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第 1章 序論 

 

わが国が進める核燃料サイクル政策において，高レベル放射性廃棄物とともに，超ウラン核種

を含む放射性廃棄物（以下，「TRU 廃棄物」という）に対して，安全かつ合理的な処分対策を講じ

ることはきわめて重要である。このとき，関連する研究開発成果の反映はもとより，他の放射性

廃棄物の技術検討や制度整備の状況，各国の検討状況や技術開発の状況等についても適切に考慮

するとともに，わが国の再処理，MOX 燃料加工各施設の特徴や規模等に応じた検討を行うことが

求められる。 

TRU 廃棄物処分技術検討書は，当該廃棄物処分の事業並びに制度化に資するため，電気事業者

等と核燃料サイクル開発機構が協力し，2000 年に取りまとめた「TRU 廃棄物処分概念検討書」以

降，両者が進めてきた研究開発の 新の成果を反映し，処分の技術的成立性および安全性の見通

しについてより確かなものとすることを目的に，関係機関の協力を得て取りまとめた。 

 

1.1 本検討書の位置づけ 

1.1.1 わが国における TRU 核種を含む放射性廃棄物処分に関する検討状況 

電気事業者等と核燃料サイクル開発機構（以下，「JNC」という）は，再処理施設やMOX加工施設

の操業及び解体時に発生するTRU廃棄物の処分について，2000 年 3 月，「TRU廃棄物処分概念検討

書」（以下，「第 1次TRUレポート」という）（共同作業チーム，2000）を取りまとめ公表し，その

中で，わが国における代表的な地質環境条件を対象として，TRU廃棄物地層処分の方法とその安全

性の見通し，並びに今後の技術開発課題を示した。 

原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会は，第 1 次TRUレポートの内容とわが国でこれ

までに検討されてきた処分方法を参考とし，2000 年 3 月，「超ウラン核種を含む放射性廃棄物処

理処分の基本的考え方について（以下，「専門部会報告書」という）」（原子力委員会，2000a）を

まとめ，放射能濃度等により当該廃棄物を適切に区分し，浅地中のコンクリートピットへの処分，

地下利用に余裕を持った深度への処分（以下，「余裕深度処分」という），地層処分に区分して処

分を行うことの可能性，及び今後の技術開発課題（表 1.1-1）を示した。 

 

表 1.1-1 専門部会報告書に示された技術開発課題（原文より要約） 

○処分施設設計の合理化及び詳細化，並びに安全性の評価の信頼性を目指して， 

・試験データの取得 

・特有な現象（例えば，セメント変質，アルカリ／緩衝材及び岩反応，硝酸塩影響及びガス発

生影響）のより正確な把握と評価モデルの構築 

○ヨウ素の閉じ込め性能を向上するための基礎研究を通じた処分合理化や安全性の一層の向上 

○廃棄体データベースの整備，充実及び製作された廃棄体に対する信頼性の高い品質管理及び検

認手法の整備 
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原子力委員会は，この専門部会報告書を受け，2000 年 4 月，「超ウラン核種を含む放射性廃棄

物処理処分への取組みについて」（原子力委員会，2000b）を委員会決定として示した。その中で，

関係機関においては専門部会報告書を尊重し，十分な連携の下に処分の実施に向けて積極的に取

り組むことが必要であること，安全規制の基本的考え方，安全基準の策定，関係法令の整備等所

要の措置が講じられることへの期待，的確で分かりやすい情報を積極的に提供していくことの必

要性を示すとともに，関係者より適宜報告を受けることにより，それぞれの施策が進められてい

る状況を把握する，と述べている。また，2000 年 11 月に改定された「原子力の研究，開発及び

利用に関する長期計画（以下，「H12 長計」という）」（原子力委員会，2000c）においては，「4-1

章 処分に向けた取組」の中で，以下のようにTRU廃棄物を含めた放射性廃棄物処分実施に向け，

発生者等の関係者が進めるべき事項を示している。 

“処分のための具体的な対策がなされるに至っていない放射性廃棄物については，早期に安全

かつ効率的な処理及び処分が行えるよう，発生者等の関係者が十分協議・協力し，具体的な

実施計画を立案，推進していくことが重要である。” 

“高レベル放射性廃棄物以外にも，地層処分が必要な廃棄物が存在する。これらの放射性廃棄

物は，その性状が多様であるため，高レベル放射性廃棄物処分研究開発の成果も活用しつつ，

合理的な処分に向けて，その多様性も踏まえた処理及び処分に関する技術開発を，発生者等

が密接に協力しながら推進することが重要である。” 

