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平成 23 年 3 月に発生した東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故に対しては、事故発生直

後から事態の収束に向けて日本原子力研究開発機構は技術開発を進めてきた。この中で、原子炉

の冷却に使用された汚染水の処理に伴って発生する二次廃棄物及びガレキ、伐採木の処理・処分

の技術開発は喫緊の課題であり、これまでに精力的に取り組んできた。 
事故により発生した放射性核種によって汚染された物質は、破損した燃料に由来した放射性核

種を含むこと、海水成分を含むこと、高線量であり処理・処分の実績が少ない物質を含むこと、

物量も大きいこと等、従来の原子力発電所で発生する放射性廃棄物とは異なる特徴を有している。

福島第一原子力発電所の 1 から 4 号機の廃止措置に向けて、これらの放射性核種で汚染された物

質の処理・処分に関する安全性の見通しを得る上では、従来の放射性廃棄物とは異なる点を把握

した上で、技術開発を実施する必要がある。 
福島第一原子力発電所の 1 から 4 号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップが、平成 23

年 12 月に原子力災害対策本部政府・東京電力中長期対策会議運営会議により策定された。原子炉

の廃止措置等のために、原子炉の冷却・滞留水処理、海洋汚染拡大防止、燃料デブリや使用済燃

料の取り出し、放射性廃棄物の管理等の措置が必要であり、東京電力による対応とともに技術開

発が求められている。技術開発は、研究開発推進本部のマネジメントのもと、ワーキングチーム

が構成され、放射性廃棄物の処理・処分に関しても体系的な検討が開始された。日本原子力研究

開発機構は、ワーキングチーム内でプロジェクト実施者として主体的な役割を果たしてきた。 
本報告書は、中長期ロードマップに沿って実施した放射性廃棄物の処理・処分に関する平成 24

年度の成果についてまとめたものである。さらに、事故直後から対応を図ってきた平成 23 年度の

成果も含めている。 
 
 

本報告書には、経済産業省資源エネルギー庁からの委託による「平成 24 年度地層処分技術調査等

事業（高レベル放射性廃棄物処分関連：先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発）」として

実施した成果の一部を含む。 
核燃料サイクル工学研究所：〒319-1194 茨城県那珂郡東海村村松 4-33 
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In regard to the accident of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, TEPCO, Japan Atomic 

Energy Agency (JAEA) initiated research and development (R&D) in order to cope with the accident just 
after its occurrence.  Among the R&D, waste management technologies for secondary wastes from 
contaminated water treatment concerning reactor cooling, contaminated rubbles and trees was the imminent 
problems, and JAEA eagerly conducted them. 

Materials contaminated with radionuclides were generated due to the accident.  They contain 
radionuclides originated from the damaged nuclear fuels as well as seawater salt, they are highly 
contaminated and a sort of wastes that had not been disposed of, and the amount as waste would be 
enormous.  The properties mentioned are different from those of current reactor wastes.  Toward 
decommission and demolition (D&D) of the reactor units 1 through 4 of the Fukushima Daiichi NPS, safety 
on waste management for the contaminated material should be ensured and technology development 
considering the characteristics different from the current radioactive waste is needed. 

The R&D roadmap was released by the Government and TEPCO’s Mid-to-Long Term 
Countermeasure Meeting in December 2011.  For D&D of the reactors, some activities of cooling reactors, 
contaminated water treatment, preventing sea pollution, retrieving fuel debris and spent fuel, and 
radioactive waste management et al. are required, and their R&D must be conducted besides the 
countermeasures made by TEPCO.  The working team was organized under management by the R&D 
Headquarters and R&D for waste management was initiated in a systematic manner.  JAEA has been 
playing an important role as a member of project operator for the working team. 

This report summarizes the results on waste management obtained in JFY 2012 based on the 
mid-to-long term roadmap.  Moreover it includes some results obtained in JFY 2011 just after the accident. 
 
Keywords:  TEPCO, Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Radioactive Waste Management 
 

This work includes the experimental results under the auspices of the Agency for Natural Resources and 
Energy.
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1. はじめに 

東京電力（株）福島第一原子力発電所事故については、原子炉が冷温停止状態に達した後に、

1 から 4 号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップが原子力災害対策本部政府・東京電力中

長期対策会議運営会議により策定された 1)。原子炉の廃止措置等のために、原子炉の冷却・滞留

水処理、海洋汚染拡大防止、燃料デブリや使用済燃料の取り出し、放射性廃棄物の管理等の措置

が必要であり、東京電力による対応とともに研究開発が求められている。研究開発は、研究開発

推進本部のマネジメントのもと、ワーキングチームが構成され、放射性廃棄物の処理・処分に関

しても検討が開始された。研究開発の実施に当たっては、マイルストーンとなる判断ポイント 
(HP) が設定され、これに向けて計画が具体化され、推進されている。廃棄物に関するHP を表 1-1
に示す。 
原子力機構は、上述の体制のもとで研究開発を実施している。研究開発は「汚染水処理に伴う

二次廃棄物の処理・処分技術の開発」と「放射性廃棄物の処理・処分技術の開発」に分けられて

おり、平成 24 年度に計画された目標と実施内容を表 1-2 と表 1-3 にそれぞれ示す 2)。 
 
表 1-1  研究開発の実施における判断ポイント (HP) 1) 

時期 HP番号 判断ポイント 
第 2 期 
（中） 

HP-8 廃棄物の性状に応じた既存処分概念への適応性の確認 
○廃棄物の性状に関する研究等の成果を受け、既に検討済みの処分概念への適

応性の確認を行う。 
○塩分を多く含む廃棄物等、一部の廃棄物については既存の処分概念の適用が

困難となる可能性もあるため、必要に応じ、新たな処理・処分方策（人工バ

リア構成等）の検討を行い、研究開発計画を策定し、研究に着手する。 
第 2 期 
（後） 

HP-9 廃棄物の処理・処分における安全性の見通し確認 
○事故後に発生した廃棄物等の処理・処分に関して、技術的な成立性を踏まえ

た安全性の見通しを確認する。また、処理・処分に関する安全規制の枠組み

を作るために必要な情報を整理する。 
○なお、燃料デブリの取り出し及び解体工事の進展に応じて、廃棄物性状に関

して新たな情報が得られると予想される。また、工事に際して行われる除染

により新たな廃棄物が生じる可能性があるため、必要に応じて 研究開発を

継続し、処理・処分の安全性の向上を図る。 
第 3 期 HP-10 廃棄体仕様・製造方法の確定 

○放射性廃棄物の処理・処分に関する研究開発の結果を踏まえ、必要に応じて

規制制度を整備し、処理・処分において必要な条件(廃棄体の仕様、処分場

に必要なサイト要件、処分場の設計要件)を明らかにする。 
○上記条件に基づき、廃棄体の仕様や製造方法を確定する。 

第 3 期 HP-11 廃棄体製造設備の設置及び処分の見通し 
○廃棄体を製造する製造設備の設置を完了し、処分の見通しを得た上で、廃棄

体の製造を開始し、搬出する。 
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本報告は、放射性廃棄物処理・処分ワーキングチームの一員として原子力機構が実施して得た

成果の概要をまとめたものである。なお、平成 23 年度に実施した成果も含む。表 1-2 及び表 1-3
に対応する成果を 2 章から 6 章に概ね表に示されている順で記述する。 
第 5 章及び第 6 章 1 節の内容は、経済産業省資源エネルギー庁からの委託による「平成 24 年

度地層処分技術調査等事業（高レベル放射性廃棄物処分関連：先進的地層処分概念・性能評価技

術高度化開発）」の成果の一部である。 
 
表 1-2 「汚染水処理に伴う二次廃棄物の処理・処分技術開発」の平成 24 年度目標と実施内容 2) 
(1/2) 

主要目標 実施内容 
1. 廃吸着材・スラッジ等の性状調査 
各工程からの処理水の分析を実施し、二

次廃棄物中の放射性核種組成等を評価す

るためのデータを取得する。また、従来法

では測定が困難な核種の分析技術の開発

を開始する。 
廃ゼオライトの性状把握の試験を継続

するとともに実際のスラッジの性状を明

らかにする。 
新たな汚染水処理システム（第二セシウ

ム吸着装置、多核種除去装置）から発生す

る二次廃棄物の基本的な性状を明らかに

する。 

 
すでに取り組んでいる汚染水及び処理システム

の各工程での処理水中の難分析核種等の分析を終

了するとともに、新たに 3 試料程度の汚染水分析及

び実スラッジ試料の分析を実施する。加えて、従来

法では測定が困難な核種の分析技術の開発に着手

する。 
模擬試験によるセシウム吸着塔内の放射能分布

の測定及びシミュレーション解析結果との比較を

行う。また、熱伝導率、熱的安定性等の保管、処理

処分に係わる性状データを取得する。 
第二セシウム吸着装置、多核種除去装置から発生

する二次廃棄物の性状把握のためのデータを収集

する。 
2. 長期保管方策の検討 
廃ゼオライト・スラッジの長期保管方策

のため容器の腐食に関する電気化学的デ

ータを取得する。 
廃ゼオライトに関し、水素発生に係わる

安全性を定量的に示すデータを取得する。 
廃スラッジに関し、現行の保管方法の基

本的な妥当性を示す。 
濃縮廃液及び新たな汚染水処理システ

ムからの二次廃棄物に関し、調査した性状

を元に長期保管方策を検討する。 

 
スラッジ及び濃縮廃液の保管容器材料を対象に、

塩化物イオン濃度、放射線、スラッジ等との接触を

考慮した浸漬試験及び電気化学試験等により腐食

に関するデータを整備し、容器の耐食寿命等を評価

する。廃ゼオライトについては、塩分洗浄試験、ゼ

オライトの有無による吸着塔容器材料の腐食挙動

の違いを検討する。 
水素生成の収量（G 値）等の放射線化学データを

取得し、安全性を定量的に評価する。廃ゼオライト

吸着塔内の水素拡散解析及び実体系模擬試験によ

る確認を行い、吸着塔・保管設備の設計・運用に係

わるバックアップデータを取得する。 
スラッジの熱に係わる安全性について、熱流動計

算により保管中の安全性を示す。 
第二セシウム吸着装置、多核種除去装置から発生

する二次廃棄物の性状データに基づき、長期保管方

策の検討に着手する。                               
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表 1-2 「汚染水処理に伴う二次廃棄物の処理・処分技術開発」の平成24年度目標と実施内容 2) (2/2) 
主要目標 実施内容 

3. 廃棄体化技術の検討 
廃ゼオライト・スラッジ等の廃棄体技術

調査を継続し、調査結果を取りまとめる。 
セメント固化等の廃棄体化基礎試験を

開始し、廃棄体化技術の比較検討に必要な

データを取得する。 
新たな汚染水処理システムから発生す

る二次廃棄物の廃棄体化のための調査・検

討に着手する。 

 
廃ゼオライト・スラッジ等の廃棄体技術調査を引

き続き実施し、調査結果を取りまとめる。  
二次廃棄物のセメント固化やガラス固化等の廃

棄体化基礎試験を開始し、廃棄物組成が固化に及ぼ

す影響、廃棄体の特性等を調べる。 
新たな汚染水処理システムから発生する二次廃

棄物の廃棄体化のための調査・検討に着手する。 

 
 
表 1-3  「放射性廃棄物の処理・処分技術の開発」の平成 24 年度目標と実施内容 2) 

主要目標 実施内容 
1. ガレキ等の性状調査等 
放射性廃棄物処理・処分の検討にあた

り、ガレキ、伐採木等の汚染状況を把握す

るための分析を実施する。 

 
①ガレキの核種分析（10 サンプル程度） 

3、4 号機のガレキ撤去工事時に試料を採取し、場

所毎の核種組成の特徴について検討する。 
②伐採木の核種分析（5 サンプル程度） 
敷地内線量分布を念頭に試料を採取し、核種組成

の違いを考慮する必要性について検討する。 
2. 難測定核種分析技術の開発 
分析技術の確立が必要な難測定核種に

関する技術調査・検討を実施する。 

 
国内外文献の調査を実施し、難測定核種の分析フ

ロー等の検討を実施する。 
3. 処理・処分に関する研究開発基盤整備に

ついての検討 
処理・処分に関する検討が長期に及ぶこ

とを念頭に、計画的に技術開発を遂行して

いく上で必要な研究開発基盤を整備する。 

 
①処理・処分に関する研究開発要素の検討 
研究開発計画を策定に資するよう、処理・処分の

安全性の見通しを得るために必要な研究開発 要素

と解決方策について現状想定しうる範囲でできる

だけ具体的に抽出する。 
②廃棄物データベースの構築に関する検討 
得られた研究開発成果や周辺情報を体系的かつ

継続的に整理するために必要なデータベースを構

築するための検討を行う。 
4. 処理・処分に関する研究開発計画の策定  

処理・処分に関する研究開発計画を策定する（策

定に際しては学協会などとの連携を検討）。 
 
参考文献 
1) 原子力災害対策本部 政府・東京電力中長期対策会議, 東京電力（株）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, 研究開発推進本部第1回会合, 平成
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23 年 12 月 21 日, 2011. 
2) 政府・東京電力中長期対策会議 研究開発推進本部・事務局, 平成 24 年度研究開発計画につ

いて（案）, 研究開発推進本部第 6 回会合, 平成 24 年 5 月 28 日, 2012. 
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2. 汚染水処理に伴う二次廃棄物の性状調査 

津波によって、タービン建家等に海水が浸入し、建家内に滞留した水は原子炉の損傷に伴い放

射性核種によって汚染された。この汚染水から、放射性核種を除去する処理がなされている。こ

の汚染水処理設備は、油分分離装置、セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置、除染装置、淡

水化装置（逆浸透膜装置、蒸発濃縮缶装置）から構成される 1)。処理により得られた淡水は原子

炉への注水に再利用される一方で、放射性核種を含むゼオライトやスラッジ等が発生しこれらは

廃棄物となる。汚染水処理に伴う二次廃棄物の性状を把握するために、汚染水、処理水、セシウ

ム吸着装置の廃ゼオライト、除染装置のスラッジ等の調査を実施した。 

2.1 汚染水・処理水 
汚染水処理では、大量に発生する廃スラッジや廃吸着剤の処理・処分方策の検討が課題となっ

ているが、スラッジ等が高線量であることと、保管容器からのサンプリングも難しいため、直接、

核種組成と放射能濃度を得るための放射能分析を行うことは困難であった。そこで、汚染水と汚

染水処理前後の処理水の放射能濃度から間接的にスラッジ等の放射能データを取得するために、

汚染水・処理水の放射化学分析を実施したa。 

2.1.1 分析方法 
福島第一原子力発電所の汚染水処理と試料サンプリング場所を図 2-1 に示す。 
 

６ ７ ８ ９

淡水化装置
出口水

蒸発濃縮装置
入口水

蒸発濃縮装置
出口水

蒸発濃縮装置
濃廃水

No. １ ２ ３ ４ ５

試料名
集中RW地下高汚
染水 （滞留水）

セシウム吸着装置
処理後水（連続）

セシウム吸着装置
処理後水（単独）

除染装置
処理後水

第二セシウム吸着
装置処理後水

原子炉建屋

セシウム
吸着装置

【KURION】

第二セシウム
吸着装置
【SARRY】

除染装置
【AREVA】

淡水化装置
(RO)

RO処理水
一時貯槽

蒸発濃縮
装置

（エバポ）

濃縮廃液
貯槽

SPT(B) 濃縮塩水
受タンク１

2

3

4

5

6 7

8 9

 

図 2-1  汚染水処理設備からのサンプリング場所（2011 年 11 月） 
 
滞留水・処理水試料（No. 1 から No. 9）のサンプリング量は、各核種の目標とする検出下限値

（0.5 Bq/mL）から 5 mLと設定し、各試料を原子力機構へ輸送（受入日 2012 年 1 月 19 日）して

分析を実施した。1 核種当たりの分析への供試料量は 0.1 mL とし、試料 No. 1 と No. 9 で検出下

限値未満となった場合は、No. 2 からNo. 8 の分析は省略した。 
 

                                                        
a 2012 年 1 月よりバックエンド推進部門と原子力科学研究所バックエンド技術部で開始した。 
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福島第一原子力発電所事故では処分安全評価の核種は、これまでトレンチ処分から地層処分ま

での廃棄物について選定が行われている重要核種 1-5)の総和（ただし娘核種と福島第一原子力発電

所では使用されていない炉内構造材の中性子放射化から発生する核種は除く）として暫定的に 38
核種 3H、14C、36Cl、41Ca、60Co、59Ni、63Ni、79Se、90Sr、93Zr、93Mo、94Nb、99Tc、107Pd、126Sn、129I、
135Cs、137Cs、151Sm、152Eu、154Eu、233U、234U、235U、236U、238U、237Np、238Pu、239Pu、240Pu、241Pu、
242Pu、241Am、242mAm、243Am、244Cm、245Cm、246Cm が選定された。これら核種のうち、原子力

機構の研究施設等廃棄物で分析実績のある 32 核種（上記 38 核種のうち 93Zr、93Mo、107Pd、126Sn、
135Cs、151Sm の 6 核種を除く）について、廃棄物分析法として整備されている簡易・迅速分析法
6,7)を基に分析を実施した。 
滞留水及びその処理水には137Csや90Sr等多量のFP核種が含まれており、その他の微量核種（3H、

14C、36Cl、63Ni 等）の分析において妨害となった。このため、137Cs については、リンモリブデン

酸アンモニウムによる吸着、90Sr は陽イオン交換分離、90Y については鉄と共沈させることにより、

それぞれ分析対象核種から妨害とならないレベルまで除去できることを確認し、適用した。 

2.1.2 分析結果 
得られた放射能濃度を表 2-1 から表 2-3 に示す。値は試料を施設に受け入れた日（2012 年 1

月 19 日）を基準に補正した。 
 
 
表 2-1  滞留水・処理水中のγ線放出核種濃度* 
No. 試料名 採取日 放射能濃度（Bq/mL） 
      60Co 137Cs 94Nb 152Eu 154Eu 
      半減期 約5.3 y 半減期 約30 y 半減期 約2.0×104 y 半減期 約14 y 半減期 約8.6 y 

1 
集中RW地下 
高汚染水 
（滞留水）  

2011 年 
11 月 1日 

4.9±0.4 (7.4±0.1)×105 <1.3×10–1 <4.6×10–1 <2.5×10–1 

2 
セシウム  
吸着装置 
処理後水（連続） 

2011 年 
8 月 9 日  

(1.7±0.1)×101 (1.1±0.1)×104 <1.8×10–1 <4.7×10–1 <3.5×10–1 

3 
セシウム  
吸着装置 
処理後水（単独） 

2011 年 
11 月 8日 

7.4±0.1 7.7±0.1 <1.5×10–1 <3.9×10–1 <2.7×10–1 

4 除染装置 
処理後水 

2011 年 
8 月 9 日  

9.9±0.1 (5.3±0.6)×10–1 <1.0×10–1 <3.5×10–1 <2.2×10–1 

5 
第二セシウム  
吸着装置 
処理後水 

2011 年 
11 月 8日 

(4.6±0.4)×10–1 <2.7×10–1 <1.6×10–1 <5.0×10–1 <3.2×10–1 

6 淡水化装置 
出口水 

2011 年 
11 月 1日 

<6.0×10–2 <1.3×10–1 <5.6×10–2 <2.3×10–1 <1.6×10–1 

7 蒸発濃縮装置 
入口水 

2011 年 
11 月 1日 

(1.4±0.1)×101 6.6±0.1 <1.3×10–1 <3.9×10–1 <2.5×10–1 

8 蒸発濃縮装置 
出口水 

2011 年 
11 月 1日 

<6.1×10–2 <1.3×10–1 <5.7×10–2 <2.1×10–1 <1.5×10–1 

9 蒸発濃縮装置 
濃廃水 

2011 年 
11 月 3日 

2.7±0.1 (5.3±0.1)×101 <8.7×10–2 <4.8×10–1 <2.1×10–1 

* 2012 年 1 月 19日（試料受入日）補正値。 

 
 



JAEA-Review 2013-064 

- 7 - 

表 2-2  滞留水・処理水中のβ線放出核種濃度* 
No. 試料名 採取日 放射能濃度 (Bq/mL) 

