものであり、架橋金属として、アルミ
ニウム、カルシウム、リンなどが作用し、高分子
化が起きる。構造としてはゼオライトに類似して
いる。ただし、原材料の組成や添加材、及びアル
カリ溶液との混合割合などによって、すべてポリ

マー化することはなく、結晶成分が含まれること
もある。生成した固化体は、一般にセメントよ
り、耐熱性、耐薬品性に優れ、強度も同程度であ
る。

２．２　アルカリ活性材料の利用
アルカリ活性材料の研究開発や利用の対象は主

に建築材料としての使用に関するものである。も
ともと普通ポルトランドセメントの代替材料とし
て開発が開始された経緯があり４）、これまで建造
物や公共インフラ、道路、地下構造物、線路の枕
木の材料として利用されてきた実績を持つ。おも
にヨーロッパ及び中国を中心に開発が進み、最近
はオーストラリアでの利用も進んでいる。当初は
実用のための開発が中心であったが、１９９０年代に
なってから、実用性の向上のための微細構造の研
究などが盛んとなっている。構造材以外の利用と
しては、有害な物質を含む産業廃棄物や放射性廃
棄物のための安定化／固型化の技術開発が実施さ
れている４）。

Fig. 1  Image of geopolymer structure (1) and base units (2)
Table 1  Fillers for geopolymer and their main components

主成分（例）アルカリ活性材料

CaO, SiO2, MgO, Al2O3高炉スラグ

SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaOフライアッシュ

SiO2, MgOシリカフューム

SiO2, Al2O3焼成粘土（メタカオリンなど）

SiO2天然ポラゾン（珪藻土など）

SiO2, CaO, Al2O3, MgO, P2O5リン酸スラグ
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３．原子力分野における利用

放射性廃棄物のセメント材に代わる固型化のた
めの材料として、近年ジオポリマーの利用、研究
が増加している。セメント材などを用いて放射性
廃棄物を固型化して廃棄体とし、地中に埋設処分
する際に、海外においては、廃棄体から地下水中
への放射性物質の漏えいを遅延する目的で、廃棄
体の性能に、放射性物質の閉じ込め性能、すなわ
ち一定の浸出率を条件として課している国があ
る。普通のセメント材による廃棄体にはセシウム

やストロンチウムをはじめとする放射性核種の高
い閉じ込め性能は期待できない。ジオポリマー
は、セメント材による固型化と同様な方法で廃棄
物を固型化でき、同等の強度を得ることができる
とともに、高い放射性物質の閉じ込め性が期待で
きるため、近年各国で利用のための開発が進めら
れ、実用化されている例もある。
　Table 2に代表的なジオポリマーの開発及び実
例をまとめる。これまで、スロバキアで開発され
たSIAL®（英国AMEC社の製品）が最も多くの実
際の放射性廃棄物を固型化した実績を有している。

Table 2  Application of geopolymers for immobilization of radioactive waste

製品名/材料及び対象廃棄物開発レベル組織/会社国

SIAL碓Ｒ 

－放射性スラッジ、使用済みイオン交換樹脂
実用AMEC社スロバキア７）、８）

  碓Ｒ 

－ウラン含有スラッジ
実用WISMUT GmbHドイツ９）

メタカオリン系
－種々の廃棄物

開発CEAフランス１０）－１３）

Duralith碓Ｒ 

－放射性スラッジ
開発DOE米国１４）

メタカオリン系
－焼却灰、スラッジ、ゼオライト

開発日本原子力機構日本１９）

SIAL®はアルミノケイ酸塩系のジオポリマーで
ある７、８）。スロバキアのBohunice原子力発電所及
びチェコ共和国のDukovany原子力発電所で発生
した放射性スラッジ、使用済みイオン交換樹脂、
吸着材などを固型化した実績を持つ。例えば、
Dukovany原子力発電所で発生した使用済みイオ
ン交換樹脂は、60Co、137Cs、54Mn、110 mAgなどで汚
染され、その放射能は１０５−１０６ Bq/Lであった。こ
れまでに３００ t以上の廃棄物を処理している。事
故によって原子炉プール内に滞留したスラッジを
in-situで回収、固型化することにも成功してい
る。SIAL®は放射性核種の高い閉じ込め性を有し
ており、スロバキア及びチェコの規制組織が規定
している浸出率の条件を十分に満たす性能を示し
ている。
ドイツでは、アルミノケイ酸塩系のジオポリ
マーによる、放射性核種や重金属を含む廃液の固
型化が検討され、実際の廃液を用いたパイロッ 

トスケールの試験が行われている９）。ここでは
Géopolymère®と呼ばれるHigh-alkali（K-Ca）-poly
（sialate-siloxo）バインダー（sialate-siloxo:-Si-O-
Al-O-Si-O-）を用いた固型化試験を実施し、室温
で短時間で硬化し、高い強度が得られること、冷
熱湿乾耐性や硫酸耐性、腐食耐性に優れることを
明らかにしている。それらの結果の下、１９９８年に
Schlema-AlberodaのWISMUT鉱山水処理施設に
おいてパイロットスケールの試験を実施し、水処
理施設で発生したウラン、ラジウム、ヒ素などを
含むスラッジ数トンを固型化することに成功して
いる。
フランスのCEAではFrizonらのグループが低
pH固型化材の開発の一環として、アルミノケイ
酸塩系のジオポリマーによる放射性廃棄物の固型
化の研究を進めている１０）−１３）。ジオポリマーの構
成要素であるケイ素やアルミニウムの比率、アル
カリ活性材の濃度、アルカリ金属の種類、陰イオ
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ンをパラメータとし、硬化速度や元素の浸出率、
固化体の結晶性などへの影響を調べる固型化試験
を実施している。またジオポリマーの適用性を評
価するために、高塩濃度のスラッジや焼却灰を対
象とした固型化試験にも着手している。
米国DOEではアメリカのカトリック大学にお

いて開発されたジオポリマー固型化材Duralith®

を用いて、ハンフォード研究所の放射性廃棄物の
固型化が検討されている１４）。Duralith®は天然鉱物
であるカオリナイトを仮焼して生成したメタカオ
リンと高炉スラグを材料とし、砂（骨材）とアル
カリを加えて固型化している。対象模擬廃液は、
水酸化ナトリウム及び硝酸ナトリウムが主要成分
（約１ mol/dm３）であり、他に水酸化アルミニウ
ム、ケイ酸塩、炭酸塩などをわずかに含み、固化
体からの元素の浸出試験のため、数種の重金属及
びテクネチウムとヨウ素を加えている。模擬廃棄
物を１０％前後充填できること、固型化材と添加剤
の組み合わせによっては固型化中の発熱量が大き
いこと、硬化時間が早いこと、検討した重金属及
びテクネチウムとヨウ素の閉じ込め性能が高いこ
と、１００ MPa程度の強度を発揮することが報告さ
れている。
ここまでで紹介した以外にも、放射性廃棄物の
固型化のための新しい方法として、ジオポリマー
の研究が進んでいる１５）−１９）。

福島第一原子力発電所では、その廃止措置に向
け様々な取り組みが進んでいる。福島第一原子力
発電所では、事故の際に発生した瓦礫などの汚染
物、施設に滞留していた汚染水の除染の際に発生
する吸着材などの汚染水処理二次廃棄物、今後の
施設の解体から発生する廃棄物など様々な廃棄物
が発生する。中でも汚染水処理二次廃棄物の中に
は、これまでの日本の原子力発電所の操業で発生
しなかった組成の廃棄物が発生しており、それら
を廃棄体化するための研究開発が進んでいる２０）、２１）。
この廃棄体化研究において、著者らはこれまで
一般に広く利用されてきたセメント固化技術に加
えて、メタカオリンをフィラーとするジオポリ