総合資源エネルギー調査会においては，日本原燃株式会社（以下，「JNFL」という）による民

間再処理工場の運転開始を控え，2003年 10月から 2004年 1月にかけて，電気事業分科会の下に

設置したコスト等小委員会においてバックエンド事業全般にわたるコスト構造等の分析・評価を

行い，この中でTRU廃棄物処分のコスト並びにその変動要因として，高レベル廃棄物処分場との併

置や地質条件等についての評価結果を示している（総合資源エネルギー調査会，2004）。 

原子力安全委員会においては，上記専門部会報告書をはじめ原子力施設から発生する全ての放

射性廃棄物に係る処分の基本的考え方が原子力委員会より示されたこと，並びに国際原子力機関

において示された全ての放射性廃棄物に共通する安全原則（IAEA，1995）等を踏まえ，放射線障

害防止の観点から，低レベル放射性廃棄物から高レベル放射性廃棄物にわたる放射性廃棄物処分

について安全規制を考えていく上で共通する重要事項について，原子力安全総合専門部会におい

て調査審議を行い，「放射性廃棄物処分の安全規制における共通的な重要事項について」（以下，

「原安委共通事項報告」という）（原子力安全委員会，2004）として取りまとめた。 

電気事業者等，JNC，国及び関係機関においては，第 1次TRUレポート及び専門部会報告書に示

された技術開発課題を中心に研究開発を進めてきており，特に電気事業者等とJNCはTRU廃棄物の

発生者の立場から協力を継続し，それぞれ「事業化を目指した処分概念の詳細化及び合理化」及

び「TRU廃棄物処分特有の個別現象や安全評価手法の信頼性向上」に係わる研究開発を役割分担の

もと進めてきている。 

参考として，表 1.1-2 に各放射性廃棄物処分に係わる審議，安全規制・基準等の整備状況を示

す。 
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表 1.1-2 各放射性廃棄物の処分に係わる審議，安全規制・基準等の整備状況(2005 年 3 月時点) 

 

1.1.2 本検討書の目的 

放射性廃棄物処分を進める各国においては，研究開発や処分計画等の進展に応じて，逐次これ

ら計画等の状況の把握並びに次の段階に向けた議論や判断を行う“段階的アプローチ（Stepwise 

approach または Phased approach）”を採用してきている（たとえば，OECD/NEA，2004）。この

とき研究開発機関や事業者等は，議論や判断に反映できるよう，処分の長期的な安全性の見通し

に加え，技術の実現性や残された技術課題等を統合化した技術報告書として取りまとめ，公表し

ている。米国エネルギー省によるユッカマウンテンの EIS（DOE，2002），スイス Nagra の Projekt 

Gewähr（Nagra，1985）, Kristallin-1（Nagra，1994）及び Ensorgungnachweis（Nagra，2002），

スウェーデン SKB の SR-97（SKB，1999），フランス ANDRA の Dossier2001（ANDRA，2001）などは，

段階的アプローチにおける技術報告書と考えることができる。わが国における高レベル放射性廃

棄物処分に関する第 1次取りまとめ（動力炉・核燃料開発事業団，1992）及び第 2次取りまとめ

（以下，「H12 レポート」という）（核燃料サイクル開発機構，1999），並びに TRU 廃棄物に関す

る第 1次 TRU レポート及び本検討書（以下，「第 2次 TRU レポート」という）についても，それぞ

れの廃棄物処分にあたっての段階的アプローチにおける技術報告書の位置づけということができ

る。 

わが国における民間再処理工場の運転開始に伴うTRU廃棄物の本格的な発生が近い将来に開始

すること，また 2005 年 10 月に予定されているサイクル機構と日本原子力研究所との統合後の新

法人における環境保全対策においては多くのTRU廃棄物が対象に含まれており，これらの処分の

実施に向けた，実施主体，処分プロセスやサイト選定の手順の検討，安全規制や基準等の制度化

を進めることは時宜を得ており，当該廃棄物の発生者である電気事業者等とJNCは協力して具体的

な当該廃棄物処分の実施に向けた計画を立案することが求められる。 

原子力委員会 原子力安全委員会 安全規制に係る関係法令等 
廃棄物の区分 

処分の基本的考え方 安全規制の考え方 濃度上限値 安全審査指針 政 令 規 則 技術的細目告示

高レベル放射性廃棄物 
検討済み 

(1998年5月） 
検討済み 

(2000年11月）
－ 今後検討 今後整備 

現行の政令濃度上限値を
超える低レベル廃棄物 

検討済み 
(1998年10月） 

検討済み 
(2000年9月）

検討済み 
(2000年9月）

検討中 
整備済み 

(2000年12月)
今後整備 今後整備 

均質固化体・雑固体等 
検討済み 

(1987年2月，
1992年6月）

検討済み 
(1988年3月）

整備済み 
(1987年3月，
1992年9月）

整備済み 
(1988年1月、 
1993年9月） 

整備済み 
(1988年1月，
1993年9月）

極低レベル放射性廃棄物 
（VLLW）（コンクリート
等廃棄物） 

検討済み 
(1992年6月）

検討済み 
(1993年1月）

整備済み 
(1992年9月）

整備済み 
(1993年2月） 

 

原
子
炉
施
設
か
ら
発
生
す

る
廃
棄
物 

同上（VLLW） 
（金属等廃棄物） 

検討済み 
(1984年8月） 

検討済み 
(1985年10月）

検討済み 
(2000年9月）

検討中 
整備済み 

(2000年12月)
今後整備  

超ｳﾗﾝ核種を含む放射性廃棄物 
検討済み 

(2000年4月） 
検討中 

(2000年6月～）
今後検討 今後検討 今後整備 

ウラン廃棄物 
検討済み 

(2000年12月） 
今後検討 今後検討 今後検討 今後整備 

低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物 

RI・研究所等廃棄物 
検討済み 

(1998年6月） 

①検討済み(RI廃
棄物：2004年1月)
②検討中(研究所
等廃棄物) 

