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第 5章 コンクリートピット処分と余裕深度処分の処分施設概念と安全評価 

 

5.1 コンクリートピット処分施設及び余裕深度処分施設の施設概念 

ここでは，発電所から発生する低レベル放射性廃棄物についてすでに事業化がなされているコ

ンクリートピット処分及び，原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会により報告されてい

る「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（以下，

「バックエンド対策専門部会報告書」という）」（原子力委員会，1998）において発電所廃棄物を

対象として示されている「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，地表から 50～100m 程度）」に廃棄物を埋設する処分を対象として処分施設の検討を行っ

た。 

 
(1) 前提条件の整理 

a. 処分概念 

わが国における放射性廃棄物の処分概念は，原子力安全委員会放射性廃棄物安全規制専門部会

により昭和 60 年 10 月に取りまとめられた「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に

関する基本的考え方について」（原子力安全委員会，1985）より，管理型と地層処分である隔離型

の 2つに大別して扱われてきた。 

管理型に相当する浅地中処分施設に関しては，地下数 m 程度の浅地中のコンクリートピットへ

の処分として，原子炉施設から発生し処分容器に固型化された放射性廃棄物を対象に事業化され

ている。また，これらより放射性物質濃度が高い廃棄物に対しては，数百年の管理期間が経過し

た後の処分場跡地について一般的な土地利用が制約されないように，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への処分（以下，「余裕深度処分」という）が，その処分

概念に含まれるものとして認められている。 

低レベル放射性廃棄物の陸地処分は，浅地中に設けたコンクリートピットなどの人工構築物に

放射性物質を閉じ込めることを基本的な考え方として，法制度が整備され，具体の処分が実施さ

れてきた。原子力安全委員会放射性廃棄物安全基準専門部会の「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）に現行の政令濃度上限値の導出に際して想定されたコンクリートピ

ット処分概念として示されているものを図 5.1-1 に示す。 
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図 5.1-1 コンクリートピット処分の処分概念図 

 

また，バックエンド対策専門部会報告書においてまとめられた，余裕深度処分概念を図 5.1-2

に示す。 

 
①一般的であると考えられる地下利用に十分余裕を持った深度

に処分する（すなわち，高層建築物などの基礎が設置できる

支持層上面より深く，これに基礎となる地盤の強度などを損

なわないための離隔距離を確保した，たとえば地表から 50～

100m 程度の深度に処分する）とともに，地下の天然資源の存

在状況についても考慮する。 

②放射性核種の移行抑制機能の高い地中を選ぶ。 

③現行の低レベル放射性廃棄物が処分されているコンクリート

ピットと同等以上の放射性核種閉じ込め機能を持った処分施

設を設置する。 

④放射性核種濃度の減少を考慮し，数百年間処分場を管理する。 

 

 

図 5.1-2 余裕深度処分の処分概念 

 
b. 処分施設概念 

コンクリートピット処分の処分施設の具体化に当たっては，実際のサイト特性に応じて，自然

素材である粘土系のバリアと人工素材であるセメント系のバリア等を組み合わせた複合バリア施

設が採用され，地下に浸透した降雨が地表浸出しないで流れる十分厚い覆土で覆うなど，廃棄体

と複数のバリアを組み合わせた多重バリアシステムが検討されてきた。六ヶ所低レベル放射性廃

棄物埋設センターにおけるコンクリートピット処分の施設概念図を図 5.1-3 に示す。 
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図 5.1-3 コンクリートピット処分の施設概念図（原子力安全委員会（編），2000b） 

 