   
3H 14C 36Cl 41Ca 63Ni 

      半減期 約12 y 半減期 約5.7×103 y 半減期 約3.0×105 y 半減期 約1.0×105 y 半減期 約1.0×102 y 

1 
集中RW地下 
高汚染水 
（滞留水）  

2011 年 
11月1日 

(3.3±0.1)×103 <2.0×10–1 <1.4×10–1 <1.7×102 (6.3±1.0)×10–1 

2 
セシウム  
吸着装置 
処理後水（連続） 

2011 年 
8 月 9 日  

(6.0±0.1)×103 
No.1、9が検出

下限値未満の

ため分析せず 

No.1、9が検出

下限値未満の

ため分析せず 

No.1、9が検出

下限値未満の

ため分析せず 
1.5±0.1 

3 
セシウム  
吸着装置 
処理後水（単独） 

2011 年 
11月8日 

(4.0±0.1)×103       (7.4±1.0)×10–1 

4 除染装置 
処理後水 

2011 年 
8 月 9 日  

(6.3±0.1)×103       (4.4±1.0)×10–1 

5 
第二セシウム  
吸着装置 
処理後水 

2011 年 
11月8日 

(3.3±0.1)×103       <3.8×10–1 

6 淡水化装置 
出口水 

2011 年 
11月1日 

(3.9±0.1)×103       <3.1×10–1 

7 蒸発濃縮装置 
入口水 

2011 年 
11月1日 

(6.1±0.1)×103       1.1±0.1 

8 蒸発濃縮装置 
出口水 

2011 年 
11月1日 

(5.4±0.1)×103       <3.2×10–1 

9 蒸発濃縮装置 
濃廃水 

2011 年 
11月3日 

(6.2±0.1)×103 <2.0×10–1 <2.6×10–1 <1.1×102 <3.1×10–1 

 
No. 試料名 採取日 放射能濃度 (Bq/mL) 

   
59Ni 79Se 90Sr 99Tc 129I 

      半減期 約7.6×104 y 半減期 約6.5×104 y 半減期 約29 y 半減期 約2.1×105 y 半減期 約1.6×107 y 

1 
集中RW地下 
高汚染水 
（滞留水）  

2011 年 
11月1日 

<1.1×10–1 8.3±0.2 (2.9±0.1)×105 <3.2×10–1 (2.5±0.1)×10–1 

2 
セシウム  
吸着装置 
処理後水（連続） 

2011 年 
8 月 9 日  

<1.2×10–1 2.7±0.1 (1.2±0.1)×105 <1.6×10–1 (8.3±0.2)×10–2 

3 
セシウム  
吸着装置 
処理後水（単独） 

2011 年 
11月8日 

<1.1×10–1 2.5±0.1 (2.0±0.1)×105 <1.7×10–1 (2.7±0.1)×10–1 

4 除染装置 
処理後水 

2011 年 
8 月 9 日  

<1.1×10–1 3.1±0.1 (1.2±0.1)×104 <1.7×10–1 (8.5±0.1)×10–2 

5 
第二セシウム  
吸着装置 
処理後水 

2011 年 
11月8日 

63Ni が検出下

限値未満のた

め分析せず 
(1.6±0.1)×101 (1.0±0.1)×105 <1.6×10–1 (1.3±0.1)×10–1 

6 淡水化装置 
出口水 

2011 年 
11月1日 

  (8.1±0.3)×10–1 (4.0±0.1)×10 <5.3×10–2 <2.1×10–2 

7 蒸発濃縮装置 
入口水 

2011 年 
11月1日 

<1.5×10-1 3.0±0.1 (2.3±0.1)×104 <1.6×10–1 (1.8±0.1)×10–1 

8 蒸発濃縮装置 
出口水 

2011 年 
11月1日 

63Ni が検出下

限値未満のた

め分析せず 
  

(7.8±0.3)×10–1 (3.5±0.1)×10–1 <5.5×10–2 <2.1×10–2 

9 蒸発濃縮装置 
濃廃水 

2011 年 
11月3日 

(9.4±0.1)×10 (3.2±0.1)×103 <3.2×10–1 1.3±0.1 

* 2012 年 1 月 19日（試料受入日）補正値。 
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表 2-3  滞留水・処理水中のα線放出核種濃度* 
No. 試料名 採取日 放射能濃度 (Bq/mL) 

   
233U 234U 235U 236U 238U 

      半減期 約1.6×105 y 半減期 約2.5×105 y 半減期 約7.0×108 y 半減期 約2.3×107 y 半減期 約4.5×109 y 

1 
集中RW地下 
高汚染水 
（滞留水）  

2011 年 
11 月 1日  

<1.0×10–2 <2.5×10–3 <1.1×10-5 <4.3×10-5 <1.7×10-4 

9 蒸発濃縮装置 
濃廃水 

2011 年 
11 月 3日  

<9.4×10–3 <2.9×10–3 <7.4×10-6 <2.8×10-5 <9.2×10-5 

 
No. 試料名 採取日 放射能濃度 (Bq/mL) 

   
237Np 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 

      半減期 約2.1×106 y 半減期 約88 y 半減期 約2.4×104 y 半減期 約6.6×103 y 半減期 約14 y 

1 
集中RW地下 
高汚染水 
（滞留水）  

2011 年 
11 月 1日  

<2.1×10–3 <5.8×10–2 <1.5×10–2 <1.5×10–2 <1.7×102 

9 蒸発濃縮装置 
濃廃水 

2011 年 
11 月 3日  

<1.7×10–3 <1.3×10–1 <3.6×10–2 <3.6×10–2 <3.2×102 

 
No. 試料名 採取日 放射能濃度 (Bq/mL) 

   
242Pu 241Am 242mAm 243Am 244Cm 

      半減期 約3.7×105 y 半減期 約4.3×102 y 半減期 約1.4×102 y 半減期 約7.4×103 y 半減期 約18 y 

1 
集中RW地下 
高汚染水 
（滞留水）  

2011 年 
11 月 1日  

<1.1×10–2 <4.8×10–3 <2.2 <1.0×10–2 <2.2×10–3 

9 蒸発濃縮装置 
濃廃水 

2011 年 
11 月 3日  

<9.4×10–3 <1.1×10–2 <1.4 <6.8×10–3 <6.0×10–3 

 
No. 試料名 採取日 放射能濃度 (Bq/mL)       

   
245Cm 246Cm       

      半減期 約8.5×103 y 半減期 約4.7×103 y      

1 
集中RW地下 
高汚染水 
（滞留水）  

2011 年 
11 月 1日  

<1.0×10–2 <1.0×10–2       

9 蒸発濃縮装置 
濃廃水 

2011 年 
11 月 3日  

<6.8×10–3 <6.7×10–3       

* 試料No. 2 から 8 はNo. 1 と 9 が検出下限値未満のため分析せず。2012 年 1 月 19日（試料受入日）補正値。 

2.2 セシウム吸着装置の廃ゼオライト 
セシウム吸着装置及び第二セシウム吸着装置には、汚染水から Cs を選択的に吸着、除去する

ためにゼオライト系の無機吸着材を用いている。使用したゼオライトの特性として重要と考えら

れる熱に関するふるまい、カラムに充填して用いた場合のCs 分布を検討した。 

2.2.1 ゼオライトの特性評価 
セシウム吸着装置には KURION 社製のゼオライト系吸着材が使用されている。導入当初は、Tc

除去用の SMZ 吸着材、Cs 除去用のHerschelite 吸着材、I 除去用のAGH 吸着材も数塔使用された

が、使用済吸着塔発生量の大部分は Herschelite が占めているため、Herschelite の特性評価を進め

た。Herschelite（ハーシェル沸石）は、Chabazite 群（菱沸石群）の一種でNa 含有率が高い。 
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汚染水から Cs を吸着した Herschelite は、崩壊熱により高温になることが考えられるので、

TG/DTA によりHerschelite の熱的安定性を調べた。 
 

 
図 2-2  Hershelite のTG/DTA 曲線 1) 

 
ゼオライトは多孔質で脱水剤として用いられるほど、水との親和性が高いため、予め試料を相

対湿度 80％の状態で吸湿させてから、乾燥空気中で 10℃/分で昇温測定した。結果を図 2-2 に示

すように、300℃付近までは、緩やかな 20％重量減少ならびに脱水に伴う吸熱反応が観察された。

その後、800℃までは顕著な吸熱、発熱反応は観察されず、834℃付近でわずかな発熱ピークが認

められ、質量減少は伴わない。また、500℃で 1 時間加熱した試料に加水し、再加熱した場合でも、

ほぼ同様な吸湿・脱水特性が認められることから、500℃までは熱的に安定であり、800℃付近ま

では同様な耐熱性が保たれると考えられる。 
吸着塔内の温度を推定するためには熱伝導率が必要となる。このため、Herschelite 充填層の有

効熱伝導率を測定した。測定に用いた円筒形セルと測定結果を図 2-3 に示す。約 500 cm3 の

Herschelite 粒子を充填した円筒容器を大気圧下で恒温水槽または電気炉に入れ、中心ヒーターで

加熱し、2 本の熱電対の温度（半径R1で温度 T1、半径R2で温度T2）と線出力密度Qlから次式に

より充填層の熱伝導率 κを算出した。 

k = Ql

2p T1 -T2( )
ln R2

R1

æ

è
ç

ö

ø
÷  
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図 2-3  ゼオライト充填層の有効熱伝導率測定セル及びHerschelite測定結果 1) 

 

相対湿度80％を起点として100℃で12wt%減量まで乾燥した Herscheliteの空気中の有効熱伝導

率は、20℃、320℃において、それぞれ 0.09、0.16 Wm–1K–1であった。これらの値は断熱材とし

ても用いられる空気の 4～6倍程度しかない。熱伝導率が温度とともに上昇する傾向は、ゼオライ

トやガスの比熱、ガスの平均速度が温度とともに上昇するためと考えられる。本実験から、温度

T (K) における乾燥Herschelite層の有効熱伝導率κ (Wm–1K–1) を以下の経験式で表せることがわ

かり 1)、十分に乾燥した吸着塔内の温度分布を熱流動解析で推定する際に用いた。 

κ = �2.30 ×10−4 T + 0.026 

また、60℃以下の恒温水槽での熱伝導率測定では、含水率が高い試料で熱伝導率が 1割程度高い

傾向が認められる。この要因として、多孔質であるゼオライト粒子内にある水、あるいは粒子間

の飽和水蒸気などの雰囲気ガスによる伝導が寄与していると考えられる。 

2.2.2 吸着塔内の核種分布評価 

吸着塔内の放射能分布は、Csの崩壊熱による発熱、放射線による水素発生、吸着塔容器材料の

腐食環境等に影響を及ぼす重要な因子であるが、高線量のため試料を採取して実測することは困

難である。Csの吸着は時間とともに吸着塔の上部から下部へ進行し、ゼオライト中の濃度が均一

となる平衡状態に至るが、平衡に至る前に取り出された廃吸着塔の Csは不均一な過渡状態とな

る。吸着塔内の放射能分布を解析的に推定するため、図 2-4に示すモデルをもとにして、吸着解

析コード（Zeolite-Adsorption Column Code：ZACコード）を開発している。 
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図 2-4  吸着解析コードZAC の吸着モデル及びパラメーター 
 
ゼオライト粒子を詰めた吸着塔（カラム）に、セシウム溶液が流入すると、Cs はゼオライト粒

子表面の溶液膜（境膜）内を移動して表面に吸着し、粒子内を拡散する。Cs 濃度が減少した溶液

は、吸着塔出口から流出される。 
 

 
図 2-5  海水系Cs 吸着試験結果と吸着コードZAC による解析結果との比較 
 

ZAC コードを検証するため、模擬試験を図 2-5 の左に示すような小型カラムを用いて行った。

写真に示すように、10 g のHerschelite をカラムに充填し、Cs の濃度が 0.89 ppm である模擬人工

海水を 4 L通液した。カラム出口の処理液Cs 濃度と入口Cs 濃度との比を求め、処理液量とゼオ

ライト充填層体積の比を横軸としてプロットすると、同図の中央に示すCs破過曲線が得られる。

この試験では出口 Cs 濃度が入口濃度の半分に達した過渡状態で終了しており、カラム上部から

取り出したHerschelite 中のCs 濃度を測定した結果が同図の右側である。カラム上部のCs 濃度が

一定であることから、平衡到達時のCs 分配係数K (=Kd) は 459 mL/g と見積もられる。模擬試験

で得た処理液 Cs 濃度を ZAC コードでフィッティングすると同図 左側の破線となり、最適パラ
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メータ（K=440 mL/g 等）が得られる。最適パラメータで計算されたカラム内のCs 濃度分布が同

図右側の破線であり、実験で求めた塔内分布をよく再現している。 
解析コードを活用することで、出口Cs 濃度の分析値から、廃吸着塔内のCs 濃度分布を推定す

ることが期待される。実際の大型吸着塔内の推定を目指し、運転条件などを考慮したコードへの

改良を今後進める。 

2.3 除染装置のスラッジ 
除染装置は、薬品を加えて放射性核種を沈殿させ、上澄みと沈殿を分離する。加圧浮上分離装

置（油分等除去）、凝集沈殿装置 2 段（マルチフロー、アクチフロー）、ディスクフィルター（懸

濁物等の流出防止）から構成されている 1)。 
除染装置において、Cs 除去のためにフェロシアン化ニッケルが吸着剤として、Sr 除去のために

塩化バリウム及び硫酸イオンが共沈剤として添加されている 2)。また、これら固形分を効率的に

回収するため、マイクロサンドとポリマーが使用されている。 
除染装置は平成23年6月17日から同年9月12日まで運転され、その間の処理量は約76,400 m3

であり、発生した廃スラッジ量は約 600 m3である 3,4)。除染性能は、Cs の DF が～104、Sr の DF
が 7～30 であった 5)。 
廃スラッジは造粒固化体貯槽 (D) にて保管されており、ここから分析用試料を採取し、分析を

行う予定であった。しかしながら、貯槽周辺の線量率が高く、試料採取が困難であり分析するに

は至らなかった。 

2.4 その他の汚染水処理二次廃棄物 
多核種除去設備は、淡水、RO 濃縮塩水及び処理装置出口水に含まれる放射性核種（トリチウ

ムを除く）を十分低い濃度になるまで除去するために設置された。α核種、60Co、54Mn 等の除去

を行う鉄共沈処理設備及び吸着阻害イオン（Mg、Ca 等）の除去を行う炭酸塩沈殿処理設備から

成る前処理設備並びに除去する放射性核種に応じて吸着剤（活性炭、人工鉱物、キレート樹脂等）

を充填する多核種除去装置で構成される。 
平成 24 年 3 月より設置工事を開始し、設備設置完了以降、ろ過水を用いた通水試験（コール

ド試験）が 10 月上旬に終了し、ホット試験に至っている。多核種除去設備から発生する二次廃棄

物の性状の把握に関してはその情報収集を開始した。 
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3. 汚染水処理に伴う二次廃棄物の長期保管 

汚染水処理設備は事故の後直ちに設置され、原子炉への継続した注水が可能となった。原子力

機構は、設備の稼働前から水素発生対策で東京電力に協力するとともに、処理に伴い発生する二

次廃棄物の保管に係る安全性についても検討に着手した。重要な対象はセシウム吸着装置の廃ゼ

オライトと除染装置のスラッジである。現地で採られている、これら二次廃棄物の長期保管に係

る措置に関する妥当性を確かめるために継続して検討を進めている。 

3.1 セシウム吸着装置の廃ゼオライト 
ゼオライトは吸着塔に充填して用いられ、使用後には、内部の水を抜き吸着塔が保管される。

放射線による水素の発生、容器の腐食に関して検討した。 

3.1.1 吸着塔内の放射線分解、照射損傷評価 
吸着塔内の水素の発生並びにその拡散を評価するためには、吸着塔内の残留水分の量や分布、

塩分濃度等を想定して、吸着材共存の有無の条件下で水の放射線分解試験を行い、水素発生に対

する各種依存性のデータを取得する必要がある。そこで、Co-60 ガンマ線源及び Herschelite 等の

ゼオライト系吸着材を用いて試験を進めた。試験に用いたガンマセル照射装置を図 3-1 に示す。

水と吸着材を混合した試料をバイアル（高さ 5–25 cm）に入れて、これをセプタム付きのキャッ

プで閉めてから照射して、照射後、試料上部の気体を一定量抽出して、これをガスクロマトグラ

フに導入して水素濃度を分析した。ここで、液深効果に関する試験はバイアル中の試料の高さを

変えて行った。水素発生の試験結果として水素発生に対する試料の吸収線量依存性（a）と液深効

果（b）を図 3-2 に示す。 
 

Gammacell 

sample 
chamber 
down 

Samples 
in chamber 

5 
cm

 

15
 c

m
 

 

図 3-1 ガンマセル照射装置 
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▲ submerged in seawater 
● submerged in pure water 
■ at RH = 80 % 

● seawater 
● 1/10 dilution 
● 1/100 dilution 
● pure water 

zeolite-water mixtures 

 

● mixture of KUR-H and water 
▲ mixture of MOR and water 
■ pure water 

 

(a) 吸収線量依存性 (b) 高さ（液深）依存性 
図 3-2  水の放射線分解による水素発生の試験結果 
 
水素発生に対する試料の吸収線量依存性（a）では、水溶液のみ（左）とゼオライト−水混合物

（右）の結果（試料高さ 1 cm、空気溶存、線量率 <5 kGy/h）を示す。水素の発生量はどれも吸

収線量に対して直線的に増加し、その傾きは水中の反応を逃れ気相に放出した水素の収量（G 値）

を与える。水溶液のみの場合、海水の希釈により水素発生が減少して、100 倍以上希釈した水溶

液では純水での結果とほとんど同じになる。純水中では水の分解生成物である水酸化ラジカルに

よる水素の酸化反応が顕著であるが、海水成分の塩化物イオンや臭化物イオンの混入でそれらに

よる水酸化ラジカルの捕捉反応が起こり、結果として水素の酸化反応が抑制されるため、海水中

では水中で発生した水素のほとんどが気相に放出される。一方、混合物の場合、吸着材が浸水し

た状態では海水と純水で水素発生が異なるが、吸着材に水分が吸着した状態（点線は湿度 100%
への外挿）では吸着材中の塩分残留で結果は変わらなかった。また、混合物からの水素発生は、

水分の放射線エネルギーの吸収によって起こる水の放射線分解だけでは結果の全容を説明できな

い。つまり、吸着材の放射線エネルギー吸収を経由した、吸着材近傍の水の分解が混合物中では

付加的に起きていることを示している。 
海水のみや海水と吸着材との混合物、あるいは水分吸着状態の吸着材の場合は変化ないが、純

水または海水を希釈した水溶液及びそれらと吸着材との混合物の場合は試料の高さ（液深）の増

加により水素発生が減少した（b）。これは、水中で生成した水素が気相に到達するまでの経路や

時間が長くなるのに伴い、水中での酸化反応が頻繁に起きるため、結果として気相に放出される

水素が減少することを意味する。一方、海水中では、上記のように水素の酸化反応が抑制される

ため、気相に放出される水素は気相到達までの経路や時間が変わってもほとんど変わらない。図

は縦軸を高さ 1 cm の試料の収量G1cmを基準に相対収量Gh/G1cmとし、横軸の試料の高さとともに

両対数で表記した。これにより、液深効果を切片が変わらない直線的な減少として議論でき、高

さに対する単一あるいは複数の累乗関数として経験式を与えることができた。純水のみの場合、

試料の高さが 10 cm になると収量が 1 cm での値のほぼ 1/10 になることがわかるが、海水成分の

塩化物イオンや臭化物イオンを添加すると、液深効果の低下、つまり、直線の傾きが緩やかにな

ることが確認され、海水中の濃度と同等になると、収量が試料の高さにほとんど依存しなくなる



JAEA-Review 2013-064 

- 16 - 

ことが確認された。また、吸着材が純水に浸水している場合、純水のみの場合に比べて液深効果

が低下した。この低下の程度は吸着材の種類（図ではHerschelite（KURION 社）とTOP ZEOLITE

（新東北化学工業））で異なり、吸着材の細孔サイズ・分布を含む表面構造、並びに粒子サイズや

分布に依存していると考えられる。 

水洗、脱水等の措置後の廃吸着塔内に残留する水分や塩分の分布は、吸着材の表面や細孔の構

造と密接な関係があるため、放射線照射による損傷で吸着材の表面構造が変化すると、水分量に

依存する熱伝導、水素発生等の性状は廃吸着塔の長期間の保管に伴い変動する可能性がある。そ

こで、電子線ビーム (EB) 等の放射線により Herschelite 等のゼオライト系吸着材の高線量照射を

実施するとともに、照射前後の吸着材への水蒸気や窒素のガス吸着挙動を測定した。EB を用い

た試験の模式図（a）、及び測定結果として照射前後の吸着材への水蒸気の吸脱着等温線（b）と窒

素吸着で求めた吸着材の比表面積の粒子サイズ依存性（c）を図 3-3 に示す。 

 

Electron Beam 

1 MeV, 1 mA (0.76 kGy/s) 

e- 

SUS/Ti laboratory dish 

SUS plate 
(water cooling) 

Al holder 

heat Q 

 

(a)  EB を用いた試験の模式図 

 

● total 
■ pore 
▲ external 

 

(b) 水蒸気の吸脱着等温線 (c) 比表面積の粒子サイズ依存性 

図 3-3  電子線 (EB) による高線量照射試験及びガス吸着測定結果 
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水蒸気の吸脱着等温線 (b) として海水浸漬の条件で高線量照射したHerschelite の結果（積算線

量 10 MGy）を示す。ここで、縦軸は水分濃度 (wt%) で示し、湿度に対応する横軸の相対圧P/P0

は線形（左）と対数（右）で示す。水分濃度やその変化は吸着材によって異なるが、未照射Herschelite
の場合、P/P0= 0.1–0.9 で水分が 15–23wt%の範囲にある。また、窒素と水蒸気の吸着挙動を比較す