今後検討 今後検討 今後整備 

クリアランスレベルの値 
検討済み 

(1984年8月） 

①検討済み（原子炉施設：2001年7
月)，核燃料使用施設：2003年4月）
②検討中（RI法対象施設） 
③今後検討予定(超ウラン元素を含
む放射性廃棄物、ウラン廃棄物）

 

放
射
性
物
質
と
し
て
取
り

扱
う
必
要
の
な
い
も
の 

クリアランスレベル検認  

①検討済み 
（原子炉施設）
(2001年7月～）
②今後検討予定
（その他） 

 

今後整備 
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このような状況のもと，電気事業者等とJNCは，これらの処分実施に向けた検討等に資するた

め， 新の廃棄体情報とその見通しを踏まえて，幅広いわが国の地質環境を対象としたTRU廃棄物

地層処分概念の詳細化・合理化及び安全性の信頼性向上を図るとともに，TRU廃棄物を対象とし

た浅地中処分及び余裕深度処分の安全性の見通しを示すことを目的に，電力中央研究所（以下，

「電中研」という），原子力環境整備促進・資金管理センター（以下，「原環センター」という）

等の協力を得て， 新の関連研究開発成果を集約することにより，第 2 次TRUレポートを取りま

とめることとした。取りまとめに係わる作業体制としては，全体作業を統括するためのドラフテ

ィングチームを設け，その下に，廃棄体データ及び核種移行データ等のデータベースを構築する

「データベースSWG」，処分施設の合理化・詳細化を検討する「処分技術SWG」，及び人工バリア及

び天然バリア性能に関する安全評価を検討する「性能評価SWG」の 3つのサブワーキンググループ

を設置し，それぞれが相互に連携を図りつつ取りまとめを進めた（付録 1A参照）。 

 

1.1.3 第 2 次 TRU レポートの取りまとめ方針 

第 2次 TRU レポートの取りまとめにおいては，専門部会報告書や第 1次 TRU レポートに示され

た各技術開発課題に対して適切に応えることを主眼に， 新の研究開発や技術検討の成果を反映

して，処理方法等の検討状況をもとに更新した廃棄体データベースに基づき，地層処分，浅地中

埋設（コンクリートピット処分）及び余裕深度処分の各処分システムについて，処分概念及び安

全性についての知見を集約する。第 2次 TRU レポートにおける各処分概念の検討においては，関

連する高レベル廃棄物の地層処分，原子炉からの廃棄物を対象とした浅地中処分や余裕深度処分

の各処分システムにおける処分事業や安全規制・基準の整備検討状況，並びに技術検討等の状況

を踏まえた検討を行うこととする。 

地層処分システムについては，処分実施主体はもとより，処分プロセスやサイト選定プロセス

等の処分実施に係わる検討は行われておらず，また安全規制や基準等の検討が進められていると

ころであり，幅広い地質環境条件を対象としたジェネリックな研究開発段階ということができる。

第 2次 TRU レポートでは，第 1次 TRU レポートに示した処分概念を基本として，幅広い地質環境

を対象に，H12 レポートにおいて用いられたデータ，水理・物質移行モデル及び安全評価シナリ

オ等を反映し，合理的な処分概念の詳細を提示し，包括的な安全評価とそれを支える論拠を示す

こととする。これらの検討にあたっては，廃棄体データベース，処分技術及び安全評価のそれぞ

れの技術検討における共通データやパラメータの整合を図ることはもとより，合理的な各技術検

討に資するため，関連するデータの影響と範囲等の情報の共有化を図り，反復的に現実的な値の

見直しと影響の確認を行うこと等を通じて 適化を進めることとする。一方，高レベル放射性廃

棄物との同一サイトへの併置処分システムの検討にあたっては，各国にて検討された概念を参考

に，両処分場の相互影響を避けられる見通しを示し，その様な概念を前提とした処分システムの

検討を進めることとした。これにより地層処分に関する一連の処分技術及び安全性の検討におい

ては単独及び併置処分を特定することなく，TRU 廃棄物を対象とした処分システムに関する技術

検討を行い，併置処分における相互影響の回避に係わる評価検討を加えて行うこととする。 

浅地中処分システム（コンクリートピット）については，原子炉施設からの放射性廃棄物を対

象として，「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値について（中間報
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告）」（以下，「第 1次中間報告」という）（原子力安全委員会，1986）や安全規制関係法令が整備・

