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3-2 人工バリアの基本構成及び機能（3.1.1.1(1)） 

 

1. はじめに 

 第 2 次 TRU レポートでは，3.1.1.1(1)人工バリアの基本構成及び機能において，主に第１次 TRU

レポートでの考え方を参考に，人工バリアの基本構成等の考え方を整理した。TRU 廃棄物地層処

分における人工バリアの検討には，高レベル放射性廃棄物，使用済燃料及び中低レベル放射性廃

棄物に関する諸外国の状況についても参考となることから，それらの状況を把握しておくことは

重要であると考えられる。ここでは，人工バリアに期待される機能を諸外国の状況も含めて整理

し示した。また、諸外国の状況についても参考として，処分システムを構築するうえで考慮する

要件に対する，各人工バリアに要求される機能を整理し，現段階で設計要件として考慮する機能

の設定についてまとめた。 

 

2. 人工バリアに期待される機能の整理 

 TRU 廃棄物地層処分施設を構成する人工バリアについて，第 1 次 TRU レポートでの考え方及び

高レベル放射性廃棄物，使用済燃料及び中低レベル放射性廃棄物の地層処分施設に関する各国の

状況を参考に整理を行った。 

 まず，高レベル放射性廃棄物，使用済燃料及び中低レベル放射性廃棄物に関する各国の状況と

しては，OECD NEA の IGSC(Integration Group for the Safety Case)-EBS プロジェクト報告書

(OECD/NEA, 2003)に地層処分施設の人工バリア構成及び設置した人工バリアに期待する機能がま

とめられている。そこでまとめられている人工バリアの主要な役割及びバリア構成及び機能を表

-1 にまとめて示した。これらの結果から，地層処分施設の人工バリアを構成する各バリア材の機

能としては以下のものが考えられている。 

・廃棄物の固型化材：長期間の核種放出抑制を維持する安定な廃棄物状態をもたらす。 

・廃棄物容器及びオーバーパック：廃棄物のハンドリング，定置及び再取り出しを容易

にする。また，1,000 年もしくはそれ以上の核種の閉じ込めをもたらす。 

・緩衝材及び埋め戻し材：熱-水理-力学-化学環境を安定化すること，低透水性，低拡

散性及び長期的な遅延効果をもたらす。 

 

 また，わが国の TRU 廃棄物の地層処分に関する検討としては，第 1 次 TRU レポートにおいて，

表-2 に示した操業中の安全確保及び閉鎖後の安全確保の観点からの基本要件及び機能を人工バ

リアシステムが有すべきものとして以下に示す人工バリアが処分システムを構成する要素として

考えられている(共同作業チーム, 2000)。 

・廃棄体 

・充填材 

・緩衝材 

・埋め戻し材 

・構造躯体（付属構造物） 

・支保工（付属構造物） 



 2

3. 人工バリアの基本構成及び要求機能の設定 

2.で整理した第 1 次 TRU レポートでの考え方及び諸外国の地層処分施設における人工バリアシ

ステムの考え方を参考として，TRU 廃棄物地層処分施設の人工バリアの基本構成としては図-1 に

示すものを設定することとした。 

また，第２次 TRU レポート表 3.1-1 に示した処分システムを構築するうえで考慮する要件に対

して，各人工バリアとして要求される機能を整理し，現段階での設計要件としての設定に関する

考え方を表-3～表-9 に示した。それらの結果より，各人工バリアに要求される機能は下記のよう

にまとめられる（表-10 参照）。 

 