ると、窒素分子より水分子の方がゼオライトの細孔の深くまで侵入することがわかる。照射の有

無を比較すると、照射によって水分吸着量が増加しており、全細孔容積（P/P0=0.91）として 5–10 %
増加した。吸着量の増加は低相対圧ほど顕著（右）で、この領域での吸着はマイクロ孔（<2 nm）

での吸着に対応することから、主に吸着材内部の細孔が照射損傷して、細孔の内壁の破壊や、新

たな細孔への水分子の侵入が起きていると考えられる。また、この照射損傷による微細化に伴い、

吸着材の微粉末が生じていることも示唆される。 
他方、吸着材は粒子サイズに分布をもっているため、ふるい分級により粒子サイズを分画して、

分画毎の窒素吸着測定を行い、BET 法（全表面）や t 法（外表面）で比表面積を求めた（c）。他

のメーカー等の吸着材とは異なり、Herschelite では全表面の比表面積が粒子サイズの増大ととも

に減少した。全表面の 20%程度を占める外表面の比表面積は粒子サイズにほとんど依存しないた

め、粒子サイズに対する比表面積の依存性は主に細孔（マイクロ孔）によるものであることがわ

かる。これを上記の高線量照射の試験と併せて考えると、廃吸着塔の長期保管に伴う吸着材の照

射損傷で粒子中の細孔容積の増大や微粉末の生成が進み、特に浸水していない吸着材での水分吸

着量が増加して、熱伝導や水素発生が上昇する可能性が示唆される。 

3.1.2 吸着塔内の温度、水素濃度評価 
保管されている吸着塔を対象として水素拡散の解析を行った。2011 年の発生実績等に基づき、

放射性Cs による吸着塔の崩壊熱を 300 W、吸着塔外へのγ線漏洩分を考慮したゼオライトによる

エネルギー吸収量（発熱量）を 237 W に設定した。水素発生量は、保守的にゼオライトが海水に

浸漬した状態の 18.3 L/d とした 1)。水出入口管、ベント管、及びベント管の吸着塔接続部に近い

プラグ栓を開放した乾燥状態を仮定して、KURION 吸着塔内の水素濃度及び温度分布を定常解析

評価した。塔内の熱自然対流や分子拡散によりベント管等から流出する水素と水出口管から流入

した空気が置換することで、図 3-4 に示すように、塔内の水素濃度は、1.6%程度に静定するとと

もに、ゼオライト層の最高温度は 150℃程度となった。なお、本熱解析では、2.2.1 項に示した実

験データ（ゼオライト層の有効熱伝導率）を反映した。この解析結果から、燃焼下限界（4%）以

下、自然発火温度（560℃）以下であることを確認した。 
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(mol/mol) 

水素濃度： 
最大1.51% 
（爆発下限 
界以下） 

(K) 

ゼオライト
層最高温
度：153℃ 

温度分布  濃度分布 

水出
口管 

水入口管 

ゼオライト 

ベント管 
プラグ 

吸着塔モデル図   
図 3-4  水素拡散解析評価 －解析結果－ 
 
吸着塔上部にある空隙における気体の流動に関して、レーザーによる流動可視化試験を行った。

ベント管の接続する吸着塔頂部を模擬したアクリル製容器を製作し、内部に水素を含む混合ガス

（水素濃度：1.2％、酸素 0.65％、他アルゴンガス）を流入させて、その非常に微弱なガス（充填

層からの吹き出し流速：約 2 mm/s）の対流の様相をレーザ可視化技術（PIV）を用いて、可視化

した（図 3-5 左）。流動様相は、ベント管に向かった弱い上昇流を示しており、概ね解析結果と

一致している（図 3-5 中）。また、実験では、コーナー部の渦と塔壁面近傍の充填層でバイパス

リークのような壁よりに偏った幾分速い上昇流を観測した。これらの試験体系をさらに拡大して、

実体系を模擬した条件で上記拡散解析結果の検証を進めていく予定である（図 3-5 右）。 
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図 3-5  流動可視化試験 
 
水素濃度の補助的な低減対策として動的機器を必要としない水素再結合触媒に注目して触媒

性能試験を行った。自動車用モノリス型貴金属水素再結合触媒(図 3-6 (a))が、80℃までの露点ガ

ス供給条件においては供給水素を全て再結合するとともに、触媒が濡れた結露環境下においても

50％以上の処理性能を有することを確認した。（図 3-6 (b)） 
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(b) 触媒試験装置外観と試験結果 
図 3-6  水素再結合触媒試験及び評価 

3.1.3 吸着塔容器耐久性評価（腐食基礎試験） 
セシウム吸着塔の容器材料である SUS316Lについて、ゼオライトの共存を伴う局部腐食の試験

を行った。条件の過酷な海水を用い、ゼオライト共存により SUS316L材の局部腐食が加速される

のかを調べた。海水のみと海水+ゼオライトの 2 条件で試験し、海水＋ゼオライト（モルデナイ

ト）に 2,000 h 浸漬した U ベンド試験片の外観検査では図 3-7 に示すように応力腐食割れ (SCC) 
は観察されなかった。 
 

 
図 3-7 人工海水とゼオライト共存系における長期腐食試験 
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また、基礎的検討として、吸着塔の腐食評価のため、人工海水を含んだゼオライト中における

ステンレス鋼 (SUS316L) の電気化学試験を行った。人工海水とゼオライト共存系における

SUS316L鋼の孔食発生電位は、図 3-8 左に示すように、単純浸漬で得られる結果とゼオライト共

存系と得られる値に大きな違いは生じなかった。単純浸漬で得られる結果と同様に、SUS316L鋼

の孔食発生電位は図 3-8 右に示すように温度と Cl–イオン濃度の増加によりが低下した。Cl–イオ

ン濃度が非常に高い条件ではすき間腐食が発生する可能性が出てくることから、保管に先立ち純

水洗浄などの適切な前処理が必要と考えられる。 

 

図 3-8  人工海水とゼオライト共存系における孔食発生電位に及ぼす Cl–イオン濃度と温度の影

響 

3.1.4 吸着塔容器耐久性評価（実物を用いた洗浄試験） 
材料の腐食に対して塩化物イオン濃度が影響しうると考えられたことから、東京電力から

KURION 吸着塔実機（図 3-9 (a)）を借り受け、吸着塔内の水中塩化物濃度の真水洗浄による低減

効果を確認する試験を進めている。吸着塔は、吸着塔内に充填されている吸着材上方から給水し、

吸着塔下部にある配管から外部へ排水する構造になっている。吸着塔を塩水（1,000ppmCl）で満

たした後、純水を使用済み吸着塔の洗浄時と同じ通水量（約 3t）で 40 分間流して塩分洗浄を行

った。その結果、通水量に対して 1/2,000 以下迄、塩分 (Cl) 濃度が低減できることを確認した。

（図 3-9 (b)） 

KURION吸着塔 

  
(a) KURION 吸着塔 洗浄試験装置の外観 (b) 洗浄試験結果 
図 3-9  実機塩分洗浄試験 
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3.2 除染装置のスラッジ 
スラッジは、造粒固化体貯槽 (D) に保管されており、廃スラッジ一時保管施設が別に準備され

ている。廃スラッジ一時保管施設は、安全に関して可燃ガス（水素）の滞留防止等を考慮して設

置されており、これに加えて次の影響がないことを確認するための検討を実施した。 
・ 放射線による水素発生に対するスラッジの影響、同じくシアン化水素の生成 
・ スラッジの局所的な堆積による崩壊熱の蓄積 
・ 材料の腐食に対する塩分やスラッジの影響 

3.2.1 放射線分解により発生する水素及びシアン化水素の評価 
スラッジ貯槽において放射線分解により発生する水素及びシアン化水素の濃度を算出するた

めには、水素発生G 値及びシアン化水素発生G 値が必要である。そこで、原子力機構高崎量子応

用研究所のガンマ線照射施設にて照射試験を実施した。東京電力から提供を受けた模擬スラッジ

及びスラッジ構成成分（海水、フェロシアン化ニッケル、他）を容器に入れ、60Co 線源によりガ

ンマ線を照射し、気相中の水素濃度等を測定することにより水素発生G 値等を求めた。試験実施

状況を図 3-10 に、試験結果の一例を図 3-11 に示す。 
フェロシアン化ニッケル、スラッジあるいは海水の存在により、水素発生G 値は、純水系での

値に比べて増大したが、純水系での値の 2 倍未満であった。 
 

 
図 3-10  ガンマ線照射試験の状況 
 
シアン化水素については、シアン化水素が揮発性であるため、液相中のシアン濃度から気相中

のシアン化水素の最大濃度を算出し、10℃の条件では 0.8 ppm、20℃の条件では 1.1 ppm と見積も

られ、労働衛生に係わる許容濃度の 5 ppm 未満となった。 
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図 3-11  ガンマ線を照射して求めた水素発生のG 値 
 

3.2.2 発熱の影響 
スラッジからの発熱は 3.8×10–5 W/mLと想定されているように小さく、スラッジを撹拌して保

管していることから、熱的な問題は生じないと評価されている 1)。撹拌の機能が長期間にわたり

停止した場合には、スラッジの沈降・堆積による局所的な蓄熱が生じるのでその影響を検討した。 
貯槽の解析モデルとして、貯槽下部に圧密状態のスラッジが、その上部に水が存在する状態を

想定し、初期温度を 40℃と設定した。解析には汎用熱流体解析ソフトウエア ANSYS Fluent を用

い、貯槽内温度分布を求めた。スラッジ堆積後 36時間における貯槽内温度分布を図 3-12に示す。 
 

 
図 3-12  スラッジ堆積後 36 時間における貯槽内温度分布 



JAEA-Review 2013-064 

- 23 - 

 
堆積スラッジは、中心部ほど温度が高くなる傾向にあり、最高温度は約 41.8℃であった。36 時

間までの温度上昇は、時間に比例しており、1 時間当たり約 0.05℃の上昇である。この温度上昇

が継続すると仮定すると、50℃に達するのは約 200 時間後である。よって、50℃に達するまでに

代替手段による撹拌を再開することが可能であると考えられる。 

3.2.3 保管容器の長期健全性 
スラッジを保管する材料の健全性については、スラッジが海水成分を含むこと、またスラッジ

固体成分と容器との接触において隙間部を形成する可能性があることから、全面腐食速度の評価

とともに局部腐食の進展に注意を払うことが重要である。また、廃棄物が有する放射能の影響に

ついても考慮する必要がある。廃スラッジ成分や残留塩分およびこれらの放射線分解生成物によ

る廃スラッジ保管容器材料腐食への影響を把握するとともに、局部腐食発生の可能性および腐食

進展速度を明らかにすることを目標として、溶存酸素の拡散が制限される静置系における試験を

実施した。 
廃スラッジ一時保管設備の構造材料である炭素鋼 (SS400) を対象に、想定される保管条件 2)を

中心に電気化学測定を行い、腐食に影響を及ぼす支配因子について評価するとともに、孔食発生

の可能性について検討した。得られた腐食傾向をもとに試験条件を検討の上、短期での材料浸漬

試験を実施し、局部腐食の発生と腐食進展速度の評価を行った。電気化学測定は、参照電極を

Ag/AgCl 電極として自然電位および分極曲線（開始電位：–800 mV (vs. Ag/AgCl)、掃引速度：

20 mV/min）の順で測定を行うとともに、自然電位測定中にγ線を照射し、その影響を確認した。

浸漬試験は比液量を 6 cm3/2.8 cm2（廃スラッジ溶液量／試験片表面積≒2.1）として実施し、浸漬

前後の試験片の質量減少から平均腐食速度を算出するとともに、浸漬後に試験片の外観および粗

さを観察した。図 3-13 に電気化学試験で使用した電解セルおよびγ線照射環境下における装置

の構成例を、図 3-14 にγ線照射環境下における材料浸漬試験の状況をそれぞれ示す。いずれの

試験においても東京電力から提供を受けた模擬スラッジと人工海水（八洲薬品製アクアマリン）

を用いた。過酸化水素の濃度分析を酵素法により行った。 
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図 3-13  電気化学試験装置の構成例 
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照射線源60Co
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試験片SS400
＋試験溶液

 
図 3-14  浸漬試験装置の構成例（試験状況） 
 
図 3-15 に電気化学試験において測定された自然電位および分極曲線の一例を示す。γ線照射

にかかわらず自然電位に有意な変化はなく、また分極曲線からは孔食の発生・進展を示すような

兆候は認められず、全面的に腐食が進展することが示唆された。分極曲線から Tafel 線外挿法に

より算出した腐食電流密度をγ線の吸収線量率に対してプロットしたものを図 3-16 に示す。吸

収線量率が低い条件下においては顕著な変化は見られなかったものの、高吸収線量率の条件では

腐食電流密度の大幅な上昇が確認された。これら電気化学試験の結果から、腐食に及ぼす影響が

大きいと考えられる因子として、γ線の吸収線量率、廃スラッジ溶液の pH および塩分濃度が挙

げられ、これらをパラメータとした浸漬試験を実施した。図 3-17 に各条件下における試験片の

平均腐食速度を示す。高吸収線量率における腐食速度の増加等、電気化学試験から予想されるよ

うな各条件の変動に伴う腐食速度の変化は確認されたものの、その値は最大でも静置系における
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海水中での炭素鋼の腐食速度として報告されている値 (0.1 mm/y)3) と同程度であり、耐食寿命の

短縮につながる著しい腐食速度の増大は認められなかった。図 3-18 には腐食試験片の外観観察

結果の一例を示す。廃スラッジ堆積条件の腐食試験片については、廃スラッジ堆積なしの条件と

比較して、外観観察上、試験片表面の色彩にムラが見られ、また表面粗さも大きい傾向を示した

が、局部的に顕著な腐食の発生および進行は認められなかった（図 3-19）。図 3-20 にはγ線照射

環境下において実施した過酸化水素濃度測定の一例を示す。腐食に影響する酸化種である過酸化

水素の生成量は高吸収線量率において有意に増加しており、これが炭素鋼の腐食速度を変化させ

る要因の一つであることが示唆された。 
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図 3-15  電気化学試験の一例（廃スラッジ溶液（塩化物イオン濃度：海水、吸収線量率：

0.1 kGy/h、pH：7.4、温度：46℃） 
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図 3-16  腐食電流密度と吸収線量率

の関係 
図 3-17  各条件における腐食速度の比較（浸漬時間：約

1,230 時間 （γ線照射時間：約 1,050 時間）） 
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海水のみ（非照射）基準条件（非照射）  
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図 3-18  浸漬試験後の試験片の外観 図 3-19  浸漬試験後の試験片の外観写真及び等高線図

（基準条件、非照射） 
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図 3-20  各条件におけるH2O2濃度の比較 
 

3.3 その他の廃棄物 
多核種除去設備から発生する廃棄物にはスラッジ及び吸着材があり、これらは高性能容器

（High Integrity Container、以下HIC）にて保管される。最も発熱量が大きい Sr 吸着材（20.5 W/m3）

に関しては、容器中心部温度約 65℃、容器表面温度約 46℃と評価されている 1)。HIC は、可燃性

ガスの発生を考慮して圧縮活性炭高性能フィルタを介したベント孔を備える 1)。また、線量 106 Gy
までの耐放射線性を有しており、貯蔵開始時で約 5×103 Gy/年であり、保管上、放射線劣化の問題

はない 1)。 
内容物であるスラッジ及び吸着材に関して、保管中の放射線等の影響による放射性核種の保持

性能の変化についての調査を次年度に着手する。 
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4. 汚染水処理に伴う二次廃棄物の廃棄体化 

4.1 廃棄体化技術の調査 
福島第一原子力発電所では、タービン建屋等に滞留した汚染水の処理に伴って様々な放射性廃

棄物（汚染水処理二次廃棄物）が発生している。これらの廃棄物は従来の原子力発電所で発生す

る廃棄物と異なり、これまでに処理・処分の実績がないもの、すなわち廃棄体化の実績がないも

のが多い。そこで、将来の処理・処分の検討に資するため、廃棄体化技術を調査した。本年度は、

汚染水処理二次廃棄物のうち、スラッジ等を対象に、既存の廃棄体化技術について、概要、特徴、

実績等を幅広く調査した。ある程度の実績（実施例）がある既存の廃棄体化技術を網羅的に抽出

し、文献等により、その技術の概要を整理した。廃棄体化技術ごとに調査結果の概要を以下にま

とめる。 

4.1.1 セメント固化技術 
セメントが水と反応し硬化する性質を利用し、廃棄物を固型化し閉じ込める技術である。処理

装置が簡易で、処理された物質の物理的、化学的性質が比較的安定しており、放射線による劣化

が起こりにくいことから広く利用されている。セメント固化体は、「JIS R 5210 ポルトランドセメ

ント」もしくは「JIS R 5211 高炉セメント」に定める水硬性セメント、またはこれと同等以上の

強度及び安定性を有するセメントを使用することが規定されており、廃棄物は均質・均一となる

ようセメントと混ぜ合わせ固化体として廃棄体を作製する。セメント固化の固型化剤における技

術基準が規定されている 1,2)。廃棄体作製方法としては、インドラムミキシング法及びアウトドラ

ムミキシング法などがある 3)。セメント固化された物は、以下のような特色を有する。 
・常温、常圧での固型化が可能で、固型化時において放射性核種や有害物が外部に移行す

ることはほとんどないと考えられる。 
・セメント（材料）が安価である。 
・固型化処理により重量が増加する。 
・廃棄物に含まれる成分によっては、混練性や固化体の性能が影響を受ける。 
・固化体が多孔性であるため、核種の浸出性が大きい。 
・放射線分解により水素ガスが発生する。 
・一般に廃棄体は十分な強度があるため、廃棄体容器で強度を確保する必要はない。 
・廃棄体からの浸出液はアルカリ性である。 

固型化対象廃棄物は、使用済みイオン交換樹脂、フィルタ、スラッジ、スラリー、焼却灰、難

燃性の雑固体などである。原子力発電所から発生した工程廃液や金属、プラスチック類などは、

セメント固化体等として廃棄体化し、日本原燃（株）低レベル放射性廃棄物埋設センターに埋設

処分されている実績がある。いくつかの電力会社および原子力機構において、濃縮廃液やスラッ

ジ等のセメント固化設備が稼働している。 

4.1.2 ジオポリマー固化技術 
ジオポリマーは、無機粉体とアルカリ溶液を混合することで硬化する無機材料である。無機粉

体としては、天然鉱物のカオリナイトをか焼したメタカオリンや、石炭灰(フライアッシュ)など

のケイ素とアルミニウムが主要に含まれる非晶系材料が利用される。またアルカリ溶液としては、

主にケイ酸アルカリや水酸化アルカリの混合溶液が利用される。ジオポリマーは、アルカリとの
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反応によって無機粉体から溶出したケイ素やアルミニウムが、脱水縮合反応により非晶質の無機

マトリクスを形成すると考えられている 4,5)。 
ジオポリマーは 1970 年代まではソイルセメントと呼ばれており 6)、操作性はセメント固化と非

常に類似している。このためジオポリマー固化法は、セメント固化法と同様に廃棄物と固型化材

料を混合し養生固型化させる混練固化技術であり、混練手法によってインドラムミキシング法や

アウトドラムミキシング法の選択が可能である。現状では、日本における固型化実績、試験デー

タが乏しい。ジオポリマー固化された物は、以下のような特色を有する。 
・ジオポリマーは早期に強度を発現するため 4)、セメントのような長時間の養生を行う必

要がない。 
・ジオポリマーは金属イオンの閉じ込め性能を持つことが知られている 7-11)。 
・ジオポリマーはセメントと同様に常温・常圧での固型化が可能。 
・廃棄物に含まれる成分によっては、混練性や固化体の性能が影響を受ける。 
・固化体が収縮し、クラックや強度低下が生じる懸念がある。 
・固型化処理により重量が増加する。 
・放射線分解により水素ガスが発生する。 
・ジオポリマー固化体は、セメント固化体と同程度の十分な強度を発揮する。さらに、耐

熱性、耐酸性、耐凍結性といった物理的、化学的な耐性も有することが報告されている
12)。 

・ジオポリマー固化体の浸出液は、アルカリ性となる。 
ジオポリマーはセメントのような技術基準が設けられていないため、廃棄体化材料として認め

られていないが、従来特殊セメントとして扱われてきた経緯から、利用できる可能性が高い。こ

れまでに、ドイツのウラン採鉱製錬施設において、ウランやヒ素を含んだスラッジの固型化試験

がパイロットスケールで実施され、作製した固化体は埋設処分された 13)。また、アメリカのハン

フォードサイトにおいて、放射性核種や有害重金属を含む廃液の固型化試験が実施されている14)。 

4.1.3 水ガラス固化技術 
水ガラス固化技術は、放射性廃棄物の分野ではセメントガラス固化とも呼ばれている。母材（主

成分はケイ酸ナトリウム）、硬化剤（主成分はリン酸ケイ素）、吸水剤（セメント）、水を廃棄物と

混練する 15)。セメントガラスに水を加え混練することにより、リン酸ケイ素とケイ酸ナトリウム

が重合反応を起こし、これにより順次 -O-Si-O- の 3 次元網目構造が成長することによって硬化

する。このようにして硬化したセメントガラスは、ガラスの緻密性とセメントの強度を合わせた

特性を持っている。セメントガラスの主要成分はいずれも無機物から成っており、固化体の長期

安定性が期待できる。また、原料は国内各地に豊富に存在しているため低コストで、かつ安定し

て供給することができる。水ガラス固化された物は、以下のような特色を有する。 
・従来のセメントに比較して粘度が約 1/4 であり、空隙への充填性能が高い。 
・従来のセメントに比較して添加水量が約 2/3 であり、固化時の自由水の発生が少ない。 
・実績が少ない。 