マー固化の汚染水処理二次廃棄物への技術的適用
性を検討している２２）−２４）。これまでの研究開発に
おいて対象としている廃棄物は、汚染水処理の初
期に稼働していた除染装置から発生したスラッジ
と多核種除去設備から発生している鉄共沈スラ
リーと炭酸塩スラリーである。他にも、ゼオライ
トやチタン酸系吸着材などの固型化も検討してい
る。スラッジ及びスラリーの模擬物質を調製し、
メタカオリン、ケイ酸ナトリウム、水酸化ナトリ
ウムと混合し、ジオポリマー固化体の作製を試み
ている。Fig. 2にスラッジをジオポリマーと普通
ポルトランドセメントで固型化した固化体の写真
を示す。固化体の大きさは１４ mm   ×４０ mm高と
小さいものではあるが、ジオポリマー固化体でも
高い充填率でスラッジを固型化でき、高い強度を
有する固化体を作成できた２２）、２３）。

まだラボ試験レベルの検討段階ではあるもの
の、セメント固化と同じ手法を用いて、セメント
固化と同程度の強度を持ち、かつセシウムやスト
ロンチウムに高い閉じ込め性を有する固化体の作
製に成功している。
また、ジオポリマーの高い耐熱性を利用した新

しい利用法も試みている。福島第一原子力発電所
の事故では、そのサイト内及びサイト外におい
て、拡散した１３７Csによって汚染されたもの、特に
滞留水や湖沼などの液体系のものを、フェロシア
ン化物を含む様々な吸着材を利用して除染してい
る。この除染によって発生するフェロシアン化物

φ

４．福島第一原子力発電所事故廃棄物への
　適用の試み

Fig. 2  Photos of solidified form of sludge by geopolymeriza-
tion and cementation
(a) Material: metakaolin, filling rate: 40%, 
(b) Material: OPC, filling rate: 50%

(a) (b)
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を含む廃吸着物等をセメント材で固型化する場
合、固化体内がアルカリ性になるため、保管中に
固化体が雨水に触れた場合や地中に埋設処分後に
地下水に触れた場合、雨水や地下水にシアン化物
イオンが漏えいすることが懸念される２３）。フェロ
シアン化物は３５０ ℃ 以上で分解することが知られ
ている２５）。しかし、セメントの耐熱性が低いこ
と、及びフェロシアン化物を熱分解した後のセシ
ウムを固化体中に閉じ込めておけないことから、
フェロシアン化物を含むセメント固化体を加熱処
理することは適切ではない。他方、ジオポリマー
は耐熱性に優れることから、フェロシアン化物を
含む廃棄物をジオポリマー固化し、加熱による
フェロシアン化物の分解処理を検討した２６）。福島
第一原子力発電所の汚染水処理に用いられた除染
装置から発生したスラッジの模擬物を用いて、フ
ライアッシュ、ケイ酸ナトリウム、水酸化ナトリ
ウムと混合して固化体を作製後、これを５００ ℃ で
加熱した。フェロシアン化物は加熱によってほぼ
すべて分解し、加熱によるCsのロスは１％程度
であることが確認された。また、その後の水浸出
試験においても、Csの溶出は抑制されており、ジ
オポリマー固化体が高い閉じ込め性能を有してい
ることが確認できた。普通ポルトランドセメント
を用いて同様な試験を実施した場合、フェロシア
ン化物の加熱分解時にもセシウムがロスするとと
もに、水浸出では、ほとんどのセシウムが溶出し
た。
現時点では福島第一原子力発電所において発生
しているさまざまな廃棄物の固型化へのジオポリ
マーの適用性の検討は、基盤研究の段階である。
しかし、セメント固化と同じ方法が採用できるこ
と、これら廃棄物の多くに高濃度に含まれるセシ
ウム及びストロンチウムの閉じ込め性に優れるこ
とから、ジオポリマー固化法は、これら廃棄物の
固型化法として有望である。

５．まとめ

原子力分野において最も重要な課題の一つは、
放射性廃棄物を処分することである。この放射性
廃棄物の処分を安全に実施することは当然のこと
であるが、国民の安心の下で処分事業を進めなけ

ればならない。そのためには、放射性廃棄物を安
定な廃棄体に処理する必要がある。一方で、放射
性廃棄物には様々な種類、性状のものがある。通
常の原子力発電所の運転から発生する放射性廃棄
物、原子力研究によって発生する放射性廃棄物、
さらには福島第一原子力発電所の廃止措置から発
生する新しいタイプの放射性廃棄物まで、多種多
様であり、それぞれの廃棄物の特性に合わせた廃
棄体化法を確立する必要がある。
これまでの濃縮廃液や焼却灰などの粉粒体に対

しては、セメント材やアスファルト、プラスチッ
クなどを固型化材として用いて固型化、廃棄体化
する方法が検討され、実用化されてきた。しか
し、すべての廃棄物をこれらの方法で廃棄体化す
ることは困難である。新しい組成のセメント材を
はじめ、本稿で紹介したジオポリマーなど、新し
い固型化材の開発が始まっている。ジオポリマー
固化法では、様々な原料や添加剤を使用できるた
め、広範な放射性廃棄物の固型化に利用できる可
能性を有する。他方、原料や添加剤の組成は、固
化体への廃棄物への充填率、硬化時間、強度、発
熱などに大きな影響を持つ。そのため、固型化の
対象となる廃棄物ごとに、最適な組成の組み合わ
せを検討する必要がある。また、原料及び添加剤
の組成と廃棄物の組成が固型化特性に及ぼす影響
を系統的に研究する必要もある。
今後、廃棄物を発生する事業者、材料を開発す

るメーカ、研究機関が、これらの新しい材料の実
現に向けて協力して研究開発を進めることを望む。

※本報告には、経済産業省資源エネルギー庁の
平成２５年度の委託事業「発電用原子炉等廃炉・安
全技術基盤整備（事故廃棄物処理・処分概念構築
に係る技術検討調査）」の成果の一部を掲載してい
る。

参考文献
１）核燃料物質又は核燃料物質によって汚染され
た物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則．

２）核燃料物質等の第二種廃棄物埋設に関する措
置等に係る技術的細目を定める告示．

３）原子力委員会，“第二種廃棄物埋設の事業に
関する安全審査の基本的考え方，“　平成２２年８



― ５４ ―

デコミッショニング技報　第５４号（２０１６年９月）

月９日．
４）Alkali Activated Materials State-of-the-Art 
Report, RILEM TC 224-AAM, J. Provis, J. 
van Deventer (Eds.), Springer, 2014.
５）J. Davidovits, “Geopolymer Chemistry and 
Applications. Institut Geopolymere,” Saint-
Quentin, France (2008).
６）J. C. Petermann, A. Saeed, M. I. Hammons, 
“ALKALI-ACTIVATED GEOPOLYMERS: 
A LITERATURE REVIEW,” AFRL-RX-TY-
TR-2010-0097, 2014.

７）D. Majersky, S. Sekeky, D. Zavodska, et al., 
“Application of Inorganic SIAL Matrix and 
Movable Technology in Solidification of the 
TRU Sludges and Sludge/Resin Mixtures,” 
2006 Waste Management Symposium WM’ 06, 
Tucson, Feb. 29- March 2, (2006).

８）P. Fletcher, S. Rima, “Direct Encapsulation 
of Spent Ion-exchange Resins at the Dukovany 
Nuclear Power Plant, Czech Republic – 
12367,”Proc. Waste Maneg. Symp. WM2012, 
Phoenix, Feb. 26 –  March 1, 2012.
９）E, Hermann, C. Kunze, G. Gatweiler, et al., 
“Solidification of various radioactive residues 
by Géopolymère® with special emphasis on 
long-term-stability,” Proc. Géopolymère ’ 99, 
June 30- July 1, Saint-Quentin, (1999).

１０）C. Chlique, D. Lambertin, P. Antonucci, 
“XRD Analysis of the Role of Cesium in 
Sodium-Based Geopolymer,” J. Am. Chem. 
Soc., 98(4), 1308-1313 (2015).

１１）D. Lambertin, C. Boher, A. Dannoux-Papin, 
et al., “Influence of gamma ray irradiation on 
metakaolin based sodium geopolymer,” J. Nucl. 
Materials, 443(1-3), 311-315 (2013).

１２）C. Desbats-Le Chequer, F. Frizon, “Impact 
of sulfate and nitrate incorporation on 
potassium- and sodium-based geopolymers: geo-
polymerization and materials properties,” J. 
Materials Sci., 46(17), 5657-5664 (2011).