余裕深度処分の具体的な処分施設の概念としてバックエンド対策専門部会報告書では，スウェ

ーデンの SFR やフィンランドの VLJ を参考としつつ，「我が国においても地下水力発電所や大規模

なトンネルがすでに存在しており，設計及び施工技術上の問題はないと考えられる」とし，地下

数十ｍ程度の深度で考えられる処分施設として，トンネル型あるいはサイロ型のような地下空洞

の内部にコンクリート構造物を設置し，処分容器に固型化した廃棄物を収納し埋め戻す施設を想

定している。 

さらに同報告書では，管理期間経過後の放射性核種の地下水移行に対する安全確保に関して検

討し，次の具体的な方策を想定し，天然の土壌のみによる，あるいは難透水性材料の機能向上に

よって，またその組合せによって放射性核種の移行抑制が可能としている。 

①天然の土壌などによる移行の抑制 

－透水性の低い地層，動水勾配の小さな地下などに処分施設を設置することにより，処分施設

を通過する地下水量の低減，及び放射性核種の移行速度の低減を図る。また，放射性核種が

処分施設から漏出した場合にそれが生活環境に達するまでの距離が十分長くなる地中を処分

場に選ぶことにより，放射性核種が生活環境に至るまでにその減衰により濃度が低減するの

に要する時間を確保する。 

②難透水性材料などによる移行の抑制 

－処分施設からの放射性核種の漏出は，処分施設を通過する地下水量や拡散速度に依存するの

で，処分施設の周囲をベントナイト混合土などの難透水性の材料で取り囲むことによって，

処分施設を通過する地下水量を小さくしたり，放射性核種の拡散を抑制することにより漏出

速度を低減する。 

 
(2) 人工バリア構成 

コンクリートピット処分としては，本検討書ではサイト条件として一般的な地質環境条件を設

定していることから，具体的な現行の政令濃度上限値導出に際して想定された処分施設概念を参



5-4 

考に，以下に示す要素で構成されると考えることとした。 

・廃棄体（廃棄物＋セメントモルタル＋鋼製容器） 

・充填材（セメントモルタル） 

・コンクリートピット（鉄筋コンクリート） 

 

なお，余裕深度処分としては，現行の低レベル放射性廃棄物が処分されているコンクリートピ

ットと同等以上の放射性核種閉じ込め機能を持った処分施設を設置すると，先に示した基本的な

考え方に示されている。そこで，本検討書ではこのことを踏まえ，六ヶ所低レベル放射性廃棄物

埋設センターの 1，2号埋設施設を参考とした処分施設が余裕深度に作られることを想定した。 

 

上記を踏まえると余裕深度処分施設は以下に示す要素で構成されると考えられる。 

 

・廃棄体（廃棄物＋セメントモルタル＋鋼製容器） 

・充填材（セメントモルタル） 

・コンクリートピット（鉄筋コンクリート） 

・ベントナイト混合土 

 
5.2 コンクリートピット処分及び余裕深度処分の安全評価の進め方 

原子力発電所から発生する低レベル放射性固体廃棄物については，「放射性廃棄物処理処分方策

について」（原子力委員会，1985）及びバックエンド対策専門部会報告書（原子力委員会，1998），

並びに「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（中間報告）

（以下，「第 1次中間報告」という）」（原子力安全委員会，1986），「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 2 次中間報告）（以下，「第 2 次中間報告」とい

う）」（原子力安全委員会，1992）及び第 3 次中間報告において，コンクリートピット処分及び余

裕深度処分の基本的考え方や安全評価手法が示されている。 

コンクリートピット処分及び余裕深度処分の安全評価は基本的にこれら報告書に示されている

評価シナリオ，評価モデル及び評価パラメータを使用し，第 2 章においてそれぞれの処分区分に

分類された TRU 廃棄物の処分の安全性を評価する。ただし，管理期間中の評価シナリオである「処

分場敷地境界に居住する人のスカイシャイン放射線による被ばく」については，操業方法，遮へ

い設計等により線量低減が可能であることから評価の対象とせず，本検討書では管理期間終了後

の評価シナリオのみを対象とする。また，余裕深度処分におけるボーリングシナリオなどの一般

的とは考えられない事象についても本章では対象外とする。 

なお，地下水移行シナリオについては，これら報告書では一般的な条件として比較的良好な条

件で評価されているため，地層処分システムと共通的な還元性地下水化学条件やセメント系人工

バリア等に起因する安全評価パラメータ等について，とくに線量評価上重要な核種のパラメータ

の幅を考慮した解析ケースについても評価を行う。 

 



5-5 

5.3 コンクリートピット処分及び余裕深度処分のシナリオ検討 

5.3.1 コンクリートピット処分の評価シナリオ及び評価モデル 

第 1 次中間報告，第 2 次中間報告に記載されている以下の評価シナリオにもとづいて安全評価

を行う。 

・建設シナリオ 

・居住シナリオ 

・地下水移行シナリオ 

評価シナリオ及び評価モデルの詳細については付録 5A に示した。 

 