セメントガラスは、濃縮廃液、焼却灰などをペレット化した廃棄物を固型化する際の充填材と

して開発されたものである。ペレット化された廃棄物はドラム缶へ詰められ、その空隙にセメン

トガラスが充填される。セメントガラスは、粉末状の材料と添加水を混練し、廃棄物への充填は

重力を利用して注入される。セメント固化のように、廃棄物と固型化材料を均一に混練して固型
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化する用途には、現在のところ使用されていない 16,17)。なお、セメントガラスは規定された固型

化材料ではない。原子力発電所における実績では、北陸電力において、ペレット化された焼却灰

の固型化に使われている。 

4.1.4 アスファルト固化技術 
アスファルト固化法は、原子力発電所、使用済核燃料の再処理施設等で発生する低レベル放射

性廃棄物を加熱・溶融したアスファルトとともに混合し、固化体内に安定に閉じ込める廃棄物処

理法である。廃棄物中の残存水分のほとんどが作製過程において除去されるので、セメント固化

法に比べ優れた減容効果を持ち、また、耐浸出性も高い。廃棄物を数十%の高濃度まで含有可能

であることも特徴である。問題点としては、固化体自身が可燃性であることなどがある。他に以

下のような特色を有する。 
・充填率が 45wt%と他の固型化法よりも高い。 
・安価。 
・有機物の放射線分解により水素が発生する。アスファルトのG 値は～0.41 である 19)。 
・水の浸透作用により、アスファルト固化体が膨潤する。 
・固型化処理により重量が増加する。 

アスファルト固化体の作製方法は、大別してバッチ式（不連続式）と連続式の 2 種類があり、

さらに濃縮操作等の有無によって分類される。バッチ式固型化法は組成の異なる廃棄物を少量ず

つ排出する施設などに導入されている。前もって廃液の蒸発濃縮を行う方法と行わない方法の 2
つがあり、前者は廃液やスラッジの固型化に、後者はある程度乾燥した廃棄物の固型化に適して

おり、工程や操作技術が簡単である。連続式固型化法には固型化装置としてスクリューエクスト

ルーダ（押出機）と薄膜蒸発装置を用いる 2 つの方法がある。前者は廃棄物の形態を問わず、ま

た大量の廃棄物の処理が可能であるため、多くの原子力施設に導入されている。後者は濃縮廃液、

スラッジ、イオン交換樹脂などの固型化に使用される。アスファルトを固型化剤とした廃棄体基

準がある 18)。これまでに以下のような実績がある。 
実施場所：フランス、ベルギー、イギリス、日本（原子力機構 20））等 
対象廃棄物：低レベル廃液、イオン交換樹脂、スラッジ等 21) 

4.1.5 プラスチック固化技術 
プラスチック固化法は、高い減容効率、優れた固化体物性などの面から注目され、廃棄物の固

型化に有利な材料、処理プロセスの選択などのために、1970 年代初期から研究開発が始められた。

その結果、熱硬化性プラスチック及び熱可塑性プラスチックを使用する方法が採用されるように

なった。熱硬化性プラスチックは常温、常圧で、熱可塑性プラスチックは 180℃、常圧で固型化

される。プラスチック固化プロセスにはインドラムミキシング方式とアウトドラムミキシング方

式がある。いずれの方式においても、廃棄物は遠心薄膜蒸発缶型乾燥機を備えた乾燥処理系で粉

体化され、プラスチック固化系で重合固化される。プラスチック固化された物は、以下のような

特色を有する。 
・熱硬化性プラスチックは常温で固型化でき、一度硬化すると加熱しても流動しない。 
・熱可塑性プラスチックでは連続式による固型化ができ、脱水の前処理が不要である。 
・安価。 
・固化体自身が可燃性であるため、取り扱いに注意が必要である。 
・熱硬化性プラスチックでは、廃棄物をあらかじめ脱水する必要がある。 
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・有機物の放射線分解により水素ガスが発生する。 
・固型化処理により重量が増加する。 

濃縮廃液と使用済み樹脂の固型化実績から高い減容性が示されており、一例として、セメント

固型化法に比べ 1/4～1/5 の減容結果が得られている。プラスチックを固型化剤とした廃棄体基準

が存在する 22)。これまでに以下のような実績がある。 
実施場所：日本（原子力機構、電力）等 
対象廃棄物：低レベル廃液、スラッジ、イオン交換樹脂等 23,24) 

4.1.6 ガラス固化技術 
ガラス形成剤と廃棄物を混合して、加熱・溶融し、冷却固化する方法である。ガラス素材とし

ては「ホウケイ酸系」が主流である。ホウケイ酸ガラス系を利用する高レベル廃液の固化プロセ

スは（a）「液体供給式直接通電セラミックメルター（LFCM）方式」（アメリカ－ドイツ－日本）、

（b）「マルクール固化方式（AVM）またはラ・アーグ固化方式（AVH）」（フランス－イギリス）

の 2 方式に大きく分類される 25)。LFCM 法の固化条件は 1,100～1,250℃、常圧、AVM 法の固化条

件は 1,150℃、常圧である。 
ホウケイ酸ガラスは、主にケイ酸とホウ酸が網目構造を形成しており、結晶性の物質と違い、

イオン半径が異なる多種類の放射性物質を網目の中に安定に、均一に保持することのできる非晶

質構造である。すなわち、放射性物質はガラスと混ざるのではなく、色ガラスと同様、ガラス成

分の一つとしてガラスを形成している 26)。よって、様々な廃棄物成分を化学的に安定な物質に固

型化できる。ガラスは、溶融温度がセラミック材料などに比べ低く、そのため固化処理の過程で

の取り扱いが容易である。また、ガラスは水に対して非常に溶け難い安定な物質である 26)。これ

までに以下のような実績がある 27)。 
- 原子力機構（東海村TVF：LFCM 方式、1994 年ホット試運転開始） 
- 日本原燃㈱（六ヶ所村：LFCM 方式、2006 年アクティブ試験開始） 
- アメリカ（ハンフォード、サバンナリバー、ウエストバレー：LFCM 方式） 
- フランス（マルクール：AVM 方式、ラ・アーグ：AVH 方式、25 kg/h） 
- イギリス（セラフィールド：AVH 方式） 
- ドイツ（モル（ベルギー）、カールスルーエ：LFCM 方式、7 kg/h）など。 

4.1.7 溶融固化技術 
溶融固化法は、金属、保温材、焼却灰などの不燃性の廃棄物を加熱し、一度溶融状態にした後

に冷却固化することで、廃棄物を減容・安定化する方法である 28)。溶融技術は、加熱方式の違い

や出湯方式の違いによる様々な設備が検討されており、炉形式などの選択肢も多い 29)。 
高周波誘導加熱は、対象物に外部コイルから高周波を印加することで、電流を発生させ加熱す

る方式である。対象物を直接加熱する場合と、容器等を加熱し間接的に対象物を加熱する場合が

ある。直接加熱する場合には、対象物が導電性を持っている必要があるため、金属等に使用され

る。雑固体廃棄物に対しては、廃棄物を入れたキャニスタと呼ばれる容器を間接的に加熱する方

法が用いられる 30)。表面加熱方式は、バーナ加熱、プラズマ加熱とも呼ばれる方法で、廃棄物を

ガスバーナー、重油バーナやプラズマトーチを用いて、表面から加熱する方式である。ジュール

加熱方式は、溶融体に電極を挿入し通電することで、溶融体自体の電気抵抗によるジュール発熱

を利用する方法である。ジュール加熱では、初期の通電路が必要であるため、外部ヒータで溶融

体を作成した後に通電するといった方法がとられる。主に土壌を対象とするジオメルト工法 31)で
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は、廃棄物上部にカーボン粉などで初期導電路を作成し通電することで、固体状態からの溶融処

理を可能にしている。その他にも、マイクロ波を焼却灰に照射し、誘電加熱を行う方式 32)や焼却

炉の温度を焼却灰が溶融する 1300～1500℃付近まで高くすることで、焼却と灰の溶融を同時に行

うガス化溶融炉 33)という方式もある。溶融体は加熱をやめ、冷却することで固化する。そのため、

溶融した容器内で固化する方法と溶融状態で溶融体を移動させ固化する方法の 2 つに分けられる。

溶融固化された廃棄物は、充填固化体として現行法令においても位置づけられており、モルタル

により容器と一体化されたのち、埋設可能である 34)。以下のような特色を有する。 
・セメントやアスファルト等の固化法とは異なり、固型化するための媒体を追加せず、主

に廃棄物自身を溶融し固型化するため、廃棄物重量が増加しない。 
・減容効果を持つ 
・可燃物から無機材料までの幅広い対象物が処理可能である。 
・加熱時に、低融点の元素が揮発する。 
・1500℃程度の高温溶融物を扱うため、火災など潜在的リスクが高い。 
・加熱するため燃料費などがかかり処理コストが高い。加えて、高温溶融物を扱うための

耐火物など設備の建設・維持にかかるコストも高額である。 
・処理を行うことで、処理設備の耐火物など難処理の 2 次廃棄物が発生。 
・廃棄物表面等に付着している放射性核種が固化体内部に閉じ込められるため、容易に離

脱しないという長期安定化の効果が期待される。 
これまでに以下のような実績がある。 

・キャニスタを用いる誘導加熱炉（雑固体廃棄物）：国内 5 か所の原子力発電所（日本原

子力発電㈱東海第二発電所、中部電力㈱浜岡原子力発電所、関西電力㈱美浜原子力発電

所、中国電力㈱島根原子力発電所、九州電力㈱玄海原子力発電所） 
・プラズマを用いるもの（雑固体廃棄物）：日本原子力発電㈱敦賀と原子力機構原子力科

学研究所（高減容処理施設 焼却・溶融設備）、スイス 
・マイクロ波を用いるもの（焼却灰）：原子力機構大洗研究開発センター 
・ガス化溶融炉（焼却灰）：東京電力㈱福島第一原子力発電所 
・ジオメルト工法＜通電加熱＞（土壌）：アメリカ（設計、大規模試験） 
・炉体を用いる誘導炉（金属）：原子力機構原子力科学研究所（高減容処理施設 金属溶融

設備）、スウェーデン、イギリス 

4.1.8 焼結固化技術 
粉末状の廃棄物を圧縮等により成形し、その後 1000℃程度で焼成することで、固型化する処理。

原子力業界では、Cs 吸着ゼオライトの固型化処理として研究開発例がある 35)。Clemson 環境技術

研究所で開発が行われた焼却灰を対象とした例では、廃棄物である飛灰と添加物をミキサーで混

合し、その後押し出しあるいは圧縮によりペレット化している。製作したペレットを空気中ある

いは乾燥機で乾燥し、電気窯において、1050～1150℃で焼結させることで、ガラス状セラミック

相中に有害重金属を含む廃棄物（飛灰）を閉じ込め、有害重金属と環境の間に障壁を形成させた

固化体を製作している 36)。焼結固化法を用いて作製した固化体は、現行法令で廃棄体とすること

はできないため、モルタルなどを用いて充填固化体とする必要がある。以下のような特色を有す

る。 
・溶融と比較して、処理温度が低い。 
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・固化体の安定性が高い。 
・粉体を扱うため、飛散による汚染の可能性。 
・組成変動等の影響が不明。 
・加熱するため、潜在的なリスクがある。 
・加熱時に成分が揮発する可能性がある。 
・圧縮し減容したものを焼成することで、固化体自体の強度が増加する。 

一般産業界では、東京都水道局が、下水汚泥の焼却灰のみを原料として、金型にいれて圧縮成

型した後、1050℃前後で焼成したものをメトロレンガとして再利用している。 

4.1.9 水熱法 
水熱法は、水熱条件下で対象廃棄物とアルカリ溶液をオートクレーブと呼ばれる密閉容器に封

入し、圧力容器外部から内部蒸気圧よりも高い圧力（20～30 MPa）で機械的に加圧することによ

り、粒子間隙に存在する水を圧縮容器内にある水の逃げ場へ搾り出し緻密化させると同時に、熱

水（300～350℃）の作用により粉末粒子間を結合させ、廃棄物を結晶化させることで機械的強度

の高い成形体を作製する技術である。別名、アパタイト処理法とも呼ばれる。固型化対象廃棄物

は、焼却灰、廃溶媒などである。使用する材料は廃棄物、バインダ（シリカなど）及び水酸化ナ

トリウム溶液である。水熱法を用いて作製した固化体は、現行法令で廃棄体とすることはできな

いため、モルタルなどを用いて充填固化体とする必要がある。以下のような特色を有する。 
・装置及び固化体作製工程が単純であり、遠隔操作も可能である。 
・反応温度がセラミックス固化及びガラス固化と比較して低温であり、加圧することによ

り液体が気化しないため、セシウム等の揮発性核種の蒸発が問題とならない。 
・有害物の浸出率は低い。 
・固化体の圧縮強度は最大で 200 MPa 程度で、作製した固化体は、高温や水熱条件下に対

して非常に安定である 37)。 
三井造船株式会社では、次のように行った例がある。焼却灰、粉末添加剤及びアルカリ水溶液

をそれぞれ所定の割合で混練した後、シリンダに自由落下で試料供給する。大型油圧プレス機に

より 35 MPa の圧力で圧縮する。圧縮した形でシリンダの外側に設置した電気ヒータにより約

300℃に加熱しその状態を保持する。圧縮体形成後シリンダを冷却し、シリンダを 80℃以下に冷

却した後、圧縮体をシリンダから取り出す。この技術は日本原燃株式会社（再処理事業所再処理

施設：青森県六ケ所村）の低レベル放射性粉体（廃溶媒乾溜分解生成物と焼却灰）の圧縮成形設

備に応用されている。38) 

4.1.10 HIP 固化法（熱間等方圧加圧固化法） 
HIP (Hot Isostatic Pressing)固化とは、廃棄物を火成岩の形成過程と同等の高温高圧条件下で処理

することにより、固化体を作製する手法である。数 100～2000℃の高温と数 10～200 MPa の等方

的な圧力を被処理体に同時に加えて処理する。通常は Ar などのガスを圧力媒体として等方的な

圧力を加える。本技術は 1950 年代に米国 Battelle 研究所で開発され、日本では 1960 年代後半の

超硬合金への適用から始まった。処理法はカプセル法とカプセルフリー法があり、カプセル法は

粉末または粉末成形体などの被処理体を、圧媒ガスに対して気密な材料でできたカプセル内に封

入し、脱気した後、HIP 処理を行う方法で、通常の焼結では緻密に焼結できないような材料でも

高密度化を達成できる利点があり、粉末材料の加圧焼結によく採用されている。一方、カプセル

フリー法はカプセルを使用せずにHIP 処理を行うもので、焼結品の残留空孔の除去、鋳造品の内
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部欠陥除去および疲労・クリープ部品の再生に用いられる 39)。以下のような特色を有する。 
・高温処理中に高圧条件を維持することにより発生するガスの揮発を防止し、二次廃棄物

を著しく低減できる 40)。 
・高強度で割れが発生しにくい固化体であり、ヨウ素及びケイ素の規格化浸出率は極めて

低い。 
一般産業界ではHIP 処理は粉末材料の加圧焼結、焼結品の残留空孔の除去など広範囲に応用さ

れている。使用済燃料再処理施設から発生するオフガス中の放射性ヨウ素の回収に使用される銀

系吸着材フィルタの処理を目的とした試験が株式会社 神戸製鋼所により実施され、ヨウ素の安定

同位体含有のゼオライト（Ag-X）を固型化できることが確認されている 41,42)。廃棄物の固型化分

野に関しては実績はない。 

4.1.11 ペレット成型・圧縮固化法 
廃棄物に少量のバインダを添加して、加圧しペレット化する方法である。一般産業界では、水

処理汚泥等の処理過程において、脱水ケーキと呼ばれるスラリー状の廃棄物に圧力をかけること

によって、脱水しつつ、ペレット化する 43)。以下のような特色を有する。 
・処理過程が簡易で、処理時間が短い。 
・減容と固型化が一つの処理で行われる。 
・粉体を扱うため、飛散による汚染の可能性。 
・固化体の安定性について、情報が少ない 
・スラリー状、粉状の廃棄物に、少量のバインダを添加し機械的に圧縮するため、減容効

果は高い。 
・固型化の安定性は低く、粉体やスラリー状などの廃棄物の高減容化と安定貯蔵に主眼が

置かれる。 
放射性廃棄物に対しては、原子力発電所の運転等で発生する濃縮廃液を、乾燥機により水分を

除去し乾燥させた後、造粒設備によって粒状に圧縮成型しペレット（造粒固化体）とする処理が

行われていた。造粒機とスクリュー押し出し機を用いた方法がある 44,45)。ペレット成型を用いて

作製した固化体は、セメントと固型化することで、現行法令で廃棄体とされている 46)。これまで

に、福島第一原子力発電所と原電東海において、遠心薄膜蒸発缶型乾燥機によって乾燥させた粉

末状の廃棄物を造粒機によりペレット化した実績がある。 

4.2 セメント固化に関する基礎試験 
スラッジとゼオライトの長期保管方策の検討において、十分な保管性能が担保されないケース

に対応するため、実績のある処理技術の適用性を明らかにしておくことが重要である。低レベル

廃棄物に対して実績のあるセメント固化を対象とした基礎的な試験検討を実施した。 

4.2.1 除染装置のスラッジのセメント固化 
予備調査として、スラッジの基本的な硬化性を確認するため、一般的なセメント材である普通

ポルトランドセメント（以下「OPC」という）と高炉セメント(B 種)（以下「BB」という）を用

い、スラッジの充填率をパラメータに硬化日数、固化体膨張の有無、固化体の強度を調べた。 
東京電力から提供を受けた模擬スラッジ液は溶液を多く含み、固型分（スラッジ）が液中に分

散していることから、そのままではセメント固化に適さないため、以下の手順で予め乾燥処理を

行い、これを粉砕して試験試料とした。 
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① 模擬スラッジを容器内で一定時間静置させてスラッジを自然沈降させる。 
② スラッジが自然沈降した後に上澄み液を抜き取る。 
③ 容器内からスラッジをバットに回収し、乾燥機内で 110℃に加温し、重量変化がなくな

るまで乾燥させる。 
④ 乾燥したスラッジを乳鉢で 1～2mm 程度に粉砕する。 

図 4-1 に試料調整過程の状態を示す。 
 

     
 上澄み液除去後 乾燥処理後 粉砕前 粉砕後（試験粉） 
図 4-1  試料調整過程の状態 
 
試料の混練は、手練りで行った。容器（100 mL）に所定量の乾燥スラッジ(55～70 g)、混練水、

セメント、ポリカルボン酸系減水剤を入れた後、撹拌棒等で混練し、試料が均一になったことを

目視で確認し操作終了とした。混練時間は 2～3 分程度であった。試験条件を表 4-1 に示す。水

セメント比は、予め手練りで容易に混練できることを調べて設定した。混練終了後に容器から養

生用の容器に移し替えて、室内にて養生を 28 日間行った。容器から固化体を取り出し、一軸圧縮

試験機で固化体の強度を調べた。測定には、モルタル全自動圧縮試験機 ハイアクティス -200L
（㈱マルイ製）を用いた。 
 
表 4-1  スラッジのセメント固化に関する試験条件一覧表 

試料No 固型化材 スラッジ充填率（%） 水セメント比 減水剤量※（%） 
P40/08 OPC 40 0.8 2.0 
P40/10 OPC 40 1.0 2.0 
P50/12 OPC 50 1.2 2.0 
P55/16 OPC 55 1.6 2.0 
P55/20 OPC 55 2.0 5.0 
P60/20 OPC 60 2.0 5.1 
P60/30 OPC 60 3.0 8.2 
B40/10 BB 40 1.0 － 
B45/15 BB 45 1.5 － 
B50/10 BB 50 1.0 － 
B50/15/1 BB 50 1.5 － 
B50/15/2 BB 50 1.5 1.0 
B50/20 BB 50 2.0 － 
B55/20/1 BB 55 2.0 － 
B55/20/2 BB 55 2.0 1.5 
B60/20 BB 60 2.0 － 
※セメント重量に対する添加率。 
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各固化条件における硬化日数等の観察結果を表 4-2 に示す。 
 