１３）S. Berger, F. Frizon, C. Joussot-Dubien, 
“Formulation of caesium based and caesium con-
taining geopolymers,” Advances Appl. Chem., 

108, 412-417 (2009).
１４）S.V. Mattigod, J.H. Westsik, Jr., “Secondary 
Waste Form Down-Selection Data Package—
DuraLith,” PNNL-20718, (2011).

１５）B. D. Williams, J. J. Neeway, M. M. V. Sny-
der, et al., “Mineral assemblage transformation 
of a metakaolin-based waste form after geopoly-
mer encapsulation,” J. Nucl. Materials, 473, 
320-332 (2016).

１６）N. Deng, H. An, H. Cui, et al., “Effects of 
gamma-ray irradiation on leaching of simulated 
Cs-133(+) radionuclides from geopolymer 
wasteforms,” J. Nucl. Materials, 459, 270-275 
(2015).

１７）M. G. Blackford, J. V. Hanna, K. J. Pike, et 
al., “Transmission electron microscopy and nu-
clear magnetic resonance studies of geopoly-
mers for radioactive waste immobilization,” J. 
Am. Chem. Soc., 90(4), 1193-1199 (2007).

１８）T. Hanzlicek, M. Steinerova, P. Straka, “Ra-
dioactive metal isotopes stabilized in a geopoly-
mer matrix: Determination of a leaching extract 
by a radiotracer method,” J. Am. Chem. Soc., 
89(11), 3541-3543 (2006).

１９）佐藤淳也，富岡修，目黒義弘，“塩化鉛を含む
焼却灰のジオポリマー固化に関する研究，”　日
本原子力学会「2012年秋の大会」予稿集，F４６，
（２０１２）．
２０）目黒義弘，“「福島第一原子力発電所　汚染滞
留水処理の現状と今後の課題」（４）汚染水処理
二次廃棄物の現状と処理処分に向けた取り組
み，”日本原子力学会「2015年春の年会」，合同
セッション１（バックエンド部会，水化学部
会），（２０１５）．

２１）Y. Koma, T. Ashida, Y. Meguro, et al., “Re-
search and Development on Waste Management 
for the FUKUSHIMA DAIICHI NPS by 
JAEA,”Proc. Int. Nuclear Fuel Cycle Conf. 
GLOBAL 2013, 736 (2013).

２２）中山卓也，佐藤淳也，鈴木眞司，他，“汚染水
処理二次廃棄物の廃棄体化技術の検討（２）無
機固型化材による模擬スラッジの固化試験，”　
日本原子力学会「2014年春の年会」予稿集，



― ５５ ―

Journal of RANDEC 謂 5４（Sep. 201６）

H２８，（２０１４）．
２３）佐藤淳也，中山卓也，鈴木眞司，他，“汚染水
処理二次廃棄物の廃棄体化技術の検討（３）模擬
スラッジ固化体の性能評価，”　日本原子力学会
「2014年春の年会」予稿集，H２９，（２０１４）．
２４）佐藤淳也，鈴木眞司，中川明憲，他，“汚染水
処理二次廃棄物の廃棄体化技術の検討（４）無機
固型化材による模擬スラリーの固化試験，”　日
本原子力学会「2015年秋の大会」予稿集，E０４，

（２０１５）．
２５）H. Mimura, H. Ohta, K. Akiba, et al., Physico-
chemical Properties of Potassium Nickel 
Hexacyanoferrate(II)-Loaded Chabazites, J. 
Nucl. Sci. Technol., 35, 5 (1998).

２６）佐藤淳也，目黒義弘，“フェロシアン化物に吸
着した放射性セシウムのジオポリマーによる安
定化処理，” 日本原子力学会「2013年秋の大会」
予稿集，N０８，（２０１３）．



― ５６ ―

デコミッショニング技報　第５４号（２０１６年９月）

自動車や自動販売機、エアコン等の室外機にはラジエータが付いており、放射性物質が附着した埃を取
り込むことでラジエータの熱交換部分であるアルミニウムの金属表面にセシウムが附着して放射能汚染を
引き起こしている。放射性物質が飛散した直後であれば、金属表面に附着した土埃を水等で洗い流すこと
で放射性物質を取り除くことができたが、経年変化によりアルミニウムの金属表面における酸化膜の成長
に伴い、セシウムが酸化膜中に取り込まれるなどの現象により、水洗浄では除染ができない状況に陥って
いる。これに対して、高圧洗浄除染とは異なるアプローチとして摩擦洗浄による除染の効果を検証し、そ
の結果一定の除染効果が確認できた。本稿は環境省平成２７年度除染・減容等技術実証事業「クロスフロー
シュレッダによる放射性物質除去の処理技術補助事業」として２０１５年８月～１２月に実施したものである。

Radiators are equipped with cars, vending machines and outdoor units of air conditioners. Aluminum 
metal surfaces in their heat exchange part have been contaminated by radioactive material taking in dust 
after the nuclear accident. The dust adhering to the metal surface could be removed by flushing with water 
immediately after scattering radioactive material. But radioactive material such as cesium cannot be 
removed by water washing, because of growth of the oxide film and transfer of the nuclides in the metal 
surface due to aging.
On the other hand, we have verified the effect of decontamination of radiators by friction cleaning using 

a cross flow shredder (CFS) and solvent washing of crushed metallic chips, as a different approach to high-
pressure washing decontamination, and confirmed a certain decontamination effect.
This paper describes the results of program, “Processing Technology of Radioactive Material Removal 

by Cross Flow Shredder,” in August to December 2015, on support of FY 2015 Demonstration Test Project 
for Decontamination and Volume Reduction of Ministry of the Environment.
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摩擦洗浄によるラジエータの除染
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１．はじめに

放射能汚染ラジエータの除染は平成２５年度、除
染技術実証事業において実験が行われた。これら
はともに湿式による除染であり、除染効果も確認
されているが、この度、鹿島環境エンジニアリン

グ（株）では乾式による除染として摩擦洗浄を行っ
た。この摩擦洗浄には産業廃棄物の処理装置とし
て金属複合物の破砕を目的として開発・製造され
たクロスフローシュレッダ（以下、「CFS」という）
を用いた。また密閉された破砕室で摩擦洗浄を行
うことで、除染しながら金属リサイクルに適した

魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚

＊　：鹿島環境エンジニアリング（株）（KAJIMA ENVIRONMENTAL ENGINEERING CORPORATION）
＊＊：（株）EARTHSHIELD（EARTHSHIELD Corporation）
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形状にラジエータを破砕でき、破砕室で生じた粉
塵等を、集塵装置を設けて回収し、粉塵中に含ま
れた高濃度の放射性物質の飛散を防止しながら捕
集することから、除染手法としては新しい技術と
いえる。今後は実用化に向けた検討を行い、ラジ
エータ以外の汚染対象についても除染効果を探る。

２．ラジエータへの放射性物質の附着について

２．１　ラジエータの種類と材質
ラジエータは自動車や空調機器の室外機、自動

販売機等で使われており、用途によって使用され
る金属は異なる。自動車にはアルミニウム及び鉄
が用いられ、空調機器の室外機や自動販売機等で
は冷却管部に銅を用いている（Fig. 1）。このラジ
エータのアルミニウム、鉄並びに銅ともに放射能
汚染がみられる。ラジエータの主なものは以下の
写真のとおりである。

　　　

２．２　放射性物質附着の経年変化
アルミニウム、鉄、銅への汚染プロセスについ

ては、放射性物質が飛散した後、ラジエータが外
部空気を引き込み、熱交換を行うためのアルミニ
ウム薄板部、冷媒を通す銅管部やラジエータを固
定する鉄板部に附着する。附着した直後であれば
高圧洗浄によりその埃等を洗い流すことで除染の
効果は得られ、汚染初期の頃にその効果は確認さ
れたが、東京電力福島第一原子力発電所の事故か
ら２年以上過ぎた頃から高圧洗浄による除染は効
果が限定的になった。
そのため、金属表面に埃とともに附着したセシ
ウムが、次第に金属表面の性状の変化により固着
していったのではと仮定して汚染部表面を観察し
た結果、鉄板部では錆、銅管部では緑青が生じ、
アルミニウム薄板部では表面が白っぽく変化して