5.3.2 コンクリートピット処分の評価パラメータ 

廃棄体の放射性物質量は表 2.4.2-2 の値を使用し，その他評価に必要なパラメータについては，

第 1 次中間報告及び第 2 次中間報告で設定されたものを使用した。ただし，線量換算係数につい

ては ICRP Pub.72（IAEA，1995）を採用した。また，子孫核種など設定値がないものについては，

第 1 次中間報告及び第 2 次中間報告で引用している文献（たとえば，IAEA，1994）を参考に設定

した（表 5.3.2-1）。 

なお，地下水移行シナリオにおいて，評価上重要と考えられる C-14，Cl-36，I-129 の放出係数

及び移行経路の収着分配係数については，パラメータの幅を考慮し，変更ケースとして地層処分

評価の酸化性地下水のデータセットを参考に設定した。これら設定値を表 5.3.2-2 に示す。 

 

表 5.3.2-1 新たに設定した評価パラメータ 

 

 

 

 

 

注 1：引用文献 

IAEA TRS No.364（IAEA，1994），IAEA S.S No.57（IAEA，1985），PNL-3209（B.A.Napier et al.，1980） 

 

表 5.3.2-2 変更した評価パラメータ 

放出係数（－） 移行経路の収着分配係数

（m3/kg） 元素 

基本ケース*1 変更ケース 基本ケース*1 変更ケース 

C 0.1 1.3*2 0.01 0.0001*2 

Cl 0.1 2.9 0.01 0.0001 

I 0.1 0.23 0.01 0.0001 

*1：第 1次中間報告，第 2次中間報告の設定値としたケース 

*2：有機炭素の設定値 

農作物への濃縮係数
 ((Bq/kg)／(Bq/kg))

畜産物への移行係数 (d/kg)
濃縮係数
 (-)

放出係数
 (-)

収着分配係数

(m
3
/kg)

農作物 米
葉菜,非葉
菜,果実

飼料 卵 牛乳 牛肉 豚肉 鶏肉 水産物 処分場 移行経路 農耕土

Pb 3.4E-02 4.0E-03 3.4E-02 1.1E-03 1.2E+00 3.0E-04 4.0E-04 3.1E-02 1.2E+00 3.0E+02 3.0E-04 1.0E-01 2.2E+01

Po 1.5E-03 2.0E-03 1.5E-03 9.0E-02 9.9E-04 3.4E-04 5.0E-03 9.9E-04 9.9E-04 5.0E+01 3.0E-04 1.0E-01 6.6E+00

Ra 8.0E-03 6.6E-04 8.0E-03 8.0E-02 2.0E-05 1.3E-03 9.0E-04 3.5E-02 4.8E-01 5.0E+01 3.0E-02 5.0E-02 2.4E+00

Ac 1.0E-03 1.0E-03 1.0E-03 4.0E-03 2.0E-03 2.0E-05 2.0E-05 1.0E-02 4.0E-03 2.5E+01 3.0E-04 1.0E+00 5.4E+00

Th 3.5E-03 1.9E-05 3.5E-03 1.1E-02 2.0E-03 5.0E-06 1.0E-04 1.0E-02 4.0E-03 1.0E+02 3.0E-04 1.0E+00 8.9E+01

Pa 4.0E-02 4.0E-02 4.0E-02 1.0E-01 2.0E-03 5.0E-06 1.0E-03 1.0E-02 4.0E-03 1.0E+01 3.0E-04 1.0E+00 6.6E+00

元素
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5.3.3 余裕深度処分の評価シナリオ及び評価モデル 

放射性廃棄物を埋設した埋設施設によって一般公衆が受ける可能性のある被ばく経路としては，

第 3 次中間報告で一般的と考えられる事象としている地下水移行シナリオとした。地下水移行シ

ナリオにおける被ばく経路も第 3次中間報告で選定された以下の 4つの経路とした。 

・河川水利用経路 

・河川岸建設経路 

・河川岸居住経路 

・河川岸農耕経路 

評価シナリオ及び評価モデルの詳細については付録 5C に示した。 

 