表 4-2  硬化日数等観察結果 

試料No 混練物の流動性※ 硬化日数 ブリーディング 膨張/収縮 クラック 
P40/08 良好 1 無 無 無 
P40/10 良好 1 有 無 無 
P50/12 良好 1 無 無 無 
P55/16 不良 1 無 無 無 
P55/20 良好 1 無 無 無 
P60/20 不良 1 無 無 無 
P60/30 良好 1 無 無 無 
B40/10 良好 1 無 無 無 
B45/15 良好 2 無 無 無 
B50/10 不良 1 無 無 無 
B50/15/1 良好 4 無 無 無 
B50/15/2 良好 4 無 無 無 
B50/20 良好 3 無 無 無 
B55/20/1 良好 2 無 無 無 
B55/20/2 良好 2 無 無 無 
B60/20 不良 5 無 無 無 
※混練ペーストを容器に充填する際に、自重で流れるものを良好とし、流れないものを不良とした。 

 
OPC を使用した場合、いずれの試料も混練 1 日後には硬化（手で押しても型崩れしない程度）

していた。混練終了から固化体の圧縮試験日までの 28 日間の養生過程において固化体の膨張現象

は見られなかった。また、固化体の圧縮強度(28 日後圧縮強度)は、図 4-2 に示すとおり、スラッ

ジの充填率の増加とともに大きく低下しており、スラッジの充填率が固化体の強度に大きく影響

することが確認された。これはスラッジの充填量を上げることで相対的にセメント量が減少する

ために強度が低下していると考えられる。固化後における固化体の外観写真（一例）を図 4-3 に

示す。 
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図 4-2  スラッジ充填率と固化体強度との関係(OPC 使用時) 
ブリーディングの発生がなく流動性が良好であった試料の固化体強度をプロット。 
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図 4-3  スラッジセメント固化体の外観（スラッジ充填率：50％） 
 
一方、BB の場合においても、OPC と同様にスラッジ充填率の増加とともに圧縮強度(28 日後圧

縮強度)は減少した。固化体の圧縮強度は、図 4-4 に示す通りOPC に比べてやや高い値を示した。

圧縮強度を測定した試料の破断面を観察した結果では、固化物に偏析や色むらは見られなかった。

硬化日数については、OPC ではいずれの条件でも 1 日で硬化したが、BB はスラッジ充填率が

50wt%以上及び水セメント比が 1.5 以上のケースで硬化日数が 2 日以上となった。 
 

 
図 4-4  スラッジ充填率と固化体強度との関係(BB 使用時) 
 
以上の結果から、廃スラッジは一般的な固型化材（OPC、BB）で固めることが可能であり、40％

程度の充填率であれば強度も十分に期待できることが分かった。また、硬化過程においても固化

体の収縮や膨張などの特異な現象も発生しないことが分かった。今後、さらにセメント固化の適

用性検討を進めるためは、以下のような点について調査を行う必要がある。 
・スラッジ成分や性状の変動の影響の確認 
・廃液中に含まれる有害成分や放射性セシウムの固化体からの溶出特性 

4.2.2 セシウム吸着装置の廃ゼオライト 
廃ゼオライトに関して、スラッジ試験と同様に OPC、BB を用いて固めることができるか試験

により確認した。ゼオライトの充填率をパラメータに、硬化日数、固化体膨張の有無、固化体の

強度について調べた。 
試験に用いたゼオライトは、東京電力から提供を受けた Kurion 社製の未使用ゼオライト 

Hershelite（以下「ゼオライト H」という）と Ag 坦持 Hershelite（以下「ゼオライト AGH」とい
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う）である。試料は、若干の水分を含んでいたため、固化条件を整える観点から乾燥処理したも

のを試験試料とした。110℃にて 24 時間乾燥した後のゼオライトの外観を図 4-5 に示す。 
 

   

 Hershelite (H) Ag 坦持Hershelite (AGH) 
図 4-5  乾燥後のゼオライトの外観 

 
試料の混練操作は 4.2.1 項にて述べたスラッジの場合と同様である。始めに乾燥ゼオライトとセ

メントを入れて空練りした。試験条件を表 4-3 に示す。 
 
表 4-3  試験条件 

試料No ゼオライト 固型化材 充填率(%) 水セメント比 減水剤量※ (%) 

P40/12 H OPC 40 1.2 － 
P40/12/2 H OPC 40 1.2 2.0 
P45/20/3 H OPC 45 2.0 3.0 
P30/10/2 H OPC 30 1.0 2.0 
B40/12/2 H BB 40 1.2 2.0 
P40/12/2/A AGH OPC 40 1.2 2.0 
B40/12/2/A AGH BB 40 1.2 2.0 
※セメント重量に対する添加率。 
 
混練後のセメントペーストは、φ28mm×H 73 mm の円筒型プラスティック容器に充填し、室

温、湿潤条件で養生した。養生 1、2、5、7、14、21 日目で固化性状（硬化の状態、ブリーディ

ング水、膨張、クラック）の目視観察を実施し、養生 28 日目で養生容器から固化体を取り出し、

一軸圧縮強度を測定した。 
固化性状の目視観察の結果を表 4-4に示す。混練物の流動性は、全ての試料で不良であったが、

いずれも一日後には硬化していた。特徴的なケースとして P30/10/2 は、流動性が不良であるにも

関わらず、ブリーディング水が観察されている。また、スラッジでは見られなかった固化体の膨

張が P40/12/2、B40/12/2、P40/12/2/A、B40/12/2A で観察された。ゼオライト AGH の固化体膨張

率は、ゼオライト H の固化体膨張率に比べて大きく、特に膨張率が大きかった P40/12/2/A、

B40/12/2/A は、固化体上部に膨張に伴うクラックが発生していた。さらにゼオライト AGH の固

化体表面は、黒く変色しており、ゼオライトに坦持されている銀がセメント中のアルカリ成分と

反応して析出したと考えられる。なお、固化体の膨張原因等については、現在のところ不明であ

る。 
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表 4-4  固化性状の調査結果 
試料No 混練物の流動性※1 硬化日数 ブリーディング 膨張※2 クラック 

P40/12 不良 1 無 無※3 無 
P40/12/2 不良 1 無 有(4.1%) 無 
P45/20/3 不良 1 無 無※3 無 
P30/10/2 不良 1 有 無 無 
B40/12/2 不良 1 無 有(2.3%) 無 
P40/12/2/A 不良 1 無 有(5.0%) 有 
B40/12/2/A 不良 1 無 有(4.8%) 有 
※1 混練ペーストを容器に充填する際に、自重で流れるものを良好とし、流れないものを不良とした。 

※2 膨張は膨張前後の高さ変化から求めた。 

※3 流動性が極めて低く、膨張の確認が困難であったため無とした。 

 
固化体の圧縮強度（28 日圧縮強度）は、図 4-6 に示す通り、ゼオライト充填率が 40%の固化体

で最も強度が高くなった。これは、充填率を上げた場合、相対的にセメントの量が減少するため

強度が低下し、一方で充填率を下げた場合、ブリーディング水の発生に伴う固化体の不均一化に

より強度が低下していると考えられた。また、セメント材やゼオライトの種類による圧縮強度へ

の影響は、図 4-7 に示す通り、本試験において有意な差は観察されなかった。一例として、固化

後における固化体の外観写真を図 4-8 に示す。 
 

 
図 4-6  ゼオライト充填率と固化体強度との関係 
 

 
図 4-7  セメント材やゼオライトの種類と固化体強度との影響 
(固化体組成：充填率 40%、 水セメント比 1.2、 減水剤 2%) 
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 ゼオライトH ゼオライトAGH 
図 4-8  ゼオライトセメント固化体（充填率：40%）の外観 
 
以上の結果から、ゼオライトに関しても一般的な固型化材（OPC、BB）で固めることが可能で

あり、40％程度の充填率であれば強度も十分に期待できることが分かった。しかし一方では、ス

ラッジの固化では見られなかった、固化体の膨張やクラックが観察された。また、混練水の僅か

な増量でブリーディング水が発生することや、ブリーディング水が発生するほどの水セメント比

であっても、その流動性は低いなど、スラッジの固化に比べて好適な固化条件を設定することが

難しいことが分かった。 
これらの点を踏まえ、ゼオライトのセメント固化の適用性を更に検討するためには、スラッジ

のセメント固化試験で挙げた調査項目（有害物質の浸出特性の確認等）に加えて、固化体の膨張

抑制策やゼオライトの性質に対して裕度のある配合条件などについても調査していく必要がある。 

4.3 ガラス固化に関する基礎試験 
スラッジとゼオライトの長期保管方策の検討において、十分な保管性能が担保されないケース

に対応するため、4.2 節にて述べたように、実績のある処理技術の適用性を明らかにしておくこと

が重要である。高レベル廃棄物に対して実績のあるガラス固化を対象とした基礎的な試験検討を

実施した。 
ガラス固化法は、高レベル放射性廃液（HLLW）の処理技術として開発実用化されている。同

法は、高温溶融により様々な放射性核種を含む廃棄物をガラスマトリクスに均質かつ多量に充填

でき、廃棄物充填ガラスは優れた耐浸出性、耐熱性、耐放射線性を有する特長がある。その反面、

揮発性物質等の放出を抑制するために排ガスの処理が必要となる。 
汚染水処理に伴う二次廃棄物の廃棄体化技術としてのガラス固化法の適用性評価並びに他候

補技術との比較評価に資する基礎データ（組成範囲、処理条件、減容率、ガラス物性等）を取得

することを目的として、ゼオライト及びスラッジを対象としたルツボ規模の基礎試験を行った。 

4.3.1 セシウム吸着装置の廃ゼオライト 
Kurion 社のセシウム吸着装置で用いられているHershelite (H)、銀添加Hershelite (AGH) 及び表

面改質ゼオライト (SMZ; Surfactant Modified Zeolite) の 3 種類を対象に、これらをガラス化するた

めの条件、減容率、ガラス化後のCs 残存率及びガラス物性を評価した。 
ゼオライトの主要組成は SiO2、 Na2O 及び Al2O3であり、1,500ºC 程度まで加熱することでガ

ラス化できると考えられるが、加熱容器等の材料の腐食、放射性物質等の揮発等の観点からより
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低温で溶融することが好ましい。そこで、既存の HLLW ガラス固化と同様のプロセスを想定し、

実用的な溶融温度（1,200ºC 程度を上限の目安とする）でガラス化するための組成を熱力学平衡

計算ソフトウェア Factsage を用いて理論的に検討した。ここで、目標ガラス組成の Na2O 濃度を

15 または 20 wt%となるようにゼオライトにNa2O 成分を補助的に添加することとした。また、ガ

ラス特性向上に寄与するホウ素成分は目標ガラス組成の 10 wt%（B2O3として）、廃ゼオライト吸

着核種を模擬して非放射性のセシウム成分を同 5 wt%（Cs2O として）となるように添加すること

とした。 
それぞれのゼオライトに対し、上述の組成となるように試薬（Na2CO3、H3BO3 及び Cs2CO3）

を添加・混合し、1,200ºC で 2 時間溶融した後、室温まで冷却し固化試料を得た。固化試料の作

製量は 100 g とした。 
作製した固化試料の外観及び XRD パターンを図 4-9 に示す。図中に記した試料名称は、例え

ば「H-N20」は、用いたゼオライトがH で、目標ガラス組成のNa2O 濃度を 20 wt%に調製したこ

とを意味する。いずれの試料においてもガラス特有の光沢が認められ、XRD パターンからもガラ

ス化していることが確認された。AGH 固化試料に認められた金属粒子は、ヨウ素除去のため担持

された Ag である。H-N15 及び H-N20 では表面に白色析出物が微量生成した。白色析出物を

SEM-EDX により分析を行ったところ、S、Ca、Ba、Na 及び Cs 等が検出されたことから、アル

カリ土類金属及びアルカリ金属を含む硫酸塩であると推察される。硫黄成分は、ホウケイ酸塩ガ

ラスへの溶解度が SO3換算で 0.8～1.0 wt%程度と比較的低いことが知られている 1–4)。H-N15 及び

H-N20のガラス組成中の硫黄成分は溶解度にほぼ等しい濃度であることから局所的な偏在が生じ

た箇所で溶解度超となり相分離したと考えられる。Cs を含む硫酸塩は水溶性であり、処分安全評

価において地下水と接触した際に環境中に直ちに放出されることとなるため、硫酸塩に処分上重

要な核種が含有される場合に配慮の必要が生じる可能性がある。したがって、ガラス固化体製造

時に硫酸塩の生成を極力抑制することが望ましいと考えられる。 

10 20 30 40 50 60

2θ [deg]

I
n
t
en
s
it
y
 [
a
.u
.
]

H-N15

AGH-N15

SMZ-N15

H-N20

AGH-N20

SMZ-N20

▼：Ag
▼

▼

H-N15 AGH-N15 SMZ-N15

H-N20 AGH-N20 SMZ-N20

 
図 4-9 ゼオライトのガラス固化試料の外観及びXRD パターン 
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ゼオライトの体積（A）とこれを用いて作製したガラス試料の体積（B）から減容率（B/A×100 %）

を求めた。H 及び AGH のゼオライトの場合に減容率は 35%程度であった。これは、ガラス化す

ることでゼオライトの体積の約 1/3 に減容できることを意味している。この高い減容率は、H 及

びAGH に含まれる多量の空隙がガラス溶融の過程で消失したことに起因する。SMZ は、H 及び

AGH よりかさ密度が大きいため減容率は 55%前後であった。 
高温を要するガラス固化法では、比較的揮発しやすい Cs のガラス溶融時の気相及びガラスへ

の移行挙動を把握しておくことが重要である。移行挙動は、実験系や規模に依存するため、最終

的には実機での評価が必要となるが、ここでは、Cs を吸着させた少量（数 g 規模）のゼオライト

H（Cs-H）を用いて、加熱温度及び加熱時間が Cs 残存率に及ぼす影響を評価した。Cs の定量分

析には ICP-MS を用いた。 
加熱温度及び加熱時間とCs 残存率との関係を図 4-10 に示す。図 4-10(a) に温度に対する依存

性を示すように、Cs-H は加熱温度 700 ºC に比べて同 900～1,200ºC では高い残存率となった。こ

れは、700℃では 2 時間の加熱保持後においてもゼオライト構造が保持されていることがXRD に

より確認されたことから、同構造中の細孔を経由して Cs の粒子表面への拡散が生じ揮発が進行

したと考えられる。それに対して、900～1,200ºC では、同温度までの昇温時間が 1.5～2 時間（昇

温速度：10ºC/min）であり、揮発しやすい 700ºC 付近の温度領域を速やかに経由したこと、また、

ゼオライト構造が破壊され空洞が消失したことで 700ºC の場合よりも多くの Cs が内部に留まっ

たものと考えられる。Cs-H とガラス化原料（Na2CO3及び H3BO3）との混合物（ガラス化組成）

の場合では、加熱温度とともに残存率が低下し、温度依存が顕著であった。これは、試薬添加に

より温度上昇に伴い流動性が高まったことで、試料表面からの揮発に加えて試料内部から表面へ

Cs が拡散しやすくなったためと推察される。図 4-10(b) に時間依存性を示すように、加熱保持時

間とCs 残存率の関係としては、加熱温度 700ºC では 30 分以後は残存率にほとんど変化は見られ

なかった。一方、同 1,100ºC では、30 分以後も緩やかな揮発が継続する傾向が認められた。これ

は、上述した通り、試料内部から表面への Cs 拡散が生じていることを示唆していると考えられ

る。なお、本試験は数 g 程度の小規模であり、気相と接触する試料の表面積が大きいため、実規

模に比べて保守的、すなわち揮発しやすくガラスへの残存率が低くなる条件であったと考えられ

る。 
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(a) 加熱温度         (b) 加熱保持時間 
図 4-10 加熱温度及び加熱時間とCs 残存率との関係 
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H-N20 及び SMZ-N20 のガラス物性測定結果を表 4-5 に示す。処分の観点から重要な浸出特性

をはじめとするガラスの諸物性は、模擬高レベルガラス（原子力機構のガラス固化技術開発施設

（TVF）で製造されている高レベルガラス固化体組成を模擬したガラス）と同程度であった。 
 

表 4-5 ガラス物性測定結果 

評価項目 H-N20 SMZ-N20 
参考 

（模擬高レベルガラス） 

浸出速度* (10–5g/cm2/d) 1.58 2.15 2 

密度 (g/cm3) 2.58 2.59 2.7~2.8 

熱膨張係数 (10–6/ ºC) 11.6 12.1 8~9 

ガラス転移温度 (ºC)  500 503 約 500 

比熱 (J/g/K) 

20 ºC 
150 ºC 
300 ºC 
400 ºC 
1,100 ºC 

0.784 
0.970 
1.102 
1.146 
1.64 

0.782 
0.972 
1.104 
1.165 
1.69 

約 0.9（100 ºC） 

 
定式化 
Cp=a+bT+cT2 
(20 ≦ T ≦400 ºC) 

a 
b 
c 

0.750 
1.74×10-3 

–1.88×10-6 

0.750 
1.70×10-3 

–1.66×10-6 

熱伝導率 (W/(m･K))  

20 ºC 
150 ºC 
300 ºC 
400 ºC 

0.941 
1.13 
1.28 
1.37 

0.954 
1.16 
1.3 
1.42 

約 0.9（100 ºC） 

 
定式化 
λ=a+bT 
(20≦ T ≦400 ºC) 

a 
b 

0.937 
1.12×10-3 

0.949 
1.19×10-3 

溶融ガラス粘度 (Pa･s)  
800 ºC 
1000 ºC 
1,200 ºC 

3151 
93 
14 

－ 
4.0（1150 ºC） 

 
定式化 
logη=a+b/(T-c) 
(800≦ T ≦1200 ºC） 

a 
b 
c 

–1.69 
2.49×103 
3.21×102 

－ 

* MCC-1 準拠法による。 
 
セシウム吸着装置で発生する廃ゼオライトに対して、試薬を加えて適切に Na2O 濃度を調整す

ることで、1200 ºC においてガラス化が可能であり、それにより高い減容化が達成できることが分

かった。ガラス化や Cs 残存率については、実験室規模から実規模へのスケール効果を試験によ

り確認することが必要であるが、上記で得られた基礎的知見に基づけば、廃ゼオライトの廃棄体

化技術としてガラス固化法は適用できる可能性は高いと評価できる。また、硫酸塩析出防止対策

やガラス固化処理方式（インキャン法、LFCM 法及び CCIM 法等）、前処理工程やオフガス処理

工程も含めたプロセスフロー等の実用化検討及び課題の摘出が必要である。その際の重要な視点

としては、ガラス固化処理の容易性やプロセスの簡素化、低処理コスト、ゼオライト以外の対象

廃棄物の多様性等が挙げられる。 

4.3.2 除染装置のスラッジ 
除染装置で発生するスラッジには、Sr と共沈したBaSO4、Cs を包含するフェロシアン化物とと
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もに、原子炉に注入された海水を起源とする成分（Na、Cl 等）が含まれると推定される 5)。この

ような複雑な形態を有する廃棄物処理へのガラス固化法の適用性検討のためには、各成分のガラ

スへの充填挙動や物性に及ぼす影響を明らかにしておく必要がある。 
スラッジを廃棄体化するためのガラス媒体候補として、ホウケイ酸塩ガラス及び鉄リン酸塩ガ

ラスの 2 種類の固化媒体を用いて、ゼオライト固化試験（4.3.1 項）と同様にルツボ規模（固化試

料の作製量：100 g）の基礎試験を行った。鉄リン酸塩ガラスについては、様々な元素を多量に含

有できることや化学的耐久性が高い等の特長があり、放射性廃棄物の固化媒体として近年注目さ

れている 6–10)。 
スラッジに比較的多く含まれると想定されるBaSO4を、HLLW の固化媒体として使用されてい

るホウケイ酸塩ガラス原料によりガラス化する試験を行ったところ、硫黄成分の溶解度は過去の

知見 1–4) と同程度の 0.8 wt%（SO3として）で、溶解度超で認められた結晶析出物には水溶性のア

ルカリ硫酸塩が含まれることが分かった。 
鉄リン酸塩ガラス（IPG）媒体を用いて、BaSO4、NaCl 及びフェロシアン化物成分（フェロシ

アン化物の模擬として、K2CO3、Fe2O3、NiO 及び Cs2CO3の混合物を使用）のそれぞれを対象と

した固化試験を行った。IPG 媒体組成は、30Fe2O3-70P2O5（IPG①）、35Fe2O3-65P2O5（IPG②）及

び 40Fe2O3-60P2O5（IPG③）を用いた。 
試験結果を表 4-6 に示す。ガラス化挙動については、スラッジに含まれる各成分のガラスへの

最大充填率を把握するとともに、ガラス溶融の過程で BaSO4の硫黄及び NaCl の塩素が相当量揮

発すること、放射性核種の模擬として添加した Sr はほぼ全量が、Cs は 90%超がガラスに充填さ

れることが分かった。ガラス物性については、IPG－BaSO4系及び IPG－フェロシアン化物系では

ガラス転移温度が上昇、すなわち熱的安定性が増加する傾向が認められた。一方、IPG－NaCl 系
では、ガラス転移温度及び化学的耐久性が低下する傾向が認められたが、廃棄体特性上問題には

