平成２２年度 賛助会員向けサービス実施状況
番号
１．講演会等

実施日

実

施

内

容

講演者

場

所

5月28日

平成22年度第1回原環センターセミナー
「放射性廃棄物最終処分の安全評価の基
礎」

財団法人原子力安全研究協会 処分
財団法人深田地質研究所 研修
システム安全研究所 所長 杤山 修
ホール
氏

6月25日

第1回原環センター講演会
「地層処分地選定に係る政治過程の社会
技術的分析－東洋町における対立要因と
解決策への展望－」

東京大学大学院 工学系研究科社
会基盤学専攻 国際プロジェクト
原環センター
研究室 特任研究員 小松崎俊作
氏

第１，２会議室

3

10月18日

第2回原環センター講演会
講演1：「原環センターにおける調査研究
の全体概要」
講演2：「第二種廃棄物埋設及びクリアラ
ンスに係る濃度基準値の検討経緯」

原環センター 技術総括室長 稲垣
裕亮
基準・規格調査研究プロジェクト 原環センター
チーフ・プロジェクト・マネー
ジャー 山本正史

第１，２会議室

4

11月12日

平成22年度第2回原環センターセミナー
「放射性廃棄物最終処分の安全評価の基
礎Ⅱ」

東海大学 工学部 原子力工学科 財団法人深田地質研究所 研修
教授 大江俊昭 氏
ホール

平成22年度第3回原環センター講演会
「第四紀下限の変更と社会への影響」

茨城大学 理学部 地球環境科学
原環センター
コース 教授 天野一男 氏

7月

原環センタートピックス№94

「地層処分実規模試験施設」の整備について

2

9月

原環センタートピックス№95

欧州モニタリング共同研究MoDeRnにおける原環センターの取り組み

3

11月

2009年度

1月

原環センタートピックス№96

地層処分サイト選定作業の加速と研究開発 －失敗例と良例に学ぶ－

5

3月

原環センタートピックス№97

地層処分のモニタリングに関する調査研究

6

3月

原環センター技術報告書RWMC-TRJ-10001

地層処分事業のための人材の養成・確保に関する検討

7

3月

原環センター技術報告書RWMC-TRJ-10002

中国産ベントナイトの利用可能性調査報告書

1

2010年

2

5

2011年

2月4日

第１，２会議室

2．刊行物
1

4

2010年

2011年

原環センター技術年報

中間報告書

3．海外最新情報の提供 (電子メールによる）
追記)米国でDOEがユッカマウンテン処分場の許認可申請の取り下げを申請 (2010-03-05)への追記
1 2010-04-07 : 米国
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2010-04-13
2010-04-26
2010-04-27
2010-04-28
2010-04-30
2010-05-07
2010-05-07
2010-05-07
2010-05-07
2010-05-12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

米国
米国
フィンランド
米国
ドイツ
米国
米国
ドイツ
フィンランド
スイス

12 2010-05-19 : ドイツ
:
:
:
:
:
:
:

追記)ドイツでコンラッド処分場建設の主操業計画が許可される－コンラッド鉱山を処分場に改造するための法
的手続が完了－ (2008-01-23)への追記

追記)ドイツでBMU大臣がゴアレーベンでの探査活動再開について発言 (2010-03-19)への追記
追記)フランスの放射性廃棄物管理機関（ANDRA）が地層処分場のサイトを政府に提案 (2009-12-18)への追記
台湾の低レベル放射性廃棄物処分サイト選定作業が、潜在的候補サイト選定段階に戻される
カナダの核燃料廃棄物管理機関（NWMO）が使用済燃料処分場のサイト選定を開始
追記)米国でDOEがユッカマウンテン処分場の許認可申請の取り下げを申請 カナダの（2010-03-05）への追記
追記)ドイツでBfSがアッセII研究鉱山の閉鎖オプションとして廃棄物の回収を選択（2010-01-22）への追記
スイスでBFEが地層処分場のサイト選定手続における地域参加プロセスに参加する自治体の候補を公表
追記)スイスで地層処分場の環境的・経済的・社会的影響に関する評価手法案に基づいた調査を開始（2009-0520 2010-06-03 : スイス
22）への追記
英国で高レベル放射性廃棄物等の地層処分場サイト選定の初期スクリーニングが開始
21 2010-06-07 : 英国
フランスで2010～2012年を対象とした「放射性物質及び放射性廃棄物管理国家計画」（PNGMDR）が公表
22 2010-06-08 : フランス
追記)米国でDOEがブルーリボン委員会の設立趣意書を公表 （2010-03-03）への追記
23 2010-06-09 : 米国
24 2010-06-21 : フィンランド フィンランドの地下特性調査施設（ONKALO）の建設状況－掘削が処分深度の420mに達する
フランスで国家評価委員会（CNE）が第4回報告書を公表
25 2010-06-28 : フランス
フランスの放射性廃棄物管理機関（ANDRA）が放射性廃棄物処分の調査研究活動に関する報告書を公表
26 2010-06-30 : フランス
米国でNRCの原子力安全・許認可委員会（ASLB）がユッカマウンテン処分場の許認可申請の取り下げ申請を認め
27 2010-06-30 : 米国
ない決定
追記)米国でDOEが廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）に係る適合性再認定申請書を提出(2009-03-27)への
28 2010-07-01 : 米国
追記
13
14
15
16
17
18
19