おり、酸化膜が形成されていると思われた。
このアルミニウム薄板部を小片にして、CsIシ
ンチレーション式スペクトロメトリ（以下、「CsI
測定器」という）にて放射能濃度を測定したとこ
ろ、放射能汚染されていることがわかった。
これによりそれぞれの金属において形成された

酸化膜中（酸化アルミニウム、酸化鉄（錆）及び
酸化銅（緑青））にセシウムが取り込まれたと考え
た。これは、過去のラジエータに対する実証試験
（平成２５年度除染技術実証事業　車両のアルミ製
熱交換品の有機酸（主成分）による除染）１）からも
金属表面の経年変化は指摘されている。

３．CFSによるラジエータ除染

３．１　放射性物質除去の乾式による方法
これまで、ラジエータの構造上、アルミニウム

薄膜部への高圧洗浄、溶解除染といった湿式によ
る除染を試みてきたが、金属表面への放射性物質
の附着が固着へと変化していったことから、金属
表面を擦り合せる方法が有効ではないかと考え
た。そのため、ラジエータを破砕することができ
る装置として、佐藤鉄工（株）が製造・販売してい
るCFSにて金属どうしの擦れ合いによる除染が
可能かを考えてみることとした。
CFSは円筒形の鉄製容器（試験では直径１m、

高さ１m）の装置内で鋼鉄製のチェーンが高速回
転することで、その中に投入したラジエータが
チェーンで叩かれ、破砕されて、破砕物がぶつか
り擦れ合うことで更に金属表面に摩擦が生じて金
属表面が削り落されるという機能を有す。この機
能を摩擦洗浄という。装置の条件としてはチェー
ンの回転数と破砕時間、破砕対象物の重量である。
CFS及び付帯設備として集塵工程と組み合わ

せたものをFig. 2に示す。
装置は右から操作盤、CFS本体、セパレータ、

サイクロン、集塵機から構成され、集塵機の排風
口にHEPAフィルタを取り付けた。
CFSの上部が投入口になり、排出口は投入口の

反対側下部にある。CFS排出口は蓋付きの回収
箱に接続され、回収箱からは、セパレータへダク
トを通じて吸気されることで、回収箱で発生する
粉塵をセパレータ側へ引き込み、粉塵等のCFS装

  

(a) Car (b) Vender
Fig. 1  Typical radiators
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置からの放出を防止した。

３．２　CFSによるラジエータ破砕の装置条件
予めラジエータの破砕条件を事前試験により調
べ、その結果、ラジエータ２基を１バッチとして
CFSに投入すること、チェーンの回転数は最大
（約１，４５０ rpm）で６０ 秒間破砕することとした。
この場合のラジエータの破砕物の鉄、銅及びア
ルミニウム片をそれぞれFig. 3に示す。

　　　　

事前試験では鉄片及び銅片に対しては、金属表
面の光沢より一定の表面の擦れ合いが十分に行わ
れたといえるが、アルミニウム片については表面
の擦れ具合を金属表面の光沢の変化として十分に
認識することはできなかった。
このため、CFSによる放射性物質除去に対する
実験では、溶解除染として鹿島環境エンジニアリ
ング（株）と（株）EARTHSHIELDとで共同開発し
たケミカルデコンTMも併用することとした。
CFS摩擦洗浄とケミカルデコンTMによる工程図
をFig. 4に示す。

　

３．３　CFSによる摩擦洗浄
（１）除染効果の評価方法
摩擦洗浄の除染効果の検証として、ラジエータ

の線量率、放射能量を調べた。ラジエータの線量
率には日立アロカメディカル（株）製のTCS-１７２B
を使用した。また、ラジエータの放射能量測定は
キャンベラジャパン（株）へ測定委託し、in-situゲ
ルマニウム測定装置（以下、「現場用Ge測定器」
という）を用いるため、ラジエータ単体でのサイ
ズと重量も測定した。摩擦洗浄後の金属チップの
線量率、放射能量を調べてその変化を確認した。
摩擦洗浄後の放射能量の測定については、CsI測
定器を使用した。
このとき、現場用Ge測定器（Fig. 5）とCsI測
定器の測定誤差を検証するため、１バッチの摩擦

Fig. 2  CFS S-1000

(a) Iron (b) Cupper (c)Aluminum

Fig. 3  Crushed metallic chips

Fig. 4  CFS & ChemicalDeconTM Process

Fig. 5  In-situ object counting system
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洗浄後の破砕物を現場用Ge測定器とCsI測定器と
を用いて測定した。
また、摩擦洗浄によるラジエータ及びその破砕
物の重量変化を確認し、リサイクル率を評価した。
最後に摩擦洗浄及びケミカルデコンTMによる放

射能収支を評価するため、金属チップ、各集塵工
程で回収した集塵、洗浄水、ケミカルデコンTM溶
解液の固液分離後の凝集沈降の汚泥とその排液の
放射能濃度と重量をそれぞれ測定、CFS及びケミ
カルデコンTMによってラジエータに附着していた
放射能がどのように捕集されたかを確認した。

（２）試料の測定
試料は自動販売機と自動車のラジエータを各４

基、合計８基を用意した。これらの重量と放射能
量、線量率をTable 1に示す。
試料の番号はBで始まるものが自動販売機、C
で始まるものが自動車のラジエータである。線量
率は空間線量率（BG値）を除した値である。

自動販売機のラジエータB１、B９をバッチ１、B
２、B４をバッチ２、自動車のラジエータC２、C３を
バッチ３、C１、C４をバッチ４として、CFS投入放
射能を算出した（Table 2）。

（３）CFSによる摩擦洗浄
CFSによる摩擦洗浄はバッチ１、バッチ３、

バッチ４、バッチ２の順序で１日に１回行った。
実施内容はラジエータ２基をCFSに投入（Fig. 6 

（a））、６０秒間破砕した後で排出ゲートを開にし、
受箱に金属チップを回収した（Fig. 6 （b））。なお、
金属片回収には、CFS内に残っている金属チップ
も前部ハッチを開けて排出口から回収箱へ掃き出
した。

回収した金属チップは、SUS製の網籠に入れ、
篩掛けをし、篩掛けした粉塵を別に回収した後、
金属表面の附着物を洗い流すため、水洗浄を行っ
た。金属チップと、篩粉塵及び洗浄水の回収につ
いて、それぞれCsI測定器で放射能濃度を測定し
た（Fig. 7）。
次に、集塵工程のセパレータ（Fig. 8 (a)）、サ

イクロン（Fig. 8 (b)）及び集塵機（Fig. 8 (c)）か
ら粉塵等を回収した。
セパレータからの回収物はアルミニウム片（以

下、「アルミ片」という）が多く含まれていること
から、排風機の出力が高いためCFSの上部ダクト

Table 1   Sample measurement results

放　　射　　能
線量率
(μSv/h)

試料
番号 放射能

(Bq)
重量
(g)

放射能密度
(Bq/kg)

32,5601,83017,7920.39B1

135,8301,170116,0941.72B2

40,8501,43828,4040.51B4

23,8401,16020,5490.37B9

19,9401,78211,1900.26C1

35,2903,22510,9440.28C2

40,9703,17412,9070.32C3

25,50087529,5040.42C4

Table 2   Batch sample to CFS and amount of radioactivity

バッチの投入量試　　　料
バッチ
番号 濃度

（Bq/kg）
放射能
（Bq）

重量
（g）

放射能
（Bq）

重量
（g）

番
号

18,86056,4002,990
32,5601,830B1

1
23,8401,160B9

67,690176,6802,608
135,8301,170B2

2
40,8501,438B4

11,92076,2606,399
35,2903,225C2

3
40,9703,174C3

17,08045,4402,657
19,9401,782C1

4
25,500875C4

(a) (b)