ならない程度と考えられる。これは、ラマン分光測定結果から、NaCl 充填によりガラスの架橋構

造が切断され、不安定化したことに起因すると考えられる。 
ホウケイ酸塩ガラス媒体に関する試験では、硫黄成分のガラスへの溶解度が低く、溶解度超で

水溶性の硫酸塩として生成することが確認された。同媒体によるHLLW の固化処理は商用プラン

トで実用化された技術であるものの、HLLWと性状が大きく異なるスラッジへの適用においては、

特に水溶性の硫酸塩の析出防止対策や海水起源の塩素のガラス化挙動等について、今後さらに検

討を進めていく必要がある。 
鉄リン酸塩ガラス媒体に関する試験において、スラッジの各成分の最大充填率及びガラス物性

を評価した結果、鉄リン酸塩ガラスがスラッジの固化媒体として適用できる可能性があることが

分かった。今後は、模擬スラッジを用いた固化試験に着手し、ガラス化範囲や高温溶融後の Cs
残存率及びガラス物性等の取得評価を行う予定である。 
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表 4-6 スラッジに含まれる各成分のガラス化挙動及び物性に及ぼす影響 

 
試験系 

IPG－BaSO4系 IPG－NaCl 系 IPG－フェロシアン化物系 
試験条件    

 調合原料 ・IPG①+BaSO4 
・IPG②+BaSO4（一部、SrSO4

置換系を含む） 
・IPG③+BaSO4 

・IPG①+NaCl 
・IPG②+NaCl 
・IPG③+NaCl 

・IPG①+Fe2O3+NiO+K2CO3 
+Cs2CO3 

・IPG②+Fe2O3+NiO+K2CO3 
+Cs2CO3 

 溶融条件 ・1,250 ºC－0.5 h ・1,050 ºC－0.5 h ・1,250 ºC－0.5 h 
試験結果    

 ガラス化挙動 ・BaSO4のうち、硫黄はほぼ
全量揮発し、Baがガラス
中に残存 

・Sr成分はほぼ全量ガラス中
に残存 

・NaCl のうち、Naはほぼ全
量がガラス中に残存し、
Cl は大部分（68～84%）が
揮発 

・Fe、Ni 及びKはほぼ全量
がガラス中に残存 

・Csは 80～90%程度がガラ
ス中に残存 

  ・最大充填率は約 48mol%
（BaO） 

・最大充填率は、Na2Oは約
19mol%、Cl は約 15mol% 

・最大充填率は、約 20mol%
（Fe2O3+NiO+K2O+Cs2O
の合計） 

  ・最大充填率超では
BaFe2(PO4)3等の結晶析出 

 

・最大充填率超では
NaFeP2O7、FeCl2、NaCl 等
の結晶析出 

・最大充填率超ではFe2O3、
NiFe2O4、FePO4等の結晶析
出 

 ガラス物性    
  浸出速度 

(MCC-1 準拠法) 
・BaO 及び SrO 充填ガラス
は高レベルガラスに比べ
て 1/10～1/100 程度の浸出
速度 

・NaCl 充填ガラスは高レベ
ルガラスに比べて 1/10 程
度の浸出速度 

（次年度以降評価予定） 

  線膨張係数 ・BaO充填に伴い上昇 ・NaCl 充填に伴い上昇 ・フェロシアン化物成分充填
に伴う変化はほとんど無
し 

  ガラス転移温度 ・BaO充填に伴い上昇 ・NaCl 充填に伴い低下 ・フェロシアン化物成分充填
に伴う変化はほとんど無
し 
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5. 放射性廃棄物の処理・処分技術の開発b 

2 から 4 章には汚染水の水処理に伴う二次廃棄物に関する成果を示した。事故に由来する廃棄

物には、水処理二次廃棄物とともに、爆発により生じた汚染ガレキ、処理水タンク等を設置する

ために生じた汚染伐採木等があり、また、将来には原子炉建家等の解体廃棄物が発生し、放射性

廃棄物の量は通常の原子炉解体廃棄物に比して相当に増大するものと考えられる。すなわち、従

来にはない種類あるいは汚染状態の廃棄物を大量に処理・処分する必要が生じており、処理・処

分の方策を確立するための研究開発が求められている。これまでに、ガレキ等の性状調査、難測

定核種の分析技術、処分技術に関する取り組みに着手しており、それぞれの成果を概説する。 

5.1 ガレキ等の性状調査等 
福島第一原子力発電所の事故では、原子炉施設の損壊により表面が放射性物質で汚染されたガ

レキ等が放射性廃棄物として多量に発生した。これらの廃棄物に対する処理・処分方策を検討す

るためには、この中に含まれる放射性核種の種類と放射能濃度を詳細に把握することが必要とな

る。福島第一原子力発電所内のガレキ類の放射能性状の把握を目的に、1、3、4 号機原子炉建屋

周辺のガレキ（各 10 試料、試料名：1U-01~10、3U-01~10、4U-01~10）、保管中の伐採木（5 試料、

試料名：T-01~05）、生木（3 号機周辺の松の枝葉、2 試料、試料名：T-06、07）を採取し、詳細な

放射能分析を行った。輸送できる試料量に制約があったことから、表面線量率を測定し、各エリ

アについて最大値と最小値を含むように、計 19 試料を選定し、原子力機構東海研究開発センター

原子力科学研究所に輸送した。また、合わせて 4 号機プールに保管中であった新燃料に付着して

いた異物（2 試料、試料名：4U-N01、N02）も分析した。輸送した試料の情報を表 5-1 に示す。 
事故により発生したガレキ類は、通常の操業において発生した放射性廃棄物とは放射性核種の

組成が大きく異なることが予想される。評価対象の候補となる核種は、2.1.1 項に示した計 38 核

種のうち、ガレキ類の全体な傾向を把握するため、分析試料数を増やし、分析対象とする核種数

を絞り込むこととした。分析対象核種は、 
・揮発性の高いと考えられる、核分裂生成物と材料の放射化生成物 
・処分安全評価上、重要となるTRU 核種 
・放射化生成物のうち γ線放出核種 

の観点から、H-3、C-14、Cl-36、Co-60、Se-79、Sr-90、Nb-94、Tc-99、I-129、Cs-137、Eu-152、
Eu-154、Pu-238、Pu-239、Pu-240、Am-241、Cm-244 を選定した。 
分析は、「研究施設等廃棄物に含まれる放射性核種の簡易・迅速分析法（分析指針）3)」に基づ

く手法で実施し、供試量は 1 核種あたり 0.5～1 g とした。 
 
 
 
 
 

                                                        
b 本章は、経済産業省資源エネルギー庁からの委託による「平成 24 年度地層処分技術調査等事業（高

レベル放射性廃棄物処分関連：先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発）」の成果の一部で

ある。 
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表 5-1  輸送試料の情報 
 

No. 試料名 表面線量率 
(μSv/h) 

質量 
(g) 形状等 

1 
1 号機周辺 
ガレキ 

1U-06 63.4 165.4 塊状(こぶし程度の大きさ)，塗膜有り(水色、ベージュ) 
2 1U-07 2.4 131.2 塊状(こぶし程度の大きさ)，塗膜有り(ベージュ) 
3 1U-08 15.4 155.7 塊状(こぶし程度の大きさ)，塗膜有り(灰色) 
4 1U-09 16.4 92.6 塊状(こぶし程度の大きさ)，塗膜有り(水色) 
5 

3 号機周辺 
ガレキ 

3U-02 95.4 85.1 塊状(こぶし程度の大きさ)，塗膜有り(水色) 

6 3U-07 22.4 122.3 塊状(こぶし程度の大きさ)，塗膜有り(ベージュ) 

7 3U-09 1,000 115.6 塊状(こぶし程度の大きさ)，塗膜有り(水色) 

8 3U-10 113 142.6 塊状(こぶし程度の大きさ)，塗膜有り(緑、ベージュ) 

9 
4 号機周辺 
ガレキ 

4U-01 2.4 40.0 塊状(こぶし程度の大きさ)，塗膜有り(ベージュ) 
10 4U-02 B.G. 152.9 塊状(こぶし程度の大きさ)，塗膜有り(ベージュ) 

11 4U-05 B.G. 177.4 粒状，塗膜なし 

12 4U-08 B.G. 116.0 粒状，塗膜なし 
13 

伐採木 

T-01 6.4 103.0 細枝 

14 T-02 4.6 45.1 葉 

15 T-04 2.1 128.8 細枝 

16 T-05 2.2 101.4 葉 

17 3 号機周辺生木 T-07 3.4 204.8 地上から約 2m高さの松の細枝(葉を含む) 

18 4 号機プール 
ガレキ 

4U-N01 1,000 4.0 砂礫状 
19 4U-N02 303 15.8 小石状 

 
発電所サイト内にて採取したガレキ等の放射能濃度（試料 No. 1~17）について以下に述べる。

H-3 は 16 試料で検出され、放射能濃度は検出下限（0.2 Bq/g）~1.8 Bq/g の範囲であった。C-14 は

3 号機、4 号機周辺で採取された 6 試料で検出され、放射能濃度は検出下限（ガレキ：0.05 Bq/g、
伐採木：0.2 Bq/g）~2.7 Bq/g の範囲であった。γ線核種のうち、Nb-94、Eu-152、Eu-154 はいずれ

の試料においても検出されなかった（検出下限値：0.5 Bq/g）。Co-60 は 17 試料中 6 試料で検出さ

れ、放射能濃度は検出下限（0.1 Bq/g）~5.6 Bq/g の範囲であった。Cs-137 はすべての試料で検出

され、3 号機周辺の試料がもっとも高かった。放射能濃度は、3.2~1.9×105 Bq/g の範囲であった。

Sr-90 は 17 試料中 15 試料で検出され、放射能濃度は、検出下限（0.05 Bq/g）~10 Bq/g の範囲であ

った。Se-79、Tc-99 はガレキ試料では検出されなかったが、伐採木・生木試料ではそれぞれ 4 試

料及び 3 試料で検出された。ただし検出下限に近い値であり、詳細については今後検出下限の低

減を図った上で確認する必要がある。Cl-36、I-129、α核種はいずれの試料においても検出されな

かった。 
4 号機プールから採取された異物（試料No. 18、19）については、γ線測定の結果、Co-60 が主

たる核種であり、事故により放出されたCs-134 が未検出だったことから、事故の影響を受けてい

ないクラッド由来の汚染であると推定された。採取した試料量が少なかったことから、H-3 等、

その他の核種分析は実施しなかった。 
検出された核種について、採取場所ごとの放射能濃度の分布を図 5-1 から図 5-7 に示す。図 5-1

から図 5-6 に示す H-3、C-14、Co-60、Se-79、Sr-90、Tc-99 の分布は、図 5-7 に示す Cs-137 とは

異なる傾向が見られた。この理由については、各号機周辺のガレキ毎に汚染源が異なっている可

能性が考えられる一方、これらのガレキ類は、事故後約 1 年半に渡って風雨に曝されており、そ

の過程で核種組成が変化した可能性も考慮する必要がある。 
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福島第一原子力発電所内で試料を採取するとともに放射能分析を実施したことにより、各号機

周辺のガレキ毎に核種組成の特徴がありうることを示したが、処理・処分方策の検討を行うため

には、今後さらに、データの拡充を図り、廃棄物放射能性状の把握を進めていく必要がある。 
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図 5-1  ガレキ等試料中のH-3 濃度 
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図 5-2  ガレキ等試料中のC-14 濃度 
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図 5-3  ガレキ等試料中のCo-60 濃度 
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図 5-4  ガレキ等試料中の Se-79 濃度 
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図 5-5  ガレキ等試料中の Sr-90 濃度 
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図 5-6  ガレキ等試料中のTc-99 濃度 

 

5.2 難測定核種の分析技術 
福島第一原子力発電所の事故により発生した放射性廃棄物の処理・処分方策を検討するために

評価が必要であると考えられる核種として 38 核種を候補としている。これら核種には分析の方法

が十分に確立されていないものがあり、また、合理的な処理・処分方策を見出す上で、低濃度分

析が潜在的に求められる。このような難測定核種の分析技術に関し、分析フロー（分離法と測定

法の組み合わせ）、期待される技術（キャピラリー電気泳動法、レーザー共鳴電離質量分析法）を

検討した。 

5.2.1 分析フローの検討 
93Zr、93Mo、107Pd、126Sn は難測定核種であり、これらの核種の分析法について文献調査を行い、

分析フローを検討した。対象核種の分析に関してこれまで論文等で報告されている分離法と測定

法を表 5-2 に示す。 
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図 5-7  ガレキ等試料中のCs-137 濃度 
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表 5-2  93Zr等核種分析のための分離法と測定法 1–17) 
対象核種 分離法 測定法 参考文献 

Zr-93 沈殿分離-溶媒抽出 誘導結合プラズマ質量分析 (ICP-MS) 1,2 

 
抽出クロマトグラフィー ICP-MS 3 

 
溶媒抽出 液体シンチレーション測定 (LSC) 4,5 

 
溶媒抽出-固相抽出 LSC 6 

 
陰イオン交換 表面電離型質量分析計 (TIMS) 7 

 
抽出クロマトグラフィー TIMS 8 

Mo-93 陽イオン交換、陰イオン交換、溶媒抽出 X線測定 9 

 
陰イオン交換 X線測定 10 

Sn-126 陰イオン交換 ICP-MS 11,12 

 
沈殿分離-溶媒抽出 γ線測定 13 

Pd-107 陰イオン交換 ICP-MS 14 

 
固相抽出 ICP-MS 15 

 
- 加速器質量分析法(AMS) 16,17 

 
93Zrと 126Snに対しては、測定法の汎用性の観点から ICP-MSによる測定が一つの選択として有
効であると考えられるが、これらを ICP-MS測定で定量するためには、93Zrと同重体である 93Nb
や 93Moとの分離、126Snの同重体である 126Teや同じ質量数の分子イオンを生成するCdとの分離
が課題となる。93Moの測定法としてはX線測定のみがあげられるが、ここでも ZrやNbとの分
離が必要となる。しかし、ZrとMo、Nbは化学的挙動が類似しているため、多数の元素を含む試
料溶液からこれらを精密に分離することは困難であると考えられる。そこで、ZrやMo、Nbなど
を分析試料のマトリックスから粗分離した後、陰イオン交換などに対するわずかな吸着性の違い

を利用して精密分離する方向で検討を進めるのが妥当であると考えられる。また、Snの分離法と
しては、陰イオン交換や溶媒抽出を出発点として検討を進めるのが妥当であると考えられる。
107Pdについてはよい分析例が見つからなかったが、低エネルギーのβ線のみを放出する核種であ
ることから液体シンチレーション測定 (LSC) による分析を行うか、長半減期核種であることから
ICP-MS測定を行うかいずれかの方向で検討を進めるのが妥当であると考えられる。 

5.2.2 キャピラリー電気泳動法の開発 
キャピラリー電気泳動法は、内径 50 μm程度のガラス製の毛細管（キャピラリー）を分離場と
して電気泳動を行い、金属イオンの電荷とサイズに起因する移動速度の違いを利用して分離する

手法である。化学的性質の類似したランタノイドイオン群の分離にも成功し、高い分離能が得ら

れる方法として知られている 18)。本法は、簡易な装置を用いて、極少量の試料（数 nL）で分析が
可能なため、特に線量の高い廃棄物の分析においては、分析作業者の被ばく量の低減や分析によ

って発生する二次廃棄物の量を低減が期待できる。 
アクチニドのうち、Th、U、Np、Pu、Am、Cm（232Th、238U、237Np、238, 239, 240, 242Pu、241, 242m, 243Am、

244Cm）を分析対象として、高線量廃棄物の分析に対応するため、従来のイオン交換樹脂等を用い
る化学分離法に替わる簡易な分離法として、キャピラリー電気泳動法の適用性を検討した。 
キャピラリー電気泳動法による化学分離・回収システムを確立するためにキャピラリー電気泳 
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動分離・回収装置を整備し、分離・回収条件の検討を行うとともに、アクチニド分離用試薬の本

システムへの適用性を確認した。キャピラリー電気泳動分離・回収装置の概略図を図 5-8に示す。 
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図 5-8  キャピラリー電気泳動分離・回収装置の概略図 

 
本キャピラリー電気泳動分離・回収装置では、あらかじめ分離用試薬（蛍光性プローブ）を添

加して調製した試料溶液をキャピラリー末端から一定量注入して電気泳動を行う。電気泳動を行

う部分を恒温槽内に設置し、一定温度において電気泳動を行うことにより、高い再現性が期待で

きる。さらに、電気泳動による分離を行った後、陰極部に接続された送液ポンプから回収用溶離

液を流すことにより、電気泳動によって分離した試料を試料板に回収する機能（サンプルコレク

タ機能）を有している。これにより、試料の放射線計測を行うための線源調製を簡易に行うこと

が可能となる。 
主要な条件である以下①及び②を決定するために、ランタノイド（コールド試料）を用いて電

気泳動試験を行った。 
① 陰極部に接続した回収用キャピラリーの内径 
② 陰極部に接続した送液ポンプの流速およびキャピラリーへの印加電圧 

また、決定した泳動条件を用いて、電気泳動の再現性と本装置の分離性能を確認した。 
次にアクチニド分離用試薬の本装置への適用性を確認するために、決定した分離・回収条件で

キャピラリー電気泳動分離・回収装置を用いて電気泳動試験を行った。評価対象のアクチニドの

うち、キュリウム（244Cm）を用いて、アクチニド分離用試薬 (FTC-ABEDTA) を添加した試料溶

液を調製し、電気泳動を行った。使用したアクチニド分離用試薬の構造を図 5-9 に示す。 
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M+

検出部位 金属結合部位
 

図 5-9  アクチニド分離用試薬 (FTC-ABEDTA) の例 
 
図 5-9 に示したアクチニド分離用試薬 FTC-ABEDTA は、Saito らによって、キャピラリー電気

泳動法において、ランタノイドイオンを高感度に検出するための試薬として開発されたものであ

あり 19)、Haraga らによって、アクチニドイオン対する分離用試薬としての適用性が確認され、ア

メリシウムイオン（Am3+）などの分離検出に成功している 20)。本検討では、既に分離検出に成功

している Am と化学的性質の類似している Cm を検出するために、本分離用試薬 FTC-ABEDTA
を用いた。これにより、電気泳動中に Cm のピークを検出し、金属イオンの移動をモニタできる

ことを確認した。予め求めておいた回収キャピラリー内の通過時間をもとに、サンプルコレクタ

上の試料板（タンタル板）にCm フラクションを回収し、焼付けにより α線測定用線源を調製し

て、シリコン半導体検出器を用いて α線測定を行った。Cm フラクションの α線スペクトルを図 
5-10 に示す。 

エネルギー (MeV)

カ
ウ
ン
ト

244Cm

 
図 5-10  キャピラリー電気泳動により回収した試料（Cm フラクション）のα線スペクトル 

 
α線スペクトルには、5.8 MeV の 244Cm のピークが観察された。ピークの形状が低エネルギー側

に歪んでいる原因は、回収用溶離液に含まれるホウ酸等がα線源作製時に析出し、析出した塩に

よる α線の自己吸収が起こったものと推測した。この対策としては、回収用溶離液の濃度を低く

することや揮発性の電解質溶液を回収用溶離液として用いることにより対処できると考えられる。

また、244Cm の回収率は 97％であり、高い回収率を得ることができた。 
以上の結果から、本検討で整備したキャピラリー電気泳動分離・回収装置で回収した試料の放
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射線測定が可能であることを確認できたことから、アクチニド分離用試薬の本装置への適用性を

示すことができた。今後は、アクチニドの相互分離を達成するため、分離条件の検討として、泳

動液の種類や濃度の選定を行うとともに、放射線測定用線源作製のための試料回収条件（回収溶

離液の種類と濃度等）の検討を行う必要がある。 

5.2.3 レーザー共鳴電離質量分析法の開発 
レーザー共鳴電離質量分析（RIMS）法は、原子化した元素に特定波長のパルスレーザー光を照

射することで選択的にイオン化する共鳴電離法と飛行時間型質量分析法を組み合わせた測定手法

である。RIMS 法は、化学分離を省略した測定が可能となるため特に放射線測定による分析が難

しい長半減期核種の分析への適用が有効であることから、本検討では 93Mo を分析対象とした技

術開発を進めている。図 5-11 にRIMS の概要を示す。 
 

試料

1stイオンレンズ 2ndイオンレンズ

MCP
3rdイオンレンズ

回転電場偏向電極

レーザー光
（共鳴電離）

レーザー光
（原子化）

CCDカメラ

リフレクタ

画像検出のイメージ

加速電極

 

図 5-11  レーザー共鳴電離質量分析 (RIMS) の概念 
 
まず 1 つ目のレーザー光（Nd:YAG レーザー光（2 倍波、532 nm））を試料上に集光することで

レーザーアブレーションにより発生した原子プルームは、共鳴電離波長に設定した 2 つ目のレー

ザー光を集光することにより元素選択的にイオン化された後、さらに加速電極により飛行時間型

質量分析装置内に加速・導入され、イオンレンズとリフレクタによって位置収束される。収束さ

れたイオンを回転電場偏向電極内を通過させることで、イオンの質量差に応じてらせん状に質量

分離され、目的イオンが入射したMCP（マイクロチャンネルプレート）の発光位置をCCD カメ

ラにより画像データとして検出する。この回転電場偏向電極と画像検出による測定では、MCP へ

の高電圧印加をゲート信号により制御することで、測定対象イオンの飛行時間に合せた検出が可

能となるほか、バックグラウンドを低減することが可能となり、41Ca についてはアバンダンス感

度は同位体比 105レベルまで得られることを確認している 21)。 
CCD カメラの検出感度は、長半減期核種の分析において重要である。93Mo は半減期が 3,500