制定され，既にJNFLによって青森県六ヶ所村にて埋設事業が進められている。第2次TRUレポー

トでは，α 核種を含むコンクリートピット処分に係わる放射性核種の濃度上限値（法律施行令

「核原料，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第 13 の 9」）を基本として対象廃棄

物を区分し，第 1次中間報告に示された処分概念や安全評価を踏襲した評価検討を行う。 

余裕深度処分システムについては，原子力委員会より「現行の政令濃度上限値を超える低レベ

ル放射性廃棄物処分の基本的考え方について」（原子力委員会，1998）において，原子炉施設から

発生する低レベル放射性廃棄物のうち前述の政令濃度上限値を上回るものを対象として，処分施

設の概念や管理期間からその経過後にわたる安全確保の考え方について検討されており，原子力

安全委員会からは「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値について（第

3次中間報告）（以下，「第 3次中間報告」という）（原子力安全委員会，2000a）が示され，これ

に基づいて前述の法律施行令（第 13 の 9）が改定され，原子炉施設からの放射性廃棄物を対象と

した濃度上限値が定められている。一方，原安委共通事項報告では，長期にわたる期間の安全評

価に付随する不確実性を考慮した安全評価に関して，シナリオの発生の可能性とその影響を組み

合わせたリスク論的考え方の適用性について言及するとともに，“現在では，ほとんどの国におい

て，このリスク論的考え方を基礎にした規制が導入されている状況に鑑み，わが国でもそのよう

な規制の考え方を早期に検討すべきである”としていることから，TRU 廃棄物を対象とした余裕

深度処分に係わる安全確保の要件及びそれに対応した安全評価手法の整備にあたっても，今後，

幅広い検討が行われるものと考えられる。これらの検討への反映も意識し，第 2次 TRU レポート

では第 3次中間報告に示された処分概念や安全評価を踏襲した検討評価を行うことを基本に，地

層処分システムの評価において設定したセメント系材料に対する核種分配係数等について整合を

図るなど，パラメータの幅を考慮した地下水シナリオの評価を行う。 

専門部会報告書においては余裕深度処分と地層処分との α 核種濃度の区分目安値として平均

濃度が数 GBq/t（ 大濃度で数十 GBq/t）の範囲で試算を行っているが，第 2次 TRU レポートにお

いてはこの α 核種濃度の区分値について検討を加えるとともに，合わせて得られる合理化の効

果と安全性の見通しについて評価を行う。 

前述した高レベル放射性廃棄物との併置処分及び α 核種濃度区分値の検討による合理化の見

通しに加えて，廃棄体本数，貯蔵容量及び必要輸送量の大幅削減等の観点から合理化の効果が期

待されている海外から返還される TRU 廃棄物の返還方法の変更についても，処分の観点からの合

理化の効果及び安全性への見通しについて検討する。 

さらに，制度化はもとより処分サイトや具体的な地質環境条件が決まっていない現状を踏まえ，

今後の事業化に向け，地質環境への柔軟性向上や安全裕度を図るための廃棄体高度化技術，及び

評価の不確実性が大きいベントナイトのアルカリ影響や硝酸塩影響等への対応としての代替技術

や設計概念等について検討を加える。 

 

第 2 次 TRU レポートの取りまとめにあたっては，個別の技術検討における透明性や追跡性の確

保，科学的判断の根拠の明示を図るなど報告書の品質保証への配慮を行うことはもとより，国内

有識者との情報交換会（2004 年 6 月及び 2005 年 4 月）及びスイス Nagra とのレビュー会議（2003
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年 12 月，2004 年 4 月及び 2005 年 2 月）を開催し，個別の技術検討に用いたデータ・パラメータ，

評価モデル，及び報告書全体の論拠や統一性等について協議を行い，数多くのレビューコメント

を受け，それらの反映を図っている。またこれらの機会を通じて関連する研究成果等の把握を行

うとともに，2005 年 1 月に英国オックスフォードにて開催された第 3回 TRU 国際ワークショップ

では各国の専門家との意見交換を行うなど，国内外の 新の研究成果や技術検討の情報収集を図

り，取りまとめに反映してきた。 

また，解析評価に用いたデータ・パラメータ等の設定根拠及び解析評価の詳細などの技術的根

拠を束ねた「根拠資料集」を別途取りまとめた。この根拠資料集には，廃棄体データベース，核

種移行データベース，設計検討及び解析，安全評価シナリオ，個別現象解析，安全評価解析，並

びに併置処分に関する検討評価等の詳細を記述した。 

 