5.3.4 余裕深度処分の評価パラメータ 

廃棄体の放射性物質量は表 2.4.2-2 の値を使用し，その他余裕深度処分の評価に必要なパラメ

ータは，第 3 次中間報告で設定されたものを使用した。また，線量換算係数やα核種の子孫核種

のデータは，5.3.2 のコンクリートピット処分と同様の値を使用した。 

変更ケースでは，コンクリートピット処分で使用した表 5.3.2-1 の値（設定した核種は還元環

境においても同様の設定である）に加え，表 5.3.4-1 に示すように金属の溶出率及び施設浸透水

量を変更した。 

これは，対象廃棄物には放射化金属が含まれること，余裕深度処分施設に関してはベントナイ

ト混合土等の設置により地下水浸透水量の低減効果を見込むことができることから，金属廃棄物

の溶出率及び地下水浸透水量の低減効果を考慮したものであり，現実的な評価を取り入れたもの

である。 

金属廃棄物の溶出率については，ジルカロイが主要材料である CB とステンレス鋼が主要材料で

ある BP とにおいて，各材料の腐食速度（原子力環境整備促進・資金管理センター，2002）及び比

表面積から求めた値である。また，地下水浸透水量については，第 3 次中間報告では施設は周辺

地質環境と同等の特性であると仮定し，周辺岩盤の透水係数 1.0×10-7m/s から求められている。

したがって，この透水係数より 2桁以上は小さいと考えられるベントナイト混合土の設置により，

施設浸透水量が 2桁低減するものと想定した。 

 

表 5.3.4-1 変更した評価パラメータ 

パタメータ名 基本ケース 変更ケース 

CB 瞬時放出 1.0×10-5 
溶出率（1/y） 

BP 瞬時放出 3.0×10-4 

施設浸透水量（m3/m2/y） 7.3×10-2 7.3×10-4 
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5.4 コンクリートピット処分及び余裕深度処分の安全評価 

5.4.1 コンクリートピット処分の安全評価 

5.3 で整理された評価シナリオ及び評価パラメータにもとづいて，α核種の崩壊生成を考慮し

た線量評価を実施した。結果を表 5.4.1-1 及び図 5.4.1-1 に整理する。 

3 つの評価シナリオのうち，最も高い数値となったシナリオは居住シナリオで，300 年後（管理

期間終了後）の線量は 8.4μSv/y との評価結果が得られた。このときの支配核種は Sr-90 及び

Am-241 であり，使用済燃料起源の核分裂生成物及び TRU 核種である。 

建設シナリオ及び地下水移行シナリオに関しては，居住シナリオよりも十分低い線量であり，

それぞれ 0.025μSv/y，0.01μSv/y との評価結果が得られた。建設シナリオは Cs-137，Sn-126 及

び Sr-90 が支配核種であり，地下水移行シナリオに関しては C-14 が支配核種である。 

また，地下水移行シナリオの変更ケースの線量は，C-14 のバリア性能を低下させたことによる

影響が大きく，基本ケースに比べおよそ 2 桁線量が上昇し，線量は 6.9μSv/y となったが，評価

ではベントナイト混合土などによる施設浸透水量の低減効果を見込んでいないため，この性能を

期待することにより線量の上昇を抑えることは可能と考えられる。 

TRU 廃棄物には内部被ばくへの影響が大きく，地下水を移行しにくい TRU 核種等が比較的多く

含まれることから，コンクリートピット処分においては人間接近シナリオである居住シナリオに

着目する必要がある。居住シナリオに関してはバリア機能強化による線量低減効果は期待できな

いため，埋設処分される廃棄体の放射性物質濃度及び放射性物質量を適切に評価・管理すること

が重要である。 

 

表 5.4.1-1 コンクリートピット処分の線量評価結果 

評価シナリオ 線量 

（μSv/y） 

時間 

（y） 

支配核種 

居住シナリオ 8.4×100 3.0×102 Sr-90,Am-241,Tc-99

建設シナリオ 2.5×10-2 3.0×102 Cs-137,Sn-126,Sr-90

基本ケース 1.0×10-2 1.6×104  C-14 
地下水移行シナリオ 

変更ケース 6.9×100 5.4×102 C-14 
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＜居住シナリオ＞               ＜建設シナリオ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地下水移行シナリオ（基本ケース）＞   ＜地下水移行シナリオ（変更ケース）＞ 

 

図 5.4.1-1 コンクリートピット処分の線量評価結果 

管理期間 管理期間 

管理期間 管理期間 
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5.4.2 余裕深度処分の安全評価 