年と他の 41Ca や 93Zr 等に比較して半減期が短く、他の核種と同等の放射能レベルまでの検出感度

を得るためには、画像計測時の感度向上とノイズ低減を図る必要があるためである。そこで、高

感度デジタルCCD カメラ（浜松ホトニクスEM-CCD C9100-02）を導入してその性能を評価した。

具体的には MCP 発光の観察に関して、バックグラウンドの測定と、微弱な信号測定を行うため

の条件としてCa 塩試料（CaZrO3）にNd:YAG レーザー光（2 倍波 532 nm、 0.2 mJ）を照射して
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レーザーアブレーションで生成するCa イオンの画像測定を行った。なおこのときのCa イオンの

飛行時間は 18μs であることをMCP の信号観測から確認している。アナログCCD カメラ(浜松ホ

トニクスC5985)と高感度デジタルCCD カメラで得られた画像測定結果を図 5-12 に示す。 
 

バックグラウンド測定

アナログCCDカメラ 高感度デジタルCCDカメラ

Caイオン測定

※点線内がMCP蛍光面

Caイオンの
発光

 
図 5-12  アナログ高感度デジタルCCD カメラによる測定画像の比較 
 
アナログ CCD カメラはテレビの信号規格 NTSC で動作（1/30 秒毎の一つのフレームを二つに

分け、最初の 1/60 秒間は奇数番目を走査し、後の 1/60 秒間は偶数番目を走査して画像を得る）

するためレーザー装置等と外部同期が不可能であることから、バックグラウンドと Ca イオン測

定はどちらも 1 s 露光して撮影することとした。一方、外部同期が可能な高感度デジタルCCD カ

メラはレーザー装置（30 Hz）と同期をとり、Ca イオンの飛行時間に合わせて露光時間 100 μs で
30 回分を積算して、MCP の発光を撮影した。バックグラウンド測定において、アナログCCD カ

メラでは露光時間が長いため MCP 蛍光面の中心部分にノイズが検出されているが、高感度デジ

タル CCD カメラではバックグラウンドノイズはほとんど検出されなかった。Ca イオン測定につ

いては、アナログ CCD カメラではバックグラウンド測定のときよりも Ca イオン測定のときに、

発光点が多くなっているように見えるがバックグラウンドノイズと Ca イオンとを識別できなか

った。一方、高感度デジタル CCD カメラではアブレーションにより生成した Ca イオンが MCP
中央部に明るく検出され、バックグラウンドノイズと区別して観察することができた。よって、

高感度デジタル CCD カメラを導入することによりバックグラウンドノイズの低減とバックグラ

ウンドノイズと目的イオンの発光の識別が行えることが明らかとなった。 
今後は、飛行時間型質量分析装置の各部パラメータを最適化すると共に、Mo のレーザー共鳴
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イオン化を本装置で行い高感度デジタル CCD カメラを用いた画像測定条件の検討を行うことが

必要となる。 

5.3 処理・処分に関する基礎的検討 
福島第一原子力発電所事故廃棄物の処理・処分に関して、事故廃棄物の特殊性を踏まえつつ、

処理・処分概念と安全性の検討を行い、その成果をもとに実現可能で合理的な処理・処分方策を

提示していく必要がある。この取り組みには相当の時間を要すると考えられており、中長期ロー

ドマップによれば、廃棄物の処理・処分に関連した当面の目標（判断ポイント：HP）として、

「（HP5-1）：廃棄物の性状に応じた既存処分概念への適応性の確認」と「（HP5-2）：廃棄物の処理・

処分における安全性の見通し確認」が設定されているc。多種多様な事故廃棄物を対象に処理・処

分方策を検討していくうえでは、各廃棄物の特徴や特殊性、実試料の分析情報取得の見通し、既

存の処理・処分概念の適用可能性等を踏まえつつ、廃棄物ごとに適した検討アプローチや検討の

優先度を考慮しながら進める必要がある。また、上記の目標とスケジュールを達成するためには、

廃棄物の性状に関して必ずしも十分な分析情報が得られないことも念頭に、処理・処分方策の検

討を進めていくことが重要となる。 
処理・処分方策の検討に向けたこのような課題について、既存技術では対応が困難と考えられ

る技術課題のうち、燃料デブリ、ガレキや解体廃棄物として生じるコンクリート及びサイト内土

壌を対象に、処理・処分に関する技術調査と課題検討を実施した。 

5.3.1 燃料デブリ等の廃棄体化と処分時安全性に関する調査・検討 
燃料デブリは、燃料要素、構造材等の溶融混合固化物であり、一部はコンクリート等との反応

を経て、さらに複雑なものとなっている可能性がある。中長期ロードマップによれば、燃料デブ

リの取出しは 2022 年頃に開始され、その処理・処分方法の決定はその 10 年以上後に予定されて

いるd。燃料デブリの取り扱いに関して複数の選択肢が検討されるが、再処理する場合には、高レ

ベル放射性廃液のガラス固化体に対する処分概念が適用可能である。一方で、燃料デブリの直接

処分は技術的選択肢の重要な一つであると考えられ、また、燃料デブリの性状は事故の様態に依

存するので、検討が必要となる。そこで、ここではまず直接処分に焦点をあて、特に処分検討に

直結する部分に重点をおいた燃料デブリの性状等の予察的な調査・検討を行った。調査・検討の

要点を以下にまとめるとともに図 5-13 に整理して示す。 
・廃棄体化や処分時安全性を検討するうえで重要となる燃料デブリ等の特性について、TMI-2
等の先行事例、福島第一原子力発電所の事故進展解析や燃料デブリの特性予測等の情報をも

とに調査し、①軽微破損燃料、②燃料デブリ、③炉心中央から下部の閉塞物、④MCCI デブ

リのそれぞれの性状、海水やコンクリート成分等の共存物質の性状や影響、FP 等分布状況や

核種インベントリ等の情報を整理した。 
・ガラス固化体や使用済燃料の廃棄体の貯蔵、輸送、処分等に関する要件を調査・整理すると

ともに、ガラス固化体や使用済燃料と燃料デブリ等との特性の比較分析を行い、閉じ込め性、

臨界安全、性状別管理等に関する技術や課題を概括的に整理した。 
・処分時の安全性について、燃料デブリ等の特性を念頭に、ガラス固化体や使用済燃料に関す

                                                        
c 平成 25 年 6 月 27 日に開催された東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議（第 5 回）にお

いて改訂がなされ、番号はそれぞれ HP SW-1、-2 となった。 
d  同上の改訂により，燃料デブリの取り出し，処理・処分方法の決定時期は前倒しされている。 
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る既往の処分概念と安全評価手法の適用を検討する際の課題等を整理した。さらに、処分時

安全性評価における課題の一つである臨界安全性について定量的評価を試行し、臨界が生じ

うる条件を予察的に探索するとともに、より詳細な検討に向けての課題を明らかにした。 
 

対象分類  デブリ特性の情報  廃棄体要件と課題  処分時安全性の課題 

軽微破損/ 
切株状燃料 

・健全燃料に近い 
・FPガスは散逸 

・内容物の長期的安
定性 

・海水成分，残存水
分の容器耐食性へ
の影響 

・臨界可能性と対策 

・核種含有量や不均
質性の把握と対策 

・性状別の管理 

・既存廃棄体との整
合　等 

※一部は貯蔵の要件
としても重要 

・SF評価パラメータの適用 
・瞬時放出成分の取扱い 

燃料デブリ 
（溶融プール） 

 

 

 

 

・酸化物相 
　(U, Zr, Fe)O2-x 

・低融点の合金 
　U-Zr-Fe alloy 
・海水成分の共存 
・揮発性FP/IRF散逸 

・燃料デブリ（酸化物相）の
溶解，核種放出挙動 

・海水成分の核種溶解挙
動やバリア性能への影響 

・瞬時放出成分の取扱い 

閉塞物 
（炉心中央～

下部） 

 

・酸化物相
 

・ホウ化物/炭化物 
　Fe2B, ZrB2, ZrC 
・低融点の合金 
・海水成分の共存 
・放射化金属/IRF 

・金属/合金/ホウ化物/炭
化物の放射化生成物の
インベントリー 

・瞬時放出成分の取扱い 
・海水成分の金属溶解や
核種溶解への影響 

MCCIデブリ 

 

 

 

・酸化物相（混合相） 
(U, Zr)O2+SiO2,Fe2O3 
・ケイ酸塩(U, Zr)SiO4  
・コンクリートの共存 

・ケイ酸塩系デブリの溶解，
核種放出挙動 

・コンクリート成分のデブリ
溶解，核種溶解度，バリ
ア性能への影響 

原子炉内での燃料の状態 

 
図 5-13  燃料デブリ等の特性／廃棄体化／処分時安全評価の調査・検討結果の概要 

 
上記検討を踏まえ、処分に係る検討を行ううえで優先度が高いと考えられる課題とその進め方

を次のように概括的に整理した。 
・処分概念と処分時安全性に関する解析的評価：燃料デブリ性状評価の進展状況を踏まえつ

つ、燃料デブリの性状の特徴やその不確実性を加味した廃棄体条件の設定、及び既存の処

分概念と安全評価手法等を適用した感度解析的評価を試行することが重要である。これら

を通じ、燃料デブリ特性の不確実性、核種インベントリや核種放出パラメータの不確実性

等の影響を把握し、更に詳細に検討すべき重要課題を特定していくことが可能となる。 
・廃棄体化に関する研究課題：廃棄体化に関しては、燃料デブリ等の性状の多様性や不確実

性を考慮して、どのように設計と管理を行うかが重要な課題となる。また、燃料デブリに

含まれる共存物質等が容器の耐食性に及ぼす影響の評価が重要な課題となる。廃棄体化の

検討は、処理・処分で対象とする容器だけではなく、デブリ取り出し時の収納容器の検討

とも連携して進める必要がある。 
・処分時安全性評価に関する研究課題：燃料デブリ等の性状や FP 等の分布状況については、

事故進展解析や模擬デブリ試験等の進展を踏まえて検討していく必要がある。燃料デブリ

等の溶解速度の定量的評価が困難である可能性を念頭におけば、核種の移行を抑制する溶

解度や移行パラメータに対する共存物質の影響が重要な課題となる。これらについては、

まずは文献情報をもとに概略的な検討を進めつつ、上記の感度解析評価で得られる各パラ

メータの感度も踏まえながら、基礎データ取得等を計画する必要がある。 
・上記課題は、別途行われる燃料デブリの発生状況や性状評価等に係る研究開発の進捗の反

映、あるいは処分検討の観点で必要な情報のそれら研究開発へのフィードバックなど、関
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係する研究開発と密に連携しながら行っていくことが重要となる。 
 

5.3.2 コンクリート系廃棄物の処理・処分方策に関する調査・検討 
福島第一原子力発電所において Cs 等の核種によって汚染されたコンクリート系廃棄物が多量

に発生しており、それらは 2 つに大別することができる。一つは建屋の爆発によって周囲に飛散

した様々な形状をもつガレキであり、もう一つは将来の建屋解体に伴って生じるコンクリート廃

棄物である。後者は壁や床などの原状を保っているが、高濃度汚染水への長期接触による放射性

核種等の内部浸透状況も含めてより多様な核種と汚染レベルを考慮する必要がある。このような

コンクリート系廃棄物の発生状況、発生時期、性状や特徴に関する情報を整理し、除染・処理技

術の調査と課題検討を行った。その要点は、以下に示す通りである。 
・核種移行基礎データ調査：核種移行についての既往のデータやメカニズム理解に係る文献情

報の収集・分析と、一部模擬試料を用いた試験によって拡散・収着データを取得し、それら

をもとに Cs 等核種のコンクリート中の移行評価手法と課題を予察的に検討した。例えば、

トリチウム水（HTO）と Cs の既往の実効拡散係数 Deの間隙率 (porosity) に対する依存性の

データを図 5-14 に示すように、既往データを整理することによって、間隙率の影響、フラ

イアッシュや骨材の共存の影響を評価することが可能である。 
・除染・処理技術調査：既往の除染技術を概括的に調査するとともに、特に従来の除染技術の

適用が困難な複雑形状のガレキ等の除染技術として、骨材とセメントの粉砕分離技術の一つ

であるパルスパワー法に着目し、模擬汚染試料を用いた予察試験によって適用可能性を検討

した。 
廃棄物性状の把握や除染・処理技術の具体的な検討に反映するため、廃棄物の汚染状況や、拡

散や収着のメカニズムのさらなる理解をもとに、除染技術と核種移行との関連付けも含めた評価

手法の検討を継続する。 
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図 5-14  コンクリート系材料中の 3H (HTO) 及びCs の実効拡散係数の間隙率との関係 
 

5.3.3 サイト内汚染土壌の処理・処分方策に関する調査・検討 
福島第一原子力発電所内土壌の汚染は、東京電力による分析データによれば、サイト外土壌と
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比較して高濃度であり、また、多様な核種を含む可能性について考慮する必要がある。一方で、

汚染土壌の線量を支配する核種は Cs である点、Cs の低濃度領域での収脱着反応が重要となる点

は、サイトの内外に共通であるといえる。Cs により汚染された土壌の処理・処分に関しては、土

壌中の核種移行挙動を考慮しつつ、効果的な除染・減容化等の処理方策、また、処分方策を検討

することとなる。ここで、サイト内土壌の汚染レベルや核種の多様性も考慮すれば、除染・減容

をせずに、そのまま放射性廃棄物として処分する可能性について検討しておく必要があると考え

られる。このようなサイト内汚染土壌の特徴を踏まえ、土壌への Cs の収脱着メカニズム、サイ

ト内土壌の汚染状況や対策技術に関する情報を整理しつつ、今後の処理・処分に向けた課題につ

いて検討した。 
・土壌への Cs の収脱着メカニズム：一般的な土壌分析に関する既往の手法や知見を調査すると

ともに、サイト外土壌を用いた予察的な検討を行った。その結果、土壌の構成成分と Cs の分

布の関連性を確認するとともに、Cs の脱離データ取得や収着支配鉱物の分析的確認を通じ、土

壌中のCs の収脱離メカニズムにおける粘土鉱物の存在の重要性を確認した。 
・サイト内汚染土壌の対策技術：サイト内土壌中の核種移行分布状況を把握するとともに、汚染

土壌の修復技術や処理・処分方策を調査し、上記の土壌への Cs の収脱着メカニズムの理解を

もとに、汚染状況の把握、汚染拡大可能性の評価、汚染土壌の処理・処分の時期や方法等とい

った今後の汚染土壌対策を検討するうえでの課題について概括的に整理した。 
サイト内の汚染土壌中核種の分析データの取得・拡充、収脱着メカニズムの分析的な把握を進

めるとともに、サイト外における環境動態や環境修復等から得られるデータや知見も活用し、サ

イト内の処理・処分方策の検討の具体化に反映していく必要がある。 
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6. 関連する研究開発 

廃棄物の処理・処分の研究開発に全般的に関わる事項である、研究開発計画の策定とデータベ

ースの構築に取り組んでおりそれぞれの概要をまとめる。また、汚染水の水処理に関連して、除

染技術の研究成果を併せて示す。 

6.1 研究開発計画の策定e 
原子力事故廃棄物を安全に処理・処分するための技術的な見通しを得る上で必要な研究開発の

計画について検討した。計画の検討にあたっては、日本原子力学会の特別専門委員会がまとめた

「福島第一原子力発電所事故により発生する放射性廃棄物の処理・処分報告書～研究開発課題の

抽出と解決に向けた考え方～」1）（以下、「特別専門委員会報告書」という）を参考にした。また、

特別専門員会における研究開発課題と方策の検討に際しては、資源エネルギー庁公募事業「先進

的地層処分概念・性能評価技術高度化開発」において平成 23、24 年度に実施した原子力事故廃棄

物の処理・処分に向けた既存技術の調査結果等を提供した。 
研究開発計画の検討は、「東京電力（株）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」2) において「2012 年度中に放射性廃棄物の処理・処分に関する研究開発

計画を策定する」と記載されていることに基づいており、検討結果は、東京電力福島第一原子力

発電所廃炉対策推進会議 放射性廃棄物処理・処分分野会合へ研究開発計画案として報告された。 
以下に、検討した計画の概要を示す。 

6.1.1 基本方針 
「福島第一事故廃棄物に関する処理・処分の安全性の見通しを得る上では、廃棄物処理方法や

処分概念についてあらかじめ幅広く評価し、廃棄物性状評価の進展に応じて絞り込んでいくこと

により、できるだけ早期に安全性の見通しを得るべく、効率的・効果的に研究開発を進めていく

必要がある。」との特別専門部会報告書で示された基本的な考え方に従い研究開発計画を立案する

こととした。基本方針の概要を図 6-1 に示す。 
検討に際しては、性状把握、処理方法、処分方法の各々の検討で得られた情報を他の検討に効

率的に反映できるような仕組み・体制を構築すること、また、研究開発の進捗に応じて得られた

結果に基づき、適宜計画を見直し、効率化を図っていくことが重要である。 
 

                                                        
e 本節は、経済産業省資源エネルギー庁からの委託による「平成 24 年度地層処分技術調査等事業（高

レベル放射性廃棄物処分関連：先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発）」の成果の一部で

ある。 
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廃棄物処分に関する検討 
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・適用可能な既存処理技術とそ
の特徴を整理 

・廃棄物性状把握の進展に合わ
せ適用可能性を評価し絞り込み
を実施 

・わが国で主に検討されてきた既
存の処分概念に加え、海外情
報等を参考に適用可能な処分
概念を幅広に検討 

・廃棄物性状把握の進展に合わ
せ処分方策を最適化 

・分析データの蓄積と並行し、解
析的手法を併用し廃棄物性状
の予測・評価を実施 

・処理・処分に関する研究成果を
活用し、効率的に性状把握が進
められるよう分析計画を適宜見
直し 

検討の進め方 検討方針 

二次廃棄物の反映 
／廃棄物分類見直し 

 

図 6-1  研究開発の進め方に関する基本方針 
 

6.1.2 全体計画 
基本的に研究計画は専門委員会報告書に従った。ただし、特別専門委員会報告書では、水処理

二次廃棄物、ガレキ等廃棄物、燃料デブリ、解体廃棄物に分けて研究開発計画を整理しているが、

各々の研究開発には共通項も多く、効率的に研究開発を進めるために、廃棄物毎ではなく、図 6-1
に従い、「性状把握」、「廃棄物処理方法の検討」、「処分概念の検討」に分けて検討した。全体計画

を図 6-2 に示す。 
性状把握については、核種分析等によりデータの蓄積を行い、インベントリ及びその他の性状

を評価する。HP5-1 までは、得られる試料数に限りがあることから、主に事故事象の進展評価に

基づく解析的な手法により進める。HP5-2 に向けては、蓄積したサンプリング分析結果に基づき

解析的な手法に基づく評価の精度向上を図る。 
廃棄物処理方法の検討については、HP5-1 に向けては、国内外の事例を参考に、適用可能性の

ある技術を広範囲に調査する。必要に応じて基礎試験を行い、処理技術の適用性評価を行う。

HP5-2 に向けては、性状把握結果を踏まえて、適用技術の絞込を行う。有望な廃棄体化技術につ

いては必要に応じて長期試験を行い処分の安全性を評価する上で必要な情報を収集する。 
処分概念の検討については、HP5-1 に向けては、我が国でこれまで検討されてきた既存の処分

概念に加えて、海外情報も参考に、広範囲に候補処分概念の調査を行う。上述の性状把握や廃棄

物処理方法に関する検討結果を踏まえ、処分概念と安全評価手法の適用性について評価する。こ

の評価結果に基づき、評価の精度向上等に必要な研究開発項目を抽出し以降の計画に反映する。

HP5-2 に向けては、性状把握や廃棄物処理方法に関する検討の進捗を踏まえ、原子力事故廃棄物

の特徴を踏まえた処分に関する安全性の見通しを示す。 
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図 6-2  放射性廃棄物処理・処分に関する研究開発全体計画 
 

6.1.3 研究開発計画 
特別専門委員会報告書では、廃棄物毎に課題、対策、目標、スケジュールを検討し、研究開発

計画にまとめているが、ここでも全体計画と同様に「長期保管評価」、「性状把握」、「処理に関す

る検討」、「処分に関する検討」に再分類して研究開発計画を検討する。 
水処理二次廃棄物の長期保管評価については、可燃性ガス発生への安全対策、材料の耐久性等

を検討する。廃ゼオライト、スラッジといった高線量の廃棄物からは、水の放射線分解により水

素ガスが発生する可能性がある。また、材料の腐食に影響を与える塩類を含む廃棄物や化学組成

が十分わかっていない廃棄物が含まれる。このため、保管中の水素安全対策、保管容器寿命、廃

棄物の物理的・化学的安定性等の評価を行って保管方法の妥当性、適用期間を確認するとともに、

必要に応じて新たな長期保管方策を検討する。 
放射性廃棄物の性状把握については、インベントリ評価の方法、必要な分析法を検討する。イ

ンベントリ評価においては、処理・処分の検討に重要な放射性核種、化学組成、物理的性状等に

関する情報が少ない、汚染のレベルのばらつきが大きい、廃棄物の物量が大きいといった課題が

あり、廃棄物の分析と並行して解析的手法等を利用して少ない分析データでもインベントリを評

価できる方法を開発していく。また、難測定核種分析法の開発や高線量試料の採取、輸送、分析

方法の検討・開発を行い、種々の分析ニーズに対応していく。 
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放射性廃棄物の処理については、既存技術の適用性等を検討する。処理の検討に重要な放射性