1.2 地層処分の安全確保の考え方 

1.2.1 背景 

長寿命核種を含む放射性廃棄物の地層処分の安全評価においては，処分場閉鎖後の長期間にわ

たる処分の安全性を確保するための考え方を示すことが重要である。本節では，国際的な動向や，

国内の既存の安全評価レポートを参照しつつ，TRU 廃棄物の「地層処分の安全確保の考え方」に

ついて検討する。 

国際原子力機関（IAEA）は，放射性廃棄物の処分の安全確保の考え方に関連する報告書として，

「安全基準シリーズ DS154：放射性廃棄物の地層処分：ドラフト安全要件（以下，「DS154」とい

う）」(IAEA，2004)を公表している。この報告書は，地層処分に対する防御目的と基準を規定し，

この処分オプションの安全性を保証するために満たさなければならない要件を既存の放射性廃棄

物管理の安全原則と整合をとりつつ規定した報告書である。この DS154 では，放射性廃棄物の地

層処分の，特に，処分場閉鎖後の長期間の放射線学的安全性を保証するための要件が提示されて

おり，要件 2 では，“処分施設の開発のための規制要件の設定” を規制当局の責任として位置

づけ，要件 3 では，“地層処分施設の操業者は、その安全性に責任を持たねばならない。”とし，

操業者の責任として，“安全評価を行い、セーフティケースを開発し、規制要件に従って、また

国の法的枠組みの範囲内で、立地、設計、建設、操業、閉鎖において必要とされるすべての活動

を実施しなければならない。” としている。 

これらの要件の提示に対して，わが国では，これまで，原子力安全委員会において，高レベル

放射性廃棄物の地層処分（原子力安全委員会，2000b）並びに原子力発電所から発生する低レベル

放射性廃棄物の一部の浅地中処分（原子力安全委員会，1985，1986，1992，2000a）や RI 廃棄物

の浅地中処分（原子力安全委員会,2003）に関する安全規制の考え方に関する検討や，「原安委共

通事項報告」（原子力安全委員会,2004）がなされているが，TRU 廃棄物の地層処分に関する「安

全確保の考え方」（安全規制の考え方）は，明確には示されていない。「安全確保の考え方」（安

全規制の考え方）等については，今後，検討されていくものと考えられるが，これらの検討のた

めにも，安全評価を実施し,TRU 廃棄物の地層処分の実施に関わる制度化や計画に資する基盤情

報を提供することは TRU 廃棄物の地層処分計画を進展させるために極めて重要なことである。 

そこで，本検討書では， DS154 の要件 3を準用し，廃棄物発生者の立場において，本検討書に
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おいて対象とする安全確保の考え方（安全規制の考え方）を安全確保の要件（安全要件）として

設定し,それらに応えるように TRU 廃棄物の地層処分の検討・評価を行うこととする。以降の

1.2.2 では本検討書で考慮する「安全要件」について記述する。 

 

1.2.2 安全要件 

前述のように，わが国における TRU 廃棄物の地層処分に関する「安全確保の考え方」（安全規制

の考え方）は，現時点で明確には示されていない。そこで, 高レベル放射性廃棄物の処分に係る

安全規制の基本的考え方や，諸外国の事例，処分の安全に関する国際的な合意等を調査し，国際

的に認められた原則(IAEA，1995)との整合性も考慮されているIAEAのDS154に基づいて，本検討

書において考慮する TRU 廃棄物の地層処分の安全確保の考え方(安全規制の考え方）を安全要件と

して設定することとした。 

安全要件の設定においては，DS154 の要件が現在の TRU 廃棄物の地層処分の技術検討の段階にお

いて，必ずしも全て重要視されるものではないこと等を考慮に入れ， DS154 の要件に対して第２

次 TRU レポートでの取り扱い（重要度分類）を検討し，DS154 の要件を以下の項目ごとに整理した。 

 

①該当しない要件 1（廃棄物発生者の立場として課せられる要件ではない） 

②該当しない要件 2（現在の技術検討の段階において課せられる要件ではない） 

③技術検討の前提事項として一部準用する要件 

④技術検討の共通条件として一部準用する要件 

⑤廃棄物の発生量と特性の把握に関わる要件 

⑥処分システムの設計要件として一部準用する要件 

⑦安全評価要件として一部準用する要件 

 

上記の項目のうち，対象となる要件は③～⑦である。このうち技術的要件である④～⑦に着目

し，これらを本検討書の「安全要件」として整理した。表 1.2-1 に「本検討書において考慮する

安全要件等」を，対応する DS154 の要件番号と併せて示す。また，付録 1B の表 1B-1 に本検討書

での取り扱いを附した DS154 の安全要件を示す。さらに，参照した諸外国の事例や高レベル放射

性廃棄物の処分に係る安全規制の基本的考え方に基づく要件を付録 1B に示す。 

 

1.2.3 安全基準 

放射性廃棄物の陸地処分あるいは地層処分における安全基準について，諸外国では線量拘束値

あるいはそれと類似の線量基準を採用している国や，リスク基準を採用している国がある（たと

えば，NRC, 1982/2002 ; DSIN, 1991 ; RSK, 1983 ; BMU, 2001 ; RSA93, 1997 ; SSI, 1998/2000 ; 

STUK, 2001/2003 ; HSK & KSA, 1993）。 

わが国における安全規制としては，現状，浅地中処分可能な低レベル放射性廃棄物処分に関し

て，一般的と考えられる事象について「10μSv/y を越えないこと」，低頻度と考えられる事象に

ついて「10μSv/y を著しく越えないこと」を管理期間終了後の安全確保に必要な放射線防護の目

安として示されており（原子力安全委員会，1988），すでに処分事業が実施されている。TRU 廃
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棄物の一部を浅地中処分する場合には，本安全規制の考え方に基づくものと考えられる。一方，