①廃棄体（廃棄体固型化材，廃棄体容器及び廃棄体パッケージ）に要求される機能は，

操業中の定置作業の効率化及び操業時の核種漏出防止である。処分場閉鎖後は，核

種の収着や化学緩衝性が期待できるが，ここでは設定された仕様によりその効果に

ついて確認を行うこととする。なお，TRU 廃棄物の地層処分の安全評価上重要な

I-129及びC-14への対応として研究開発が行われている高度化された廃棄体につい

ては，代替処分概念として別途記述する。 

②充填材に要求される機能は，操業中において，万一の汚染拡大を防止すること，ま

た幌型の処分坑道においては廃棄体の耐埋設荷重を補完することが考えられる。廃

棄体と同様にセメント系材料による核種の収着等を期待できる。 

③構造躯体は廃棄体の定置及び充填材・緩衝材の施工の効率化を目的に設置されるも

のである。なお，セメント系材料を使用する場合には，核種の収着が期待できる。 

④緩衝材の主な機能は地下水浸入量の抑制である。また，長期的にその性能を維持す

るために，廃棄体・構造躯体の支持及び化学的安定性も機能として挙げられる。 

⑤埋め戻し材については，建設，操業時に利用した坑道が，将来，多重バリアシステ

ムの機能に対して有意な影響を及ぼさないよう空間の閉塞を行うものである。また，

人間侵入防止の観点からも施工が必要である。 

⑥支保工の機能としては，操業中の空洞安定性を確保することとする。 

 

4. 結論 

 人工バリアに期待される機能を諸外国の状況等も含めて整理を行うとともに，処分システムの

構築における要件項目への対応を整理し，現段階での設計要件の設定に関する考え方の詳細を示

した。 

 

参考文献 
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表-1 諸外国の地層処分施設における人工バリアシステムの整理(1) ((OECD/NEA, 2003)より) 

waste matrix container／overpack Buffer  

EBS の主要な役割 
waste 

type バリア材 機能 バリア材 機能 バリア材 機能 

HLW 

 

ホウ珪酸ガ

ラス 

通常シナリオ及び も変質が

進んだシナリオにおいても

10,000 年間の核種放出抑制機

能を期待。 

ステンレスキ

ャニスタ及び

オーバーパッ

ク 

廃棄物のハンドリング

を容易にする。 
ベ
ル
ギ
ー 

発熱期間中の放射性核種の

閉じ込め，その後生じる放射

性核種の放出の遅延及び，母

岩への擾乱を 小にするこ

と。 SF     

60%カルシウム

ベントナイト 

操業期間の生物学的遮蔽，オーバー

パックの腐食を 小とするのに適

切な化学環境維持，そして廃棄物か

らの熱の効率的な放熱を可能とす

ることを期待。 

カ
ナ
ダ 

物理的，化学的，水理的及び

生物学的に廃棄物を隔離す

ること，及び長期間にわたり

天然バリアへの放射性核種

の放出を 小とすること。 

SF UO2 放射性核種の放出率の低減を

期待。 

銅被覆の炭素

鋼 

少なくとも 100,000 年

間の放射性核種の封じ

込めを期待。 

ベントナイト

緩衝材，ベント

ナイト砂混合

土，土砕石埋め

戻し 

廃棄物の物理的，化学的，水理的，

そして，生物学的隔離を提供し，長

期間にわたり天然バリアへの核種

放出を 小にすることを期待。 

ILW 

 

コンクリー

ト 

 

SF UO2 

チ
ェ
コ 

化学的バリア，物理的封じ込

め，放射性核種の保持と遅

延，そして，ガス発生及びそ

の移行抑制を提供する。 HLW 

 

ガラス 

通常シナリオにおいて 10,000

年間の核種保持を期待。 

炭素鋼 通常シナリオで 500～

1,000年間の核種封じ込

めを期待。 

ベントナイト

緩衝材 

通常シナリオにおいて，閉鎖後

1,000 年以降における核種の長期的

保持を期待。 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド 

廃棄物の隔離，そして，閉じ

込めを提供して，そして，放

射性核種の放出を 小にす

る。 

SF UO2（EBS の

一部として

考慮してい

ない） 

核種放出率の低減を期待。

（ただし，EBS の一部として考

慮はしていない） 

銅被覆の鋳鉄 使用済燃料が水と接触

す る 事 を ， 長 期 間

(100,000年間)防止する

事を期待。 

キャニスタ－に欠陥が

生じたとしても，核種放

出を制限することを期

待。 

ベントナイト

緩衝材 

緩衝材：キャニスタを岩盤から分離

し，力学的に保護。周辺岩盤におけ

る地下水流からの分離。キャニスタ

周囲の物質移行の制限。 

埋め戻し：処分トンネル及びアクセ

ストンネルが主要な水路及び核種

移行となることを防止。トンネルの

力学的安定性を保持する。 

Type 

B(ILW

) 