Fig. 6  Decontamination test by CFS
(a) Throwing radiators into CFS
(b) Discharge of metallic chips
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から回収されたものである。運用の際にはCFS
内に仕切り板のようなものが必要と考える。ま
た、サイクロンからの回収は粉塵といってよく、
サイクロン内壁やドラム缶の内袋に広く附着して
おり、刷毛を用いて回収した。
集塵機からの回収でも機内壁に広く粉塵が附着

しており、特に集塵機扉裏側の桟からの回収では
刷毛にて払い落し（Fig. 9）、集塵機受箱から全て
の粉塵を回収した。なお、サイクロンから回収し
た粉塵と集塵機から回収した粉塵とは性状として
近いものであった。

これら回収物の重量と放射能量とをそれぞれ測
定し、放射能濃度を算出した。

（４）ケミカルデコンTMによる除染
バッチ２において、アルミ片での線量率の除染

効果が金属リサイクルのしきい値である０．２μ

(a) Collecting crushed chips (b) Sieved dust

 (c) Washing chips (d) Washed chips

Fig. 7  Treatment of metallic chips

(a) Collector at separator

(b) Dust at cyclone

Fig 8  Dust collecting process

(c) Dust collector

Fig. 9  Backside of dust collector door
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Sv/h（BG値０．０６μSv/hを含む）を上回っていた
ため、ケミカルデコンTMによる除染を行った。
この除染に先立ち、金属チップをアルミ片、銅
片及び鉄片にそれぞれ仕分けた。仕分けた後のア
ルミ片、銅片、鉄片の状況をFig. 10に示す。ケミ
カルデコンTMの効果を確認するため、これらアル
ミ片、銅片、鉄片の線量率を測定、各金属チップ
の重量と放射能も測定した。測定結果をTable 3
に示す。

アルミ片のケミカルデコンTMについて記す。ス
テンレス製の網かごにアルミ片を入れ（Fig. 10）、
１００ℓのアルカリ水溶液に入れて１０分間、バブリ
ングしながら溶解除染を行った（Fig. 11）。

溶解除染後は水洗浄を行い、洗浄水に移行した
放射能量も確認するため、全て回収した。
銅及び鉄片の除染については、CFSでの除染の

結果、線量率が十分に下がったが、ケミカルデコ
ンTMの一連の検証のため、酸水溶液の溶解除染を
それぞれ行い、除染効果を確認した。

３．４　CFS及びケミカルデコンTMによる除染の結果
（１）CFSによる除染結果
バッチ１～４のラジエータについて摩擦洗浄に

よる除染効果を確認するため、除染前後の線量率
変化について確認した。その結果をTable 4に示
す。摩擦洗浄により、BG値０．０６μSv/hを除く線
量率０．２６～１．７２μSv/hの汚染ラジエータが０．０４
～０．１５μSv/hに低下した。

また、除染前後の放射能量の変化について確認
した。その結果をTable 5に示す。

Table 4   Variation of radiation dose rate with friction cleaning

バッチ4バッチ3項　目

C4C1C3C2ラジエータ

0.510.280.320.28除染前（μSv/h）

0.040.04除染後（μSv/h）

Table 3   Measurement of metal chips (Batch 2)

鉄銅アルミ項　目

4821,125854重　量(g)

0.100.080.22線量率(μSv/h)

24089011,100放射能(Bq)

Fig. 10  Al, Fe and Cu chips after sorting

(a) Al-chips in mesh gage (b) Decontaminating Al-chips
     by alkali aqueous

Fig.11  ChemicalDeconTM process

バッチ4バッチ3項　目

C4C1C3C2ラジエータ

40,97035,29040,97035,290
除染前（Bq）

45,40076,260

1,5702,220除染後（Bq）

Table 5   Variation of amount of radioactivity  with friction
              cleaning

バッチ2バッチ1項　目

B4B2B9B1ラジエータ

40,850135,83023,84032,560
除染前（Bq）

176,68056,400

12,7401,810除染後（Bq）

バッチ2バッチ1項　目

B4B2B9B1ラジエータ

0.511.720.370.39除染前（μSv/h）

0.150.04除染後（μSv/h）
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摩擦洗浄により汚染ラジエータと金属チップの
放射能を比較した結果、除染率は９３～９７ ％になっ
た（Fig. 12）。

　

このときの放射能測定については、バッチ１の
CFS後の金属チップを現場用Ge測定器及びCsI
測定器で同じ量を測定して比較した。その結果を
Table 6に示す。CsI測定器による測定結果は、測
定に使用したマリネリ容器全ての数の放射能測定
値を足し合わせた値である。両者の値は良く一致
した。この比較測定により放射能収支を評価する
上で問題ないことを確認した。

（２）ケミカルデコンTMによる除染結果
バッチ２の金属チップについてケミカルデコ 
ンTMによる除染効果を確認するため、除染前後の
線量率の変化について確認した結果をTable 7に
示す。ケミカルデコンTMにより、BG値０．０６μ
Sv/hを含む線量率０．０８～０．２２μSv/hの金属チッ
プが０．０６～０．１１μSv/hに低下した。

また、除染前後の放射能量の変化について確認
した。その結果をTable 8に示す。

ケミカルデコンTMによりアルミ片、銅片及び鉄
片の各チップの放射能を比較した結果、除染率は
６７％になった（Fig. 13）。

　

（３）摩擦洗浄での放射能収支
摩擦洗浄試験の放射能収支をまとめたものを

Table 9に示す。また、放射能回収率の関係を
Fig. 14に示す。

Fig. 12  Decontamination rate and change of radioactivity
after friction cleaning

Table 6   Comparing in-situ object counting system and CsI 
spectrometry

CsI測定器現場用Ge測定器測定装置

1,8101,820放射能(Bq)

バッチ2（Bq）
項　目

鉄銅アルミ

24089011,100ケミカルデコンTM前

  80290  3,700ケミカルデコンTM後

Fig. 13  Decontamination rate and change of radioactivity
after ChemicalDeconTM

Table 7  Variation of radiation dose rate with ChemicalDeconTM

バッチ2（μSv/h）
項　目

鉄銅アルミ

0.100.080.22ケミカルデコンTM前

0.060.070.11ケミカルデコンTM後

Table 8  Variation of amount of radioactivity with
ChemicalDeconTM

Table 9  Radioactivity records at all CFS process and
radioactivity collect rate

合計
（Bq）

バッチ4
（Bq）

バッチ3
（Bq）

バッチ2
（Bq）

バッチ1
（Bq）

項　目

354,78045,44076,260176,68056,400投 入 量

18,3401,5702,22012,7401,810金属チップ

9,7602,1105,3501,880420篩 粉 塵 等

12,7302,8744409,126290セパレータ

82,12513,9303,83559,2505,110サイクロン

20,3107,9907,8202,5501,950集 塵 機

115,16524,79412,09570,9267,350粉 塵 等 計

143,26528,47419,66585,5469,580回 収 量 計

40.3%62.7%25.8%48.4%17.0%回 収 率
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摩擦洗浄の順番ではバッチ１→バッチ３→バッ
チ４→バッチ２であり、そのためかバッチ１と
バッチ３で回収率が低くなった。バッチ４は次回
が最終バッチでもあるため、粉塵等を入念に回収
したこともあり、比較的高い回収率となり、最後
のバッチ２で若干回収量が落ちた。
バッチ毎及び工程全体を通じた放射能収支につ
いてTable 10に示す。篩粉塵等と粉塵等計を合
わせた値を分別回収物とし、工程に残ったと推定
される放射能について求めた。

（４）摩擦洗浄での物質収支
摩擦洗浄試験の物質収支をまとめたものを 

Table 11に示す。バッチ３、バッチ４で投入量よ
り回収量が多い理由は、予備試験における破砕物
がダクト等の集塵工程に残っていて、これを回収
したためと考えられる。

（５）放射能収支と物質収支
　Fig. 15は試験全体を俯瞰した場合の放射能収
支である。全体として確認された放射能は投入量

の４０．３％である。試験を通して工程外に漏えいし
たことは考えられない。未確認の放射能として
フィルタ類、ダクト配管内や各装置内といった工
程内に滞留していると考えられる。
また、［　］　内は物質収支で、増えた理由は予