核種、化学組成、物理的性状等に関する情報が少ない、処理実績のない廃棄物を大量に含む、廃

棄物の物量が大きいといった課題があり、適用可能な既存技術を幅広に調査・整理し、廃棄物性

状評価の進展に合わせ、既存技術の適用可能性を評価し、候補技術を絞り込んでいく。候補技術

の評価、絞り込みに際しては、必要に応じて基礎試験、ホット施設を使用した長期試験等を実施

する。なお、燃料デブリの処理については燃料デブリ取り出し準備分野で取り組んでいるところ

であるが、放射性廃棄物の処理・処分分野では、処分の安全性の観点から燃料デブリの処理の必

要性や、処理が必要な場合の処理要件について検討する。 
放射性廃棄物の処分については、処分の検討に重要な放射性核種、化学組成、物理的性状等に

関する情報が少ない、処分実績のない廃棄物を大量に含む、廃棄物の物量が大きいといった課題

があり、国内外の処分概念、安全評価手法を幅広に調査・整理し、適用性を検討する。また、性

状調査等の進捗に合わせるとともに、様々な想定条件に対する感度解析的な検討を行いながら、

概括的なものからより詳細なものへと段階的に進展させる。必要に応じては、新たな処分概念や

安全評価手法の合理化・高度化を検討する。 

6.1.4 研究開発の推進に向けた対策 
研究開発が長期に及ぶことを念頭に、国内外の叡智を結集する観点及び研究に従事する人材を

確保していく観点から下記の対策をとる。 
・ 日本原子力学会特別専門委員会における今後の検討に基づき研究成果の共有、評価、計画

の改訂を行っていくとともに、その成果を日本原子力学会をはじめとする関連学会に発信

していく。 
・ OECD/NEA や IAEA 等の国際機関との協力関係を強化し、研究開発計画へのアドバイスを

受ける等の取り組みを検討していく。 
・ 原子力機構、電力中央研究所、原子力環境整備・資金管理センター等、国内の放射性廃棄

物に関連する研究機関の連携を強化する。 
・ 大学や海外研究機関との連携を強化し、研究開発プロジェクトの一部を共同研究化する等

の措置を検討する。 
・ 廃棄物処理技術を有するメーカー等の知見を集約し、研究開発への適用可能性等を検討す

る。 
・ 情報共有化のためのデータベースの構築を進める。 
・ 研究推進に不可欠な研究開発拠点の設置に向けた検討に際し、必要な機能を提示する。 

6.1.5 今後の研究開発の進め方 
検討した放射性廃棄物の処理・処分に関する研究開発計画の案は、今後、中長期ロードマップ

の見直し等に活用していくとともに、平成 25 年度以降の各年度の研究開発計画に反映させていく。 
原子力事故廃棄物の処理・処分に関する研究開発は、本計画にしたがって進めていくことにな

るが、計画が詳細化されていない項目や今後の研究開発の進展に応じて修正が必要になると考え

られる項目があることから、次年度以降も日本原子力学会と協力して原子力事故廃棄物の処理・

処分に関する研究開発計画の見直しを定期的に実施していく。 

6.2 廃棄物データベースの構築 
福島第一原子力発電所事故廃棄物（事故廃棄物）の処理・処分に関する安全性の見通しを得る
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上では、廃棄物処理方法や処分概念についてあらかじめ幅広く評価し、廃棄物性状把握の進展に

応じて絞り込んでいくことにより、できるだけ早期に安全性の見通しを得るべく、効率的・効果

的に研究開発を進めていくこと、また、検討に際しては、性状把握、処理方法、処分方法の各々

の検討で得られた情報を他の検討に反映させることが重要となる。これらを円滑に進めるために

は、研究開発や意思決定等に必要な情報を関係者が効率的・効果的に共有できるようデータベー

ス化し利用しやすくすることが重要である。ここで、情報量が時間とともに増大すること、情報

のやりとりが複雑化することを念頭に置く必要がある。 
そこで、処理・処分の研究開発で利用するデータや知見及び研究開発の成果として得られるデ

ータや知見を対象に、その一元管理と利用支援を目的としたデータベース（廃棄物データベース）

の構築が必要となり、その検討に着手した。 
まず、データベース構築の基盤整備を目標として、（現段階で想定される）今後の処理・処分

の検討のためのデータ・知見に関するニーズの抽出・整理などを試みつつ、データベース構築の

目標、要件、進め方等の検討・整理を行った。 
データ・知見に関するニーズの抽出・整理としては、情報の提供側と情報の受け取り側を組み

合わせたマトリクス（情報マトリクス）の中で、データ・知見の提供と受け取りの可能性を関係

者間でブレーンストーミング的に抽出し整理した（水処理二次廃棄物であるスラッジについて検

討例を表 6-1 に示す）。 
 
表 6-1  情報マトリクスでの検討例（水処理二次廃棄物：スラッジ） 

廃棄物の性状調査 廃棄物処理
保管（長期貯蔵含む)，

廃棄体化に関する基盤整備
処分に関する基盤整備

発生している廃棄物に
関する情報

廃棄物の発生や現状に
直接関係する情報

廃棄物の発生や現状に
直接には関係しない情

報

廃棄物の性状調査

・廃スラッジの化学組成
・廃スラッジの核種分析結果
・水処理の核種分析結果
・廃スラッジからの水素発生G値
・廃スラッジからのHCN発生G値
・フェロシアン化物の存在
・硫酸バリウムの存在
・海水注入による塩分や腐食物の
混入
・不純物（油分，有機物，ホウ素）
の混入

・AREVA設備の投入薬品
の種類及び量

・AREVA設備の運転情報
・処理水の分析値
・Ｄピット液位
・コンクリートの性状（可
能なら）

・汚染水移送ルート
・原子炉外への放出FP
量

廃棄物処理

・廃スラッジの化学組成
・廃スラッジの核種分析結果
・廃スラッジの密度
・水処理の核種分析結果

・処理による核種の移行率
・処理によるシアン化物イオ
ンの発生量
・除染，減容，廃棄体化処理
技術
・除染，減容，廃棄体化の処
理の履歴，成果
・廃棄体化処理フロー
・廃棄体の量

・廃スラッジの含水率
・スラッジの容量

・Dピットのポンプ等の仕
様

保管（長期貯蔵含む)，廃棄体
化に関する基盤整備

・Dピット、廃スラッジタンクの材料
の健全性評価には、放射能濃度、
化学分析結果が必要。
・発生量

・廃スラッジタンクの材料腐食試
験
・廃棄体化処理における廃棄体
への核種の移行率
・塩分やホウ素等不純物の保
管容器腐食への影響
・塩分やホウ素によるセメント固
化への影響
・塩分の放射線分解の保管容
器腐食への影響
・水分の放射線分解による水素
ガス発生対策
・輸送容器，処分容器の選定

・Ｄピット，廃スラッジタンク
材料の健全性評価には，
廃棄物の放射能濃度（線
量），化学分析結果（DO，
過酸化水素濃度）が必要

・Dピット、廃スラッジタン
クの材質、寸法
・廃スラッジの含水率
・Dピット，廃スラッジタン
ク材料の健全性評価に
は，保管情報（容器詳細
構造，温度，計測・管理
項目・方法）が必要

・Dピットでの造粒ペレッ
ト発熱事象（平成11年）
の詳細

処分に関する基盤整備

・廃スラッジ廃棄体の処分区分の
選定には、核種インベントリが必
要。
・発生量

・バリア性能評価に基づく処分
概念とバリア構成の最適化
（例：短半減期の放射性セシウ
ムのみを含む廃棄物の考え方）
・有機物による核種移行への影
響
・塩分による緩衝材性能，核種
移行への影響
・フェロシアン化物の核種移行
への影響

研究開発成果 サイトの情報                   情報の提供側
 

情報の受け取り側

 

 
このような検討を通じて、データベース構築においては、処理・処分検討の基盤となる事故廃

棄物の性状分析に係る情報やデータの整備が重要であり、特に既に実試料の採取・分析が進めら

れている廃棄物の優先度が高いと判断した。これは、図 6-3 の左側のフローで示すように、廃棄

物の性状分析が、インベントリの評価、処理・保管方策の検討、処分概念の検討、安全評価によ
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る安全性の見通しの評価等の処理・処分検討の一連の流れの最上流に位置することからも必然的

であると考えられる。一方、図 6-3 の左側のフローに沿ってそれぞれの検討で利用されるデータ

（入力）と評価されたデータ（出力）等を整備していくこと、対象とする廃棄物の範囲を広げて

いくこと、さらに特定の関係者間での限定的な利用からより広く外に向けて発信できるようにし

ていくこと等も必要であり、これらをバランスよく進めていくことが重要となる。 
以上ことから、データベース構築の目標として以下の 2 つを設定し、まず目標 1 に係るデータ

ベースの具体化を先行させながら、目標 2 に係る検討を並行的かつ段階的に進めていくこととし

た。 
目標 1：処理・処分検討の基盤となる事故廃棄物の性状分析についての情報やデータに着目。こ

れら情報やデータを体系的に集約・管理し、共有・追跡が可能なデータベースを構築する。

データベースとしては、既に実試料の採取・分析が進められている廃棄物を対象とし、表

計算ソフト等を利用した簡便なものから着手する。このデータベースを、「分析結果デー

タベース」と呼ぶ。  
目標 2：事故廃棄物の性状分析に係るデータを起点にしつつ、インベントリ評価、除染・廃棄体

化を含む処理と保管、処分概念検討と安全評価に至る一連の検討の流れの中で、それぞれ

の検討で利用されるデータ（入力）と評価されたデータ（出力）等に着目。これら情報や

データを体系的・整合的に集約・管理し、共有・追跡が可能なデータベースを構築すると

ともに、対象とする廃棄物を段階的に拡充すること、及び初期段階の表計算ソフト等を利

用したデータベースから web を介しての利用への展開を図ることでより広く外に向けて

発信できる環境を整備していくこと等に重点を置く。このデータベースを、「処理・処分

データベース」と呼ぶ。  
 

廃棄物Ａ 

インベントリ評価 

処理・保管方策 

処分概念検討 

安全評価・見通し 

廃棄物Ｂ 
・ ・ ・ 

HP5-1: 廃棄物性状に
応じた既存処分概念へ
の適応性の確認 

「表計算ソフトを利用し
たデータベース化」 

HP5-2: 廃棄物の処理・処分に
おける安全性の見通し確認 

「Ｗｅｂ形式のデータベース化」 

Step-1 

Step-2 

Step-3 
Step-4  Step-5 

廃棄物性状分析 

 
図 6-3  データベース構築の段階的な進め方のイメージ 
 

6.3 汚染水の除染技術 
東京電力は汚染水処理のために、セシウム吸着装置、除染装置等の化学処理システムを設置し

て対応に当たっている。事故発生の後、上記取り組みとは別に、海水を含む水からの Cs や Sr 等
放射性核種の除染に関して高機能な方法の確立に向けて取り組んだ。フェロシアン化物とチタン

酸化合物による除染技術に関する成果の概要をまとめる。 
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6.3.1 フェロシアン化金属の合成によるCs などの in-situ 除染 
汚染水は施設・機器の腐食や海水を起源とした遷移金属を含んでいる。通常、放射性遷移金属

と放射性 Cs の除去は異なる工程で行われる。福島第一原子力発電所の多核種除去設備では、放

射性遷移金属は鉄共沈処理により粗除染した後にキレート樹脂に吸着させて除去し、Cs はフェロ

シアン化合物に吸着させて除去する 1)。一方、我々が開発を進めている方法は、フェロシアン化

物イオンが遷移金属と反応して不溶性の金属塩を形成し、このフェロシアン化金属が Cs を吸着

することを利用した in-situ 除染技術である。 
式 6-1 のようにフェロシアン化物イオンと遷移金属が反応することで不溶性フェロシアン化物

が生成する。この生成した不溶性フェロシアン化物は Cs を吸着するので、液中から不溶性フェ

ロシアン化物を除去することで廃液から放射性の遷移金属とCs を同時に除去できる。 

x K+ + Fe CN( )6
éë ùû

4-
+ yM tr

2+¬ ®¾ K xM try
Fe CN( )6
éë ùû (6-1) 

福島第一原子力発電所の汚染水に含まれる遷移金属の源は、海水と施設や機器等から溶出する

成分であり、その濃度は明らかではなく、変動しうる。また、不溶性フェロシアン化物を生成さ

せる上では、遷移金属濃度が低い条件における挙動が重要である。不溶性フェロシアン化物の合

成とそれによる除染の実現性を明らかにするためには、幅広い金属濃度の範囲でデータを取得す

る必要があった。そこで、遷移金属種ごとのフェロシアン化物イオンによる除染効果、並びに生

成したフェロシアン化金属によるCs 除染効果を調べた。 
遷移金属種ごとのフェロシアン化物イオンによる除染効果については、50%海水を含む遷移金

属溶液にフェロシアン化カリウム溶液を加えて 40 分間混合したのちにフィルタ－によりろ過す

る試験により調べた。図 6-4 はフェロシアン化物イオンと遷移金属の物質量比を変えたときの遷

移金属の除去率のグラフである。図において、試験後の溶液中の遷移金属濃度が分析下限値未満

となったところは、白抜きプロット及び点線で示した。図からわかるように、フェロシアン化物

イオン：遷移金属=0.8:1 で対象とした遷移金属を除去可能であること、Zn、Ni、Co、Mn の順で

除去できることを明らかにした。 
 

 
図 6-4  フェロシアン化物イオンの遷移金属の除去効果 
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また、Cs の除染はフェロシアン化金属の濃度に依存すると考えられるので、成分の濃度を変え

てCs の除去率を調べた。遷移金属とCs の物質量比の異なる溶液を調製し、これにフェロシアン

化カリウムを加えてCs の除去率を求めた。結果を図 6-5 に示す。Cs の 12 倍以上の遷移金属量が

あれば、Cs の 95%以上が除去された。 
 

 

図 6-5  フェロシアン化物遷移金属のCs 除去効果 
 
原理的には本除染技術が有望であることがわかった。今回の試験結果より、遷移金属を含む汚

染水からフェロシアン化金属の in-situ 合成により不溶性フェロシアン化物を生成し Cs を除染す

るための、最適な試薬添加量を求めることが可能となった。 
実用化に向けて、生成した不溶性フェロシアン化物の効率的な分離・回収方法の選定などが課

題である。 
 

6.3.2 チタン酸ナトリウムによる Sr の除染 
福島第一原子力発電所の汚染水に 90Sr は高濃度で含まれ、除染すべき重要な核種である。Sr の

除染に含水酸化チタンがよく用いられるが、汚染水への適用に当たり、海水を含む水に適用する

ための性能改善、低廉な合成方法の確立が課題である。 
福島第一原子力発電所の多核種除去設備ではチタン酸吸着材により Sr を除染するが、Sr 除染

の阻害元素である Ca や Mg を低減するために、炭酸塩沈殿法を用いた前処理が必要である。海

水は非放射性の Ca や Mg を含んでいるため、この前処理により発生する二次廃棄物は、多核種

除去設備からの二次廃棄物の約 8 割を占める。そのため、より Sr 選択性に優れる吸着材の開発が

望まれる。 
そこでまずは、試作した二種の吸着剤（以下吸着剤A、B と呼ぶ）について吸着特性を調べた。 
吸着剤A は硫酸チタンにNH3 溶液を加えて得た沈殿をNaOH 溶液に浸して得た。吸着剤B は

チタンイソプロポキシドをNaOH により加水分解して得た。いずれも水洗、乾燥して試験に供し
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た。Mg、Ca、Sr、Ba を含む水溶液にチタン酸化合物を一定時間接触させ、接触前後の溶液の濃

度変化からチタン酸化合物の Sr 吸着性能と Sr 選択性を調べた。結果を図 6-6、6-7 に示す。図 6-6
に示すように、Sr の吸着反応は速やかで、Sr の分配係数（Kd）は 5 分間の接触によって、吸着剤

A について約 400、吸着剤 B について約 8,000 であった。吸着剤 B では時間と共に Kd が徐々に

増加し、24 時間後に 105に達した。 
 

 

図 6-6  Sr 分配係数の時間依存性 
 

Sr に対するアルカリ土類金属の分離係数を、図 6-7 に示す。図中の白抜きプロットが吸着剤A、
黒塗りプロットが吸着剤 B の分離係数である。合成方法に係わらず分離係数の大きさは

Mg>Ca>Ba であった。 
 

 

図 6-7  Sr に対するアルカリ土類金属の分離係数の金属濃度依存性 
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今回試作した二種の吸着剤は、従来品と同程度の Sr 選択性であった。次年度は、メーカ等によ

り開発中の吸着剤も対象として、より Sr 選択性に優れる吸着剤の検討を行う予定である。 
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2) 原子力災害対策本部 政府・東京電力中長期対策会議, 東京電力（株）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, 平成 24 年 7 月 30 日, 2012. 
 
6.3 節 
1) 東京電力株式会社, 福島第一原子力発電所第 1～4 号機に対する「中期的安全確保の考え方」

に基づく施設運営計画に係る報告書（その 3）（改訂）, プレスリリース, 2012. 
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7. おわりに 

東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に伴う廃棄物の処理・処分に関して、事故の直後か

ら技術開発に着手し、平成 23 年 12 月より政府・東京電力中長期対策会議の下で組織的な取り組

みを進めてきた。 
汚染水処理の二次廃棄物に関して、汚染水、処理工程中の水及び処理水に含まれる 32 の放射

性核種の濃度を分析した。分析には既開発の分析法を改良して適用した。 
セシウム吸着装置による処理では廃ゼオライトが生じており、これを保管する容器材料につい

て、ゼオライトが共存することによる腐食の加速は認められなかった。腐食の抑制に塩分の除去

が効果的であり、実際の吸着塔を用いて塩分洗浄の試験を行い、実用的な操作方法を確認した。

吸着塔のCs 分布を評価するために、計算コードZAC を作成、実験データを用いて解析結果を評

価した。放射線分解による水素の生成について、実験に基づいて、ゼオライトや海水成分の共存

により生成が促進されること、高さ（液深）の効果があることを見出した。ゼオライトの熱伝導

率を測定して熱流動解析を行い、水素濃度は爆発限界に至らないものとの結果を得た。 
除染装置から生じるスラッジに関し、保管容器の材料腐食はスラッジとの共存によって著しい

影響は見られなかった。スラッジが含む放射性核種による発熱は、撹拌が停止しスラッジが堆積

した場合にも、温度上昇は著しくないものとみられる。水素生成に対して、スラッジの共存はこ

れを促進するが、水に比べて 2 倍以内に留まると考えられる。 
廃ゼオライトとスラッジの廃棄体化に関し、既存の 11 種の技術を調査し、概要を整理した。セ

メント固化の試験を行い、一般的であるポルトランドセメント等によりスラッジとゼオライトを

固化できることを確かめた。また、ガラス固化について、ゼオライトはホウケイ酸ガラスにより

固化可能であり、スラッジには鉄リン酸ガラスが適しているものと考えられた。 
種々の廃棄物のうちガレキと伐採木の放射性核種濃度を分析し、137Cs、90Sr とともに 3H や 14C

を検出した。分析の難しい放射性核種に対応するため、キャピラリー電気泳動法による方法を検

討し、244Cm を用いて検証した。また、レーザー共鳴電離質量分析 (RIMS) による方法に関して、

高感度CCD カメラを適用して測定のバックグラウンドを大きく低減した。 
処理・処分方策を検討する上での課題について、燃料デブリ、コンクリート系廃棄物、汚染土

壌を対象として摘出した。処理・処分に関する研究開発の計画を、原子力学会特別専門委員会に

よる検討報告を踏まえて検討した。また、廃棄物データベースに関しては、分析結果と処理・処

分データベースの構築を段階的に進めていくこととした。 
汚染水の処理のためにフェロシアン化物とチタン酸による除染法を検討した。in-situ でフェロ

シアン化物を合成し、複数の放射性核種を除染できることを見出した。また、チタン酸ナトリウ

ムを合成し、アルカリ土類金属間の選択性を示した。 
原子力機構は、この分野における研究開発を継続し従来にも増して貢献していく。 
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109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60s
時 h 1h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648000) rad

ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2

リットル L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1u=1 Da
天 文 単 位 ua 1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 sA
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 sA
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立法メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 基本単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量, 方向

性線量当量, 個人線量当量
シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ ジ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ｃ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。
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