2010-05-20
2010-05-21
2010-05-25
2010-05-27
2010-05-31
2010-06-02
2010-06-03

追記)米国でDOEがユッカマウンテン処分場の許認可申請の取り下げを申請 (2010-03-05)への追記
追記)米国でDOEがユッカマウンテン処分場の許認可申請の取り下げを申請 (2010-03-05)への追記
フィンランドで新規原子炉建設と最終処分場の拡大に関する原則決定について経済大臣が提案
追記)米国でDOEがユッカマウンテン処分場の許認可申請の取り下げを申請 (2010-03-05)への追記
ドイツでBfSがアッセII研究鉱山の閉鎖オプションとして廃棄物の回収を選択 (2010-01-22)への追記
追記)米国でDOEがユッカマウンテン処分場の許認可申請の取り下げを申請 (2010-03-05)への追記
追記)米国でDOEがブルーリボン委員会の設立趣意書を公表 (2010-03-03)への追記
追記)ドイツでBfSがアッセII研究鉱山の閉鎖オプションとして廃棄物の回収を選択 (2010-01-22)への追記
追記)フィンランドで新規原子炉建設と最終処分場の拡大に関する原則決定 (2010-04-27)への追記
スイスでKNSが候補サイト地域に関するNAGRAの提案を承認

ドイツ
フランス
台湾
カナダ
米国
ドイツ
スイス
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29 2010-07-01 : フィンランド
30 2010-07-08 : 米国
31 2010-07-16 : スイス
32 2010-07-26 : 米国
33 2010-08-02 : 米国
34
35
36
37
38
39
40

2010-08-10
2010-08-17
2010-08-17
2010-08-20
2010-08-24
2010-08-25
2010-09-01

:
:
:
:
:
:
:

ドイツ
ドイツ
ドイツ
韓国
スイス
米国
スイス

41 2010-09-17 : 米国

追記)フィンランドで新規原子炉建設と最終処分場の拡大に関する原則決定について経済大臣が提案(2010-0427)への追記
追記)米国でNRCの原子力安全・許認可委員会（ASLB）がユッカマウンテン処分場の許認可申請の取り下げ申請
を認めない決定 (2010-06-30)への追記
追記)スイスでBFEが地上施設を設置する可能性のある「計画範囲」の案を公表(2009-12-21)への追記
追記)米国で2011会計年度のユッカマウンテン処分場予算をゼロとする予算要求(2010-02-02)への追記
米国で連邦控訴裁判所がユッカマウンテン処分場の許認可申請の取り下げ申請の可否に関する訴訟手続きを一
時停止する決定
ドイツでBMUがゴアレーベン・サイトでの予備的な安全評価の実施をGRSに委託
追記)ドイツでBfSがアッセII研究鉱山の閉鎖オプションとして 廃棄物の回収を選択(2010-01-22)への追記
追記)ドイツでモルスレーベン処分場の廃止措置に関するBfSの計画書等を公開(2009-10-30)への追記
韓国で知識経済部（MKE）と慶州市が放射性廃棄物処分場の建設に関する協力覚書を締結
スイスで州委員会がサイト選定の第1段階に対する見解を表明
米国でNRCがユッカマウンテン処分場許認可申請書に対する安全性評価報告（SER）の第1分冊を公表
スイスでBFEがサイト選定手続第1段階の成果報告書の草案を公表
米国でNRCが「廃棄物保証」の規則及び所見の改定案を承認－地層処分場操業開始時期の記述を変更

台湾の低レベル放射性廃棄物処分サイト選定作業で、潜在的候補サイト2箇所を選定
42 2010-09-21 : 台湾
43 2010-10-04 : スウェーデン スウェーデンSKB社が、フォルスマルクでの使用済燃料の処分場の立地・建設許可申請を2011年3月に予定
フィンランドで放射線・原子力安全センターが最終処分場の建設許可申請準備に係るポシヴァ社報告書に対す
44 2010-10-06 : フィンランド る意見書を公表
経済産業省主催：「海外要人（フランス）招聘シンポジウム」のご案内
45 2010-10-07
追記)カナダの核燃料廃棄物管理機関（NWMO）が 使用済燃料処分場のサイト選定を開始(2010-05-27)への追記
46 2010-10-12 : カナダ
47 2010-10-14 : 英国