備試験の残留物回収と推定される。

（６）ケミカルデコンTMでの放射能収支
バッチ２のケミカルデコンTMによる投入放射能
及び溶解除染後の破砕片への残留放射能、溶解除
染とリンス水をサンプリング測定した放射能につ
いての記録をTable 12に示す。
バッチ２では予め篩の洗浄を行った。バッチ２

では投入量１２，２２９ Bqに対し、除染後合計１４，１１８ 
Bqと１５．４％高い結果となった。測定誤差の影響
と、僅かであるが使用した篩でのCs残が考えら
れる。
バッチ２のケミカルデコンTMにおける放射能収

支についてFig. 16に示す。

Fig. 14  Radioactivity collecting rate after friction cleaning

Table 11  Material balance after friction cleaning

バッチ4バッチ3バッチ2バッチ1項　目

2,6576,3992,6082,990投 入 量 (g)

2,2205,1102,5302,550金属チップ(g)

2801,1437.9--篩 粉 塵 等(g)

133200175153セパレータ粉塵集
塵
工
程
（
g
）

7037115.587.9サイクロン粉塵

36724.955.9集 塵 機 粉 塵

239309304296.8粉塵等計(g)

2,7396,5622,8422,847回収量計 (g)

Table 10  Radioactivity balance each the batch

割合
（%）

合計
（Bq）

バッチ4
（Bq）

バッチ3
（Bq）

バッチ2
（Bq）

バッチ1
（Bq）

項　目

100354,78045,44076,260176,68056,400ラジエータ

5.118,3401,5702,22012,7401,810金属チップ

35.2124,92526,90417,44572,8067,770分別回収物

40.340.3%62.7%25.8%48.4%17.0%確認放射能

59.7211,51516,96656,59591,13446,820工程残推定

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 5.1 85 % 

35.2 19 % 

 

 

 

 
 

 

59.7%

 

Fig. 15  Radioactivity balance after friction cleaning
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（７）CFS工程と集塵工程の放射能濃度等の変化
バッチ１～４の試験におけるCFS直後の金属
チップと篩粉塵、集塵工程におけるセパレータ、
サイクロン及び集塵機で回収した粉塵について、
放射能濃度を算出した。その結果をTable 13に
示す。

バッチ１～４において後工程になるほど粉塵が
高濃度になる傾向となった（Fig. 17）。

（８）工程関連の線量率
CFSの処理工程に関連して、放射性粉塵が蓄積

すると想定されたプレフィルタ前、HEPAフィル
タの側面及びCFSの破砕室内の線量率を測定した。
（a）プレフィルタの線量率測定
フィルタから粉塵を回収後、バッチの都度、プ

レフィルタの中央部において線量率を測定した
（Fig. 18）。

その測定結果をTable 14に示す。なお、試験前
のプレフィルタ前の線量率は０．０６μSv/hであっ
たが、表の線量率はBG値を含んだ値である。

Fig. 17  Variation of radioactive concentration at CFS & dust 
processes

計銅鉄アルミ項　目

12,22988624311,100投入量(Bq)金
属 4,078288803,710溶解後(Bq)

66.767.567.166.6除染率(％)

9,1407708,370溶解液(Bq)

液
体

90080820リンス(Bq)

10,0408509,190　計(Bq)

14,1181,21812,900合　計(Bq)

 
 
 
 
 

 
100% 

 
33% 
82% 

 
 

 

TM  

Fig. 16  Radioactivity balance after ChemicalDeconTM (Batch 2)

Table 13  Radioactivity density about CFS process and each 
collecting process

バッチ４バッチ３バッチ２バッチ１項　目

CFS工程（Bq/Kg）

7104305,030710金属チップ

5,4904,5407,960－篩 粉 塵

集塵工程（Bq/Kg）粉 塵

21,47302,22051,9001,880セパレータ

199,100103,400508,40058,160サイクロン

217,070108,970505,11032,740集 塵 機

Fig. 18  Counting dose rate at pre-filter 

Table 12  Variation of amount of radioactivity with
ChemicalDeconTM (Batch 2)

Table 14  Variation of radioactivity doze rate at pre-filter

バッチ2バッチ4バッチ3バッチ1
項　目

4日目3日目2日目1日目

0.1160.110.0960.07
線量率

（μSv/h）
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（b）HEPAフィルタの線量率測定
集塵工程の最終段、作業環境へ排出する前に原
子力施設等でも使用されているHEPAフィルタ
を設置してある。このHEPAフィルタを設置し
ている側面部において、線量率を測定した。な
お、測定位置における試験前の測定値は０．０４μ
Sv/hであり、Table 15の線量率はBG値を含んだ
値である。

（c）CFSの破砕室内の線量率測定
各バッチが終了した後、破砕室の扉を開けて破

砕片の掃き出し作業を実施したが、その前に破砕
室内の線量率と汚染レベルを測定した。線量率は
破砕室内の中央部で測定し、汚染についてはスミ
ア試料を採取して床及び側面の壁の表面汚染を測
定した。
その結果をTable 16及びTable 17に示す。線
量率については徐々に上昇する傾向を示し、汚染
状況は最後に実施したバッチ２の後に上昇した。
（Fig. 19）

（d）線量率の測定結果のまとめ
工程に関係する線量率の変化状況をFig. 20に
示す。プレフィルタの前の線量率の変化傾向か
ら、放射性物質が蓄積する傾向が認められるが、
放射能が各段に高いバッチ２の後の線量率の上昇
傾向はなだらかであった。放射能の捕捉状況は微
妙な運転条件に依存しているように思われる。
HEPAフィルタについては、概ね平坦で試験期

間での放射性物質の蓄積は微小であったと推定さ
れる。
破砕室内については、バッチ毎に破砕片の残物
を掃き出し、清掃したが、線量率の増加傾向は否
めない結果であった。

Table 15  Variation of radioactivity doze rate at HEPA-filter

バッチ2バッチ4バッチ3バッチ1
項　目

4日目3日目2日目1日目

0.050.0420.050.04
線量率

（μSv/h）

Table 16  Variation of radioactivity doze rate at crushing
chamber

バッチ2バッチ4バッチ3バッチ1
項　目

4日目3日目2日目1日目

0.0540.040.030.028
線量率

（μSv/h）

Fig. 20  Variation of dose rate at CFS each process

Fig. 19  Variation concentration of contamination at chamber 
inside

Table 17  Radioactive contamination status at crushing
chamber

バッチ２バッチ４バッチ３バッチ１項　目

４日目３日目２日目１日目単位
測定
部位

5929084134

CPM

奥

床
面 44666106169右

35015688135左

532128100136右
側
面

52388124133左

489106100141平均
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　以上のことから、CFSによる放射能除染におい
て次のことが言える。
（a）破砕室内は試験の後半に上昇傾向を示した。
（b）プレフィルタは線量率が上昇傾向を示し、放
射能の集積が認められた。

（c）HEPAフィルタでは線量率の有意な上昇は認
められなかった。

４．ラジエータのリサイクル率

（１）自動販売機ラジエータのリサイクル率
CFSに投入した総重量に対し、どの程度の金属

重量が除染された金属として回収でき、リサイク
ルできるかを評価する指標として、リサイクル率
があり、以下によって求める。

（再利用できる金属重量／初期重量）×１００％

自動販売機のラジエータについて、試料の重量
を初期重量として、除染後に回収でたアルミ片、
銅片、鉄片の重量を再利用できる金属重量とし
て、除染率を求めた結果をTable 18に示す。
ラジエータの金属リサイクル率はバッチ１、２
でそれぞれ８６．２％、９４．％となり、自動販売機全体
で９０．０％の金属リサイクルとなった。

（２）自動車ラジエータのリサイクル率
自動車ラジエータの金属リサイクル率はバッチ

３、４それぞれ７９．４％、８１．５％であった。自動車
全体で８０．０％の金属リサイクルとなった。金属
チップ全体のリサイクル率及び各金属のリサイク
ル量をTable 19に示す。バッチ４の銅の重量は