余裕深度処分及び地層処分に関する安全規制に関しては，それぞれ基本的考え方が検討されてい

るものの（原子力委員会，1998；原子力安全委員会 2000b），現時点において明確な安全基準は

策定されていない。 

これに対して，近年示された「原安委共通事項報告」（原子力安全委員会，2004）」においては，

諸外国と同様に，わが国も廃棄物の種類や特徴に応じて異なる処分方法が考えられていることか

ら，処分の様態に即して種々の安全規制要件を定める個別的アプローチが現実的と指摘する一方

で，いずれの処分方法においても共通な安全規制の基本的考え方として，①シナリオの発生の可

能性を考慮したリスク論的考え方の導入，②シナリオの発生の可能性を考慮した放射線防護の規

準，③評価期間，及び④人為過程の取り扱いの各論点を提示し，国際放射線防護委員会の勧告や

諸外国の動向も参考にして検討を進めるべきであることを指摘している。 

上記のような事業の進捗及び安全規制に関する国の取り組み状況に鑑み，本検討書においては，

すでに事業において適用された実績がある浅地中処分における安全基準（線量率 10μSv/y）及び

上記②の論点でも提示され諸外国で提案されている放射線防護の基準（線量率 100～300μSv/y

あるいはリスク 10-5～10-6 y-1）を，TRU 廃棄物を対象とした余裕深度処分及び地層処分について

の処分場閉鎖後の長期的な安全性の目安と考えた。 
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表 1.2-1 本検討書において考慮する安全要件等 

整理項目 要件等 
DS154の要件番号 
(付録1B参照） 

①技術検討の共通条件  

・地層処分施設の安全性と安全性の信頼性レベルの具体的提示 要件12－①,② 

・時間･空間的変遷の考慮 要件12－① 

・安全性を損なうような課題がないことの提示 要件12－① 

・未解決の問題の提示 要件12－③ 

・文書化（正当化，追跡性，明快さ）の確保 要件13－②，③，④，⑤ 

・レビューによる内外部者との意見交換 要件13－① 

 

・品質管理（使用するモデル、データ、コードの検証･確証等を含む） 要件23－① 

②廃棄物の発生量と特性の把
握に関わる要件 

 

 ・放射性核種の種類及び濃度、その他（熱出力、マトリクス、パッケージ等）の特性把
握 

要件19－⑧ 

③処分システムの設計要件  

・多重の安全機能を有する受動的人工バリアシステムの設計 要件7－②，④ 

・閉じ込め性，低流速，拡散・分散・希釈・遅延等の有用なプロセスを有する処分シス
テムの設計 

要件7－①，要件8 

・適切な定置，構造物の配置，レイアウトのための設計 要件9－①，要件15－② 

・有害な現象や擾乱を緩和する特性を有する設計 要件15－③ 

・バリアの相互作用・補完性を考慮した設計 要件7－③，要件15－① 

・人間侵入の影響を 小化するための設計 要件9－② 

 

・操業期間中等の安全を確保するための設計 要件12－②，要件15 

④安全評価要件  

・安全性評価の結果に対する十分な信頼性の確保 要件6－①，④ 

・安全性を提供する特性とプロセス、また、安全性にとって有害となるかも知れない特
性、事象、プロセスの同定および特性把握 

要件6－② 

・安全性の評価における不確実性の考慮 要件6－③，⑤ 

・研究対象範囲（評価対象時間のスケール、評価対象事象／シナリオ、解析ケース等）
の妥当性確認 

要件12－④ 

 

・感度解析，不確実性の影響解析，what if解析、reserve FEP，様式化アプローチ，補
完的安全指標の採用、ナチュラルアナログ研究の結果等の多重の論拠の採用 

要件9－③ 
要件12－⑤，⑥，⑦，⑧ 
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1.3 地質環境条件 

TRU 放射性廃棄物処分の長期的な安全性を提示する上で，処分施設の設置されるサイトの地質

環境条件は重要な役割を果たすものである。役割としては，廃棄物を物理的に地表環境から隔離

するとともに，施設から漏出した核種が地下水により移行することを抑制し，また，処分施設を

長期的に安定に維持すること等である。このような役割を十分果たす地質環境条件をサイト選定

においては考慮することが必要である。しかし，TRU 廃棄物処分における現時点での検討段階は

サイト選定段階以前であり，現時点ではサイトの地質環境条件を具体的に記述することはできな

い。ただし，H12 レポート（核燃料サイクル開発機構，1999）において，地層の長期的な安定性

や処分場の安全性に関して有用な特性を有する地質環境条件がわが国において存在することが示

されており，本検討書ではその知見を踏まえて,地質環境条件を設定することとする。 

 

1.3.1 地質環境条件の設定の考え方 

TRU 核種を含む放射性廃棄物は，各廃棄体に含まれる放射能の廃棄体中濃度により適切な処分

概念が適用され，浅地中埋設の処分概念が適用できる廃棄体と，それ以外の処分概念，則ち地層

処分が適切である廃棄体に区分し，後者については具体的な処分概念の検討結果が提示された

（原子力委員会，2000a；共同作業チーム，2000）。 

わが国では地層処分とそれに先立ちすでに事業段階にある浅地中埋設では，異なる研究開発の

アプローチが採用されてきており，また，前者は隔離型処分，後者は管理型処分といった違いも

ある。それにより，設定された地質環境条件もその設定の考え方やデータに違いが見られる。そ

こで，本検討書でも地層処分と浅地中埋設処分それぞれについて，従来からの考え方を踏襲して

地質環境条件を設定することとする。 

 