5.3 で整理された評価シナリオ，評価経路及び評価パラメータにもとづく線量評価結果を表

5.4.2-1 及び図 5.4.2-1～図 5.4.2-2 に整理する。 

評価した 4 つの経路の中で線量の大きい経路は河川水利用経路と河川岸農耕経路であり，とく

に変更ケースは基本ケースに比べ顕著に被ばく線量が上昇している。このときの支配核種はC-14，

Cl-36，I-129 といった地下環境を移行しやすい核種である。TRU 核種（及びその子孫核種）は河

川岸建設経路及び河川岸居住経路で主要核種となるが線量そのものは十分小さい。変更ケースの

ようにバリアに C-14 の収着性能などを期待できないような場合においても，地層処分における評

価のように金属の溶出率の設定やベントナイト混合土による施設浸透水量の低減を期待すること

によって，安全性を確保できる見通しは得られたと考える。 

今後，具体的な施設設計及び人工バリアの検討を進めるにあたっては，地層処分と同様に支配

核種となっている C-14 の閉じ込め性能，移行挙動に着目した検討が必要と考えられる。また，線

量のピーク時期が数 1,000 年以降であることを踏まえれば，長期的な主要な核種データの信頼性

向上及び人工バリアの挙動評価等が必要と考えられる。 
なお，余裕深度処分で想定される人工バリア構成，線量を支配する核種は地層処分と同様であ

ることから，地層処分での検討結果を活用することは有効である。 

 

 

表 5.4.2-1 余裕深度処分の線量評価結果 

評価経路 線量 

（μSv/y） 

時間 

（y） 

支配核種 

基本ケース 2.3×10-2 7.9×104 Cl-36,I-129 
河川水利用経路 

変更ケース 6.7×100 5.0×103 C-14 

基本ケース 3.1×10-4 1.1×106 Th-229,Zr-93 
河川岸建設経路 

変更ケース 1.6×10-5 8.6×106 Th-229, Th-230

基本ケース 5.0×10-4 1.1×106 Th-229,Ra-226 
河川岸居住経路 

変更ケース 4.1×10-5 5.4×103 Cl-36,C-14 

基本ケース 6.3×10-2 7.9×104 Cl-36 
河川岸農耕経路 

変更ケース 5.8×10-2 5.4×103 Cl-36,C-14 
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   ＜河川水利用経路＞              ＜河川岸建設経路＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜河川岸居住経路＞              ＜河川岸農耕経路＞ 

 

図 5.4.2-1 余裕深度処分の線量評価結果（基本ケース） 
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＜河川水利用経路＞              ＜河川岸建設経路＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜河川岸居住経路＞              ＜河川岸農耕経路＞ 

 

図 5.4.2-2 余裕深度処分の線量評価結果（変更ケース） 
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5.5 まとめ 

最新の廃棄物発生量予測に基づき更新された廃棄体データベースを対象として，現行の原子炉

から発生する廃棄物を対象とした濃度上限値を参考にコンクリートピット処分及び余裕深度処分

に区分した廃棄体について，「第 1次中間報告」，「第 2次中間報告」及び「第 3次中間報告」に示

された処分概念や安全評価手法等を基本として両処分概念の安全評価を行い，以下に示す主要な

結果を得た。 

 

・コンクリートピット処分及び余裕深度処分の双方とも，基本ケースでの線量評価結果は，

10-4～10μSv/y の範囲であり，安全性を確保できる見通しが得られた。 

・余裕深度処分では地層処分と同様に C-14 などの地下環境を移行しやすい核種が支配核種

となった。 

・地層処分システムと共通的な還元性地下水化学条件やセメント系人工バリア等に起因する

安全評価パラメータ等について，とくに線量評価上重要な核種のパラメータの幅を考慮し

た解析ケース（変更ケース）においても，現実的な金属の溶出率や緩衝材設置を想定した

施設浸透水量の低減を図ることにより，安全性を確保できる見通しが得られた。 

 

5.6 今後の課題 

・具体的な施設設計及び人工バリアの検討を進めるにあたっては，支配核種となっている核

種の閉じ込め性能や移行挙動について，具体的な地質環境条件に基づき現実的かつ信頼性

の高いデータやパラメータの取得を行うなど信頼性の向上を図る必要がある。 

・線量ピークが数 1,000 年以降に示されることを考慮すると，長期的な評価の信頼性を向上

させることが必要であることから，地層処分システムにおける研究成果等を活用し，長期

的な人工バリアの挙動評価，リスク論的考え方の導入や不確実性の評価への取り込みなど

について検討していく必要がある。 

・地層処分評価で検討された硝酸塩影響や有機物影響等の影響についても，設計への配慮や

安全評価への反映等を講じることが必要と考えられる。 
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