真鍮であるがリサイクル率算出のためここに示
す。

（３）セパレータで回収されたアルミ片
今回の試験で自動車のラジエータを摩擦洗浄す

る際、集塵機を風量コントロールして、セパレー
タに移行するアルミ片の量を抑えることが可能で
あり、リサイクル率を向上できる余地があった。
セパレータ粉塵中に含まれたアルミ片（Fig. 21）
をリサイクル率に入れた場合について考える。

　

セパレータで回収されたアルミは粉砕が進んで
いること、セパレータ粉塵に占めるアルミ成分が
多いことからセパレータ粉塵の重量がアルミの重
量と同じものとみなした。
これによると、セパレータ粉塵からのアルミを

含めた金属回収率は自動販売機で５％、自動車で
３～４％、金属回収率が向上することになる。

５．ラジエータの除染事業化

福島県内のスクラップ処理場に保管されている

Table 18  Recycle rate for radiator of vending machine

合　計バッチ2バッチ1項　目

5,5982,6082,990投入量（g）

1,725854871アルミ（g）

2,2811,1251,156　　銅　　（g）

1,031482549　　鉄　　（g）

5,0372,4612,576合　計（g）

90.0%94.4%86.2%リサイクル率

Table 19  Recycle rate for radiator of cars

合　計バッチ4バッチ3項　目

9,0562,6576,399投入量（g）

5,3801,9543,426アルミ（g）

116116-　　銅　　（g）

1,749951,654　　鉄　　（g）

7,2452,1655,080合　計（g）

80.0%81.5%79.4%リサイクル率

Fig. 21  Al-chips collected at separator
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ラジエータ等は、例えば、Fig. 22のように大型ト
レーラコンテナ２基に大型車と思われる車両のラ
ジエータ及び業務用エアコンの室外機等の保管状
況である。

また、ある会社では線量が０．０８μSv/h未満（BG
＝０．０１μSv/h）であれば受入れ、未処理で保管し
ており、別の業者でも８パレット程の平積みされ
た大型ラジエータがあり、最大で３．０μSv/hのも
のもあった。これらは２カ所のスクラップ処理場
のものだけであるが、彼らは放射線汚染物の受入
れ制限をしているので、これ以上の汚染物が自動
車解体業者で保管されているものと推測される。
今後、鹿島環境エンジニアリング（株）では以上
に述べたCFSによる除染技術を用いてこれらの
保管されたラジエータの除染処理を施し、汚染物
を減少させるため、除染についての事業化を検討
したいと考えている。

６．おわりに

試験結果をまとめると、摩擦洗浄とケミカルデ
コンTMとの除染結果から、ラジエータの除染は
CFSによる摩擦洗浄では６０秒間で約９０％の除染
効果が得られたのに対し、ケミカルデコンTMでは
６０秒で約６７％の除染効果しか得られなかった。ま
たケミカルデコンTMではラジエータを破砕し、

鉄・銅とアルミに分離してから金属種別に応じた
溶液を使用しなければならず、排液の処理もある
ことから、溶解除染の準備工程と後工程が発生す
る。そのためラジエータの除染において、摩擦洗
浄はケミカルデコンTMより除染時間、作業性、排
液処理といった観点からすべてにおいて有効であ
ることがわかった。
ただし、CFSによる除染では対象物がCFSに
投入できるサイズに前処理する必要があり、また
厚みのある金属は破砕が困難であることから、摩
擦洗浄の可能な汚染スクラップの種類は限られて
くると推測される。

今後の残置廃棄物の処理として、居住制限区域
と避難指示解除準備区域では、残置廃棄物の処理
について民間にその責任が委ねられている。個人
の廃棄物であれば、自治体が一般廃棄物として処
分の責を負い、企業から出る廃棄物であれば産業
廃棄物として自ら処理若しくは産業廃棄物処理業
の許可のある事業者にその処理を委ねなければな
らない。
自動車リサイクル法、家電リサイクル法などで

一部の廃棄物は処理ルートが確立されているが、
ラジエータであれば上述のように汚染が十分に考
えられる。
福島県の浜通り地域に限らず、中通り地域で

も、土地や道路の除染は行われていても、エアコ
ンの室外機のようなものは、ラジエータの除染と
いった作業を行っていないため、除染が必要と考
えられる。一刻も早く、民間物件の除染に関する
取り組みについて指針が出されることが望まれ
る。

参考文献
１）（株）E & Eテクノサービス，“車両のアルミ製
熱交換品の有機酸（主成分）による除染，”　平
成２５年度除染技術実証事業，No．１０，（２０１３）．

Fig. 22  Scrap yard
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おそらく人類が生み出す最も 

巨大かつ複雑な装置であるプラント。 

それらを構成する膨大な機器や資材は 

世界中の企業から調達する。 

建設現場ではピーク時には 

５万人を超える労働者を統率。 

しかもその国籍は60か国を超えることも。 

 

寡黙では務まらない。 

饒舌に、言葉を尽くし、国や民族、 

文化を超えて世界中の技術と人、 

製品をダイナミックに結びつける。 

 

数年に及ぶプロジェクト遂行中の困難、 

それに伴う緊張。 

それは数もスケールも桁違い。 

それでも時に野武士と呼ばれる 

タフな精神と揺るぎない信念で乗り越えてゆく。 

饒舌なサムライであれ  
そして、完成したプラントに灯がともるとき、饒舌なサムライは初めて寡黙に涙する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 『社会基盤の礎』を担う環境プロフェッショナル

  

 

 

http://www.kankyo-kanri.co.jp/ 

 

本社： 〒193-0832 東京都八王子市散田町 3-7-23 
 TEL (042)673-0500（代） FAX (042)667-6789 

営業ご案内：(03)6206-4321 

放射能分析をはじめ、環境に関する問題何でもご相談下さい！（ISO/IEC 17025 認定機関※） 
※放射性セシウム（廃棄物、土壌、食品）、土壌中重金属等、ダイオキシン類 

◆ 調査・分析 
作業環境測定（電離放射線含む）/ダイオキシン類/PCB/アスベスト調査/土壌調査/大気環境・排水・水質調査/放射能核種分析/ 

放射性ストロンチウム（文科省測定法シリーズ２に準拠）/MOVING LAB による現地分析（アスベスト、PM2.5、放射能）/臭気調査 

◆ コンサルティング 
環境アセスメント/生活環境影響調査/悪臭対策/土壌汚染対策/ 

◆ 試験・研究 
放射能に関する受託試験（公的研究機関からの受託実績あり）/レアメタル分析/ナノマテリアル計測/異物分析・構造解析 

 

調査・分析から研究開発、アフターフォローまでお客様の様々な環境課題にお応えします！ 



木村化工機株式会社
ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業部

☎  東京営業部:03-3837-1831  大阪営業部:06-6488-2533

遮蔽体から遠隔自動化設備まで
原子力関連業界で

◆　60年以上の経験と実績　◆
設計・製作から据付・調整まで一貫して可能な、

当社ならではの調和のとれた設備をご提案

○各種遮蔽機器、設備

○放射性物質取扱・処理設備

○核燃料、放射性廃棄物輸送容器

○グローブボックス及び内装設備

等々多品目

営
業
品
目

ISO 9001 ASME U



原子力関連施設の安全性評価のための解析業務に豊富な実績があります 

株式会社ヴィジブルインフォメーションセンター 
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松440 
電話 029-282-1654 FAX 029-282-8788 e-mail call@vic.co.jp http://www.vic.co.jp/ 

2次元物質移行解析結果例 1次元核種移行解析結果例 

 原子力関連施設の安全性評価では、放射性物質発生量の計算から、人の被ばく線量計算にいたるま
で、様々な解析手法を駆使する必要があります。V.I.C.は、関係省庁や各研究機関と協力し、一連の解析
手法に関連する技術・知見を積み上げてきています。 

● 廃棄物中の放射能量の計算（燃焼計算、放射化計算）－ORIGEN2 
● 放射線輸送計算、遮へい計算－QAD、MCNP、PHITS  
● 埋設処分施設の安全評価（地下水流動解析、核種移行解析、線量評価） 