1.3.1.1 地層処分 

人工バリアと天然バリアを組み合わせた多重バリアシステムを基本とする地層処分概念は，

TRU 廃棄物が多種多様な廃棄物として存在することと，わが国の幅広い地質環境条件に対応して

広く考え得ることが想定される。現時点においては，処分場サイトが特定されていないことを踏

まえ，わが国の一般的な地質環境条件を想定することとする。そこで，第１次 TRU レポート(共

同作業チーム，2000)での地質環境条件の検討の際においても参照した H12 レポートの地質環境

条件に係わる調査・研究結果を，本検討書においても参照し地質環境条件の設定を行うこととす

る。なお，具体的な地質環境条件の設定としては，地質環境条件の幅を考慮しいくつかの典型的

なパターンを設定することとする。 

 

1.3.1.2 コンクリートピット処分及び余裕深度処分 

TRU 廃棄物の一部は浅地中埋設処分の可能性が示されているが，同処分概念についてはすでに，

発電所運転廃棄物，発電所解体廃棄物を対象とした処分の安全性に関わる検討が国ベースで行わ

れてきている（原子力安全委員会，1986；原子力委員会，1998；原子力安全委員会，2000a）。そ

こで，本処分概念に関しては一般的な地質環境条件を対象に行われている原子力安全委員会での

検討を参考として地質環境条件を設定することとする。 
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1.3.2 地質環境条件の範囲とレファレンスケース 

1.3.2.1 地層処分 

わが国の地質環境に関する多くの知見が収集されている H12 レポートの成果を踏まえ，サイト

を特定しない地質環境条件をその幅を考慮して設定を行うこととする。以下に主要な条件設定に

ついて記すとともに表 1.3-1 に地層処分に関する地質環境条件の設定をまとめて示す。 

 

表 1.3-1 地層処分における地質環境条件の設定 

 A B C D 

地 理 内 陸 内 陸 沿 岸 沿 岸 

地 形 
平 野 

（丘陵，山地） 

平 野 

（丘陵，山地） 
平 野 平 野 

岩 種 堆積岩 結晶質岩 堆積岩 結晶質岩 

地下水組成 降水系地下水 降水系地下水 海水系地下水 海水系地下水 

透水量係数*1 

(m2/s) 

10-10 

（10-9，10-11） 

10-10 

（10-9，10-11） 

10-10 

（10-9，10-11） 

10-10 

（10-9，10-11） 

透水係数 

（m/s） 

10-9 

（10-8，10-10） 
 

10-9 

（10-8，10-10） 
 

動水勾配 0.01 ,(0.05） 0.01 ,(0.05） 0.01 0.01 

岩盤種類 SR-C (SR-B) (SR-D) HR SR-C HR 

有効間隙率(-) 0.3 0.2 0.45 0.02 0.3 0.02 

一軸圧縮強度 

(MPa) 
15 20 10 115 15 115 

処分深度（m） 500 1,000 500 500 

生物圏 河川水 河川水 海 水 海 水 

注 1：レファレンス条件に下線を付記した。 

注 2：岩盤の透水性、強度等に関しては、本検討書では検討の目的（坑道安定性や核種移行評

価等）を踏まえ地質環境条件の幅をそれぞれ独立に設定を行っている。 

*1：透水量係数分布として設定された対数平均値を記載。 

 

(1) 地形条件 

日本列島の大局的な地形を踏まえると地形条件のパターンとしては，以下のものの組み合わせ

が考えられる。そこで，これらの組み合わせから，地理と水質の関連に着目し内陸，平野，降水

系地下水と沿岸，平野，海水系地下水の大きく 2つの地形条件を典型的なパターンとして検討を

行うこととした。なお，地形に関しては降水系地下水が想定されるパターンにおけるバリエーシ

ョンとして検討対象とした。 

・地理：内陸，沿岸 

・地形：山地，丘陵，平野（台地と低地） 

・水質：降水系地下水，海水系地下水 
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(2) 岩種 

H12 レポートでは，わが国の岩種を以下のように 6種類に分類している。 

結晶質岩「酸性岩」（火成岩，変成岩） 

結晶質岩「塩基性岩」（火成岩，変成岩） 

先新第三紀堆積岩（砂質岩） 

先新第三紀堆積岩（泥質岩，凝灰質岩） 

新第三紀堆積岩（砂質岩） 

新第三紀堆積岩（泥質岩，凝灰質岩） 

本検討書においては，力学特性等の特徴を踏まえ，結晶質岩「酸性岩（花崗岩類）」と堆積岩「新

第三紀堆積岩（泥質岩／凝灰質岩）」を核種移行の観点及び力学的な空洞安定性への影響の観点か

らそれぞれ設定することした。そこで，典型的な地質条件のパターンとしては，上記の地形条件

における 2つのパターンそれぞれに対して，岩種の違いに応じたものを想定し全体として４つの

典型的なパターンを想定することとした。 

 