追記)英国で高レベル放射性廃棄物等の地層処分場サイト選定の初期スクリーニングが開始(2010-06-07)への追
記

48 2010-10-14
49 2010-10-14 : 米国

シンポジウム「地域と共に歩む、地層処分事業 ～スウェーデンにおける対話の取り組み～」案内
米国で廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）が9,000回の受入れを達成

50 2010-10-15 : 米国

追記)米国でNRCがユッカマウンテン処分場許認可申請書に対する安全性評価報告（SER）の第1分冊を公表
(2010-08-25)への追記

59 2010-12-07 : ドイツ

英国で高レベル放射性廃棄物等の地層処分場サイト選定の初期スクリーニングが終了
欧州委員会が使用済燃料及び放射性廃棄物の管理に関する指令案を公表
追記)ドイツでBfSがアッセII研究鉱山の閉鎖オプションとして 廃棄物の回収を選択(2010-01-22)への追記
ドイツでニーダーザクセン州がゴアレーベンの探査再開の即時執行を命令
米国で環境保護庁（EPA）が廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）の2度目の適合性再認定の決定
米国連邦議会下院でユッカマウンテン処分場の許認可申請書の審査再開を求める決議案提出
スイスでENSIが新規原子炉からの放射性廃棄物の処分の実現可能性を認定
スイスでNAGRAが地層処分場の候補サイト地域の地質学的知見に関する報告書をENSIに提出－NAGRAは現在有す
る知見により予備的安全評価が可能と判断－
追記)ドイツでニーダーザクセン州がゴアレーベンの探査再開の即時執行を命令(2010-11-15)への追記

60 2010-12-13 : 米国

追記)米国で連邦控訴裁判所がユッカマウンテン処分場の許認可申請の取り下げ申請の可否に関する訴訟手続き
を一時停止する決定(2010-08-02)への追記

61 2010-12-17 : 米国

追記)米国、ユッカマウンテン処分場の許認可申請の審査に関する動き－DOEがヒアリング争点に係る証拠開示
のための文書をNRCに提出(2009-12-16)への追記

51
52
53
54
55
56
57

2010-11-01
2010-11-05
2010-11-05
2010-11-15
2010-11-22
2010-11-26
2010-11-30

:
:
:
:
:
:
:

英国
欧州連合
ドイツ
ドイツ
米国
米国
スイス

58 2010-12-03 : スイス

62 2011-01-06 : 韓国
63 2011-01-11 : 米国
64 2011-01-13 : スイス
65 2011-01-18 : 中国
66 2011-01-20 : フランス
67
68
69
70
71
72
73
74
75

2011-02-07
2011-02-08
2011-02-16
2011-02-25
2011-03-01
2011-03-09
2011-03-17
2011-03-25
2011-03-30

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ドイツ
英国
米国
スイス
英国
米国
スウェーデン
英国
米国

韓国で中低レベル放射性廃棄物処分場の貯蔵施設へ放射性廃棄物の受入を開始
追記)米国で連邦控訴裁判所がユッカマウンテン処分場の許認可申請の取り下げ申請の可否に関する訴訟手続き
を一時停止する決定(2010-08-02)への追記
追記)スイスでENSIが新規原子炉からの放射性廃棄物の処分の実現可能性を認定(2010-11-30)への追記
中国で西北処分場及び北龍処分場の２つの低中レベル放射性廃棄物処分場の操業許可が発給
追記)フランスで2010～2012年を対象とした「放射性物質及び放射性廃棄物管理国家計画」（PNGMDR）が公表
(2010-11-30)への追記
追記)ドイツでBfSがアッセII研究鉱山の閉鎖オプションとして 廃棄物の回収を選択(2010-01-22)への追記
英国で独立した安全規制機関である原子力規制局（ONR）を設立へ
米国で2012会計年度の予算要求－ユッカマウンテン処分場予算はゼロ
スイスで連邦エネルギー庁（BFE）がサイト選定手続における地域参加プロセスの実施のための文書を公表
英国でNDAが地層処分場のジェネリックなセーフティケースを公表
米国DOEがクラスCを超える低レベル放射性廃棄物処分のドラフト環境影響評価
スウェーデンSKB社がフォルスマルクでの使用済燃料の処分場の立地・建設許可を申請
追記)英国でNDAが地層処分場のジェネリックなセーフティケースを公表(2011-03-01)への追記
米国でブルーリボン委員会がこれまでに受けた意見などを取りまとめた報告書を公表
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