－3DSEEP、Dtransu、TOUGH2、GSA-GCL、GSRW  
● 臨界計算-MVP、SRAC、TWODANT、SMORES、OPT-TWO、OPT-DANT、AGNES、AGNES-P  

担当部署 事業展開部
TEL 029-219-5187

〒312-0003 茨城県ひたちなか市足崎西原1476-19
ホームページＵＲＬ http://www.e-ets.co.jp

株式会社Ｅ＆Ｅテクノサービス

E＆E Techno Service .,Ltd

可搬型放射線モニター
線量率直線性(137Cs線源)

小型・軽量・高機能！!
（300mm×206mm×219mm 重量5.8kg）

ワンプッシュで測定開始！

高機能

災害発生時の緊急対応 定置モニタリング

携帯中継局

インターネット網

（オンプレミス）

歩行モニタリング

株式会社 ヴィジブル インフォメーション センター 
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松440 
電話 029-282-1654 FAX 029-282-8788 e-mail call@vic.co.jp 

http://www.vic.co.jp/ 

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。 その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。  

■納入実績 

 国 際 放 射 線 防 護 委 員 会 (ICRP)1990 年 勧 告
（Publication 60）対応版としてしゃへい物に係わる限度
等、使用施設等に係る基準となる量として新たに定義され
た実効線量Ｅを算出する計算コードをサポートする総合計
算システムです。 
 充実したユーティリティプログラムや Windows環境での
データハンドリングの快適な操作性がしゃへい設計作業の
効率化に役立つこととなるでしょう。 

国際放射線防護委員会（ICRP）1990年勧告
（Publication 60）対応 

γ線しゃへい計算システム 

点 減 衰 核 法 に よ る γ線 簡 易 
し ゃ へ い 設 計 コ ー ド の 
運 用 環 境 を 提 供 致 し ま す 。 

● 日本原子力研究開発機構 
原子力科学研究所 

● 日本原子力研究所 東海研究所 
● 日本原子力研究所 大洗研究所 
● 核燃料サイクル開発機構 

大洗工学センター 
● 核物質管理センター 
● 京都大学原子炉実験所 
● 東京電力柏崎刈羽原子力発電所 
● 日本アイソトープ協会 
● 日揮 

● 清水建設 
● 大成建設 
● 大林組 
● 日立エンジニアリング 
● ﾆｭｰｸﾘｱ・ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ 
● 放射線医学総合研究所 
● 海上技術安全研究所 
● 高エネルギー加速器研究機構 
● 電力中央研究所 

順不同、敬称略、法人格名略 

価格(税込 )1ライセンス：500,000円 動作環境：Microsoft Windows 7/8/8.1/10 

γShielder 価格・動作環境 

■概要 

Windows 10 対応版を販売しています。 
旧バージョンからのアップグレード特別価格：99,360円（税込） 

原子力関連施設の安全性評価のための解析業務に豊富な実績があります 

 原子力関連施設の安全性評価では、放射性物質発生量の計算から、人の被ばく線量計
算にいたるまで、様々な解析手法を駆使する必要があります。V.I.C.は、関係省庁や各研究機
関と協力し、一連の解析手法に関連する技術・知見を積み上げてきています。 
 

● 廃棄物中の放射能量の計算（燃焼計算、放射化計算）－ORIGEN2 
● 放射線輸送計算、遮へい計算－QAD、MCNP、PHITS  
● 埋設処分施設の安全評価（地下水流動解析、核種移行解析、線量評価） 

－3DSEEP、Dtransu、TOUGH2、GSA-GCL、GSRW  

2次元物質移行解析結果例 

 

1次元核種移行解析結果例 



 

 
 

○この講座は申し込まれた皆様のところへ出向く「出前講座」です。 

○申込は随時お受けいたしますので、講義の内容や日時、場所、費用などご気軽にご相

談ください。今回ご紹介した講座の他にも放射線の基礎知識向上を目指している方や

企業向けの講座もあります。 

講座（研修）名 内容（概要） 

第 2種放射線取扱主任者試験のための受験

対策セミナー 

 

第 2種放射線取扱主任者試験の受験を勧めてい

ている企業向けの受験講座です。 

 

「基礎講座」と「問題演習講座」の組合せで合

格率アップを目指します。 

カリキュラム（案）≪3日コースの例≫ 

基礎講座 （16 時間） 

  問題演習講座（演習・解説）（8時間） 

※どちらか一方でもお受けいたします。 

原子力災害対応者用放射線基礎講座 

 

原子力防災関係者向けの原子力防災に関する関

係者向けの基礎講座です。 

 

 

 

「放射線の基礎」、原子力防災の基礎等の講義」

と「放射線測定器等の取扱い実習」の組合せで

基礎知識と技術の習得を図ります。 

カリキュラム（案）≪1日コース≫ 

 放射線の基礎（2 時間） 

 原子力防災対策の基礎（2 時間） 

 放射線機器、防護装備の着脱等実習（1時間） 

放射線管理者放射線基礎講座 

 

原子力施設等で作業に従事する場合、施設側によ

る従事者等の放射線に関する理解度等の確認試

験を行う場合があります。このような受験を予定

されている企業向けの受験講座です。 

「放射線の基礎」、「放射線測定器等の取扱い

実習」の他に作業を行う施設側が求める試験内

容に即した講義を行います。 

カリキュラム（案） 

 放射線の基礎、放射線機器の取扱実習 

 RI 主任者試験問題や模擬試験問題演習 

※所要時間は、24 時間が目安です。 

除染作業に伴う従事者及び管理・監督者講習 

 

除染作業を行う企業向けの講習です。 

除染電離則に沿った特別教育（講習）を行いま

す。受講終了証を発行いたします。 

カリキュラム（案）≪1日コース≫ 

 放射線基礎、除染に関する知識、関係法令 

放射線機器の取扱実習 

※所要時間は、8時間が目安です。 

問合せ・申込先   株式会社ペスコ 福島事務所   

〒９６０－８０４３ 福島県福島市中町 4-24 大和田ビル 

   TEL：（０２４）５２３－３４７８ FAX：（０２４）５２２－５６３６ 

   URL：http://www.pesco.co.jp/ 

放射線関連講座（研修）のご案内（企業・団体向け） 





可搬型β線／α線識別式連続ダストモニタ（ｉＣＡＭ）

●作業環境下の浮遊性放射性物質濃度をβ線／α線を弁別して
連続監視する可搬型連続ダストモニタです。
●Ｓ半導体検出器を用いβ線／α線を弁別測定し、連続ろ紙に
吸着された粒子状物質中の天然のＲ の影響を自動減算し、
高い精度で人工放射性核種の測定監視が可能です。廃止措置
工事において特に換気機能が十分に確保でない作業環境での
人工放射性核種の連続監視に最適です。
●充実した機能

・取外し可能な連続ろ紙（ろ紙送り速度可変）
・高／低流量警報
・連続的に全体の空気流量を記録及び出力
・停電時データ保持用バッテリ内蔵
・ＲＳ ４８５、ＲＳ ２３２ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ内蔵
・本体重量：約
・本体寸法：約 × ×

千代田テクノルから原子力施設等の廃止措置工事に有用な
測定装置を提案致します･･･

ガンマ・キャッチャー（ ・ ）

●原子力施設内で放射性物質の蓄積場所（いわゆるホットスポッ
ト）を可視化する装置です。廃止措置工事の進捗に応じて放射
性物質の蓄積／分布状況を迅速に把握するのに最適です。
●シンチレータと高感度半導体検出素子を前後に配置、コンプト
ン効果を利用して放射性物質の分布状態をイメージ化します。
●魚眼レンズの採用により一度の測定で広いエリアの蓄積／分布
状況を短時間で確認可能です。
●小型・軽量で簡単に持ち運びができ、どこでも、だれでも、す
ぐに測定可能です。
・ソフトウエア起動後、直ちに測定可能。
・防じん、防水構造（ＩＰ ）
・魚眼レンズ（視野角 °）
・測定原理より基本的に遮蔽が不要
・本体重量：約
・本体寸法：約 × ×

●測定データは自動保存され、後で測定データの解析が可能です。

原子力事業本部
〒 － 東京都文京区湯島 千代田御茶の水ビル

http://www.c-technol.co.jp ／e-mail: ctc-master@c-technol.co.jp 