(3) 地質構造条件 

処分場から生物圏に至るまでの天然バリア中の核種の移行経路は，一般に複数の地質構造や断

層を経て非常に複雑で長い経路となると考えられるが，特定のサイトを対象としていないことか

らこのような核種移行経路を設定することは困難であると考えた。H12 レポートでは，処分場が，

処分場の安定性や性能に影響を及ぼす可能性のある活断層や透水性の高い大規模な破砕帯を伴う

主要な断層から少なくとも 100m 以上離して配置されることを考慮して安全評価解析が実施され

ている。 

したがって，本検討書においても，天然バリアの核種移行評価距離については，レファレンス

ケースを 100m とし，本検討書で想定している処分深度相当までをパラメータ範囲として評価す

ることとする。また、天然バリアの評価上の取り扱いとしては、設計に関連する評価では結晶質

岩系岩盤の場合は亀裂性媒体，堆積岩系岩盤の場合は多孔質媒体で近似して天然バリア性能を評

価することとする。なお，新第三紀堆積岩においては，亀裂性岩盤と多孔質岩盤の特徴を併せ持

つような場合も想定されることから，核種移行評価においては H12 レポートと同様の考え方に基

づき結晶質岩系岩盤と同様に亀裂性媒体として扱い，1 次元平行平板モデルの重ね合わせを適用

して評価することとする。 

 

(4) 水理条件 

動水勾配としては H12 レポートでの地下水面の情報に基づく動水勾配の整理結果より，先に示

した地形に対応するデータとして以下の値を設定する。 

 

平野（台地と低地）：0.01 

山地，丘陵    ：0.05 

また，透水性に関しては，核種移行解析における亀裂性媒体としての取り扱い関しては，H12

レポートで整理されている釜石鉱山でのボーリング孔を用いた透水試験から求められた透水量係
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数分布（対数平均値-9.99，対数標準偏差 1.07）をレファレンスとして用いることとした。また，

地質環境条件の幅として透水量係数分布を 1桁低減した場合と増加した場合を考慮することとし

た。一方、処分施設の設計評価等において岩盤を多孔質媒体として取り扱い検討を行う上では、

第１次 TRU レポートにおける地質環境条件の設定を踏襲し、H12 レポートで文献調査結果も含め

て整理された透水係数の頻度分布より、結晶質岩系、堆積岩系とも岩盤の透水係数のパラメータ

範囲を 10-8m/s～10-10m/s とし、この範囲の平均的な値として 10-9m/s をレファレンスケースとし

て設定することとした。 

 

(5) 地下水化学条件 

地下水は対象とする地形等に応じて存在することから，H12 レポートで既存の文献より得られ

る地下水データ等を用いて統計的解析により示された代表的な水質である降水系地下水をレファ

レンスとして，海水系地下水についても幅として設定することとする。 

 

(6) 岩盤力学条件 

岩盤強度は空洞安定性の確保の観点から処分施設の設計に大きな影響を与える重要な地質環境

条件である。H12 レポートでは，わが国の岩盤物性について既存のデータ等より岩盤の基本的な

物性値のデータセットが示されている。本検討書においてはこのデータセットより，結晶質岩に

ついては，硬岩系岩盤(HR：酸性岩の平均値)のデータを設定することとする。また，堆積岩につ

いては幅広い強度分布を示すことから，レファレンスとして H12 レポートと同様のやや軟らかい

SR-C の岩盤を対象とし，岩盤強度による処分空洞の安定性等を幅広く検討するため，SR-B 及び

SR-D についても地質環境条件の幅として考慮することとした。 

 

1.3.2.2 コンクリートピット処分及び余裕深度処分 

対象となるTRU廃棄物の一部については，地下数mのコンクリートピットへの処分や一般的で

あると考えられる地下利用に対して十分余裕を持った深度（たとえば 50～100m）への処分（以下，

「余裕深度処分」という）の適用可能性が考えられている（原子力委員会，2000a，共同作業チー

ム，2000）。そこで，本検討書では上記原子力安全委員会での検討を参考としてコンクリートピ

ット処分及び余裕深度処分に対応する地質環境条件の設定を行った。コンクリートピット処分及

び余裕深度処分における地質環境条件を表 1.3-2 に示す。 

 

1.3.3 まとめ 

地層処分については H12 レポートを参考に地質環境条件の幅を考慮し典型的な 4つのパターン

の設定を行った。また，浅地中埋設処分に関しては，発電所廃棄物の埋設処分を対象としたこれ

までの原子力委員会，原子力安全委員会における検討の成果を重んじ，これらの検討で対象とさ

れた条件を踏襲して，本検討書の地質環境条件とすることとした。 
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表 1.3-2 コンクリートピット処分及び余裕深度処分における地質環境条件の設定 

 項目 小項目 設定値 備考 

地質構造条件 核種移行距離 500m 

IAEA-TECDOC-401 に合理的な範囲と

して示されている100～1,000mの中

間の値として設定。 

透水係数 10-6m/s 

間隙率 0.3 

コンクリート 

ピット処分 

水理条件 

動水勾配 0.01 

地下水の実流速として0.01m/dを設

定。 

地質構造条件 核種移行距離 500m 

多孔質媒体として取り扱う 

敷地内：200m 

敷地外：300m 

透水係数 10-7m/s 

敷地内の地下環境が把握されてい

る範囲について左記透水係数を適

用。敷地外に関しては1オーダー高

い 10-6m/s を適用。 

間隙率 0.2 
「地下水ハンドブック」や H12 レポ

ートでの設定値を踏まえて設定。 

余裕深度処分 

水理条件 

動水勾配 0.01 

H12 レポートでの調査結果である低

地における動水勾配分布等を参考

に設定。 
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