 

多様  ステンレス及

びコンクリー

ト容器 

コンクリート

ライニング 

化学的緩衝及び核種放出の遅延。ま

た，耐久性があり，かつ取消可能な

設計を保証することを期待。 

Type 

C(HLW

) 

 

ホウ珪酸ガ

ラス 

ステンレスキ

ャニスタ，ステ

ンレスオーバ

ーパック 

オプションと

してベントナ

イト緩衝材 

フ
ラ
ン
ス 

廃棄物パッケージは，保管，

輸送，そして，処分施設の操

業の間安全性を確実にし，さ

らに，この間のガス放出を制

限する。オーバパック，そし

て，緩衝材は，処分施設内の

THM 状態をコントロールし

て，そして，母岩を機械的な

損傷から保護する。シール

は，掘削影響領域（EDZ）を

通しての放射性核種移行を

軽減するとともに，短絡経路

の発生を防止する。 

SF 

 

UO2及びMOX

全てのシナリオにおいて

100,000 年間の核種浸出抑制

を期待。 

ステンレス被

覆の金属 

廃棄物の定置，そして，

回収を容易にすると共

に，廃棄物の水との接触

を保護し，全てのシナリ

オにおいて長期間の核

種の放出抑制を期待。 

金属処分容器

とベントナイ

ト緩衝材 

THM 環境をコントロールすると共

に，核種放出を制限する。 
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表-1 諸外国の地層処分施設における人工バリアシステムの整理(2) ((OECD/NEA, 2003)より) 

waste matrix container／overpack Buffer  

EBS の主要な役割 
waste 

type バリア材 機能 バリア材 機能 バリア材 機能 

ド
イ
ツ 

放射線学的な安全性，そし

て，その他の安全性目標（例

えば，地下水の保護や沈下量

の 小化）に貢献する。 

LLW,I

LW と

密 封

線源 

EBS の一部

として考慮

していない

 EBSの一部とし

て考慮してい

ない 

 Salt concrete 処分施設掘削の長期的な安定性を

確実にする。また、空隙を減少させ

るとともに、塩水の流入量を減らす

ことを期待。 

日
本 

現在，日本の計画では EBS の

設計において高い封じ込め

及び遅滞能力にかなりの強

調が置いている。これは，天

然バリアの性能に関して，比

較的信頼が乏しい可能性が

あること，及び候補処分サイ

トとして広範囲にわたる母

岩が考慮される可能性があ

ることによる。 

HLW ガラス 安定であり，何万年の間も放

射性核種の封じ込め及び低放

出率を期待。 

炭素鋼オーバ

ーパック 

還元的な化学環境を保

証し，長期的には核種の

吸着媒体を生じること，

及び少なくとも 1,000

年間の物理的な閉じ込

め性能を期待。 

砂混合ベント

ナイト 

緩衝材は，数十万年にわたって低透

水性，高収着性，低拡散性，コロイ

ド濾過，そして，低溶解度をもたら

すことを期待。 

韓
国 

浸入水量を 小にし，放射性

核種の放出を遅らせて，崩壊

熱を放散すると共に，外的な

応力から廃棄物を保護する。 

SF UO2 通常シナリオにおいて核種放

出抑制を期待。 

銅もしくはス

テンレス被覆

の炭素鋼 

通常シナリオにおいて，

～1,000年間の核種閉じ

込め性を期待。 

ベントナイト

もしくは砂混

合ベントナイ

ト 

通常シナリオにおいて、施設への浸

入水量の 小化、放射性核種の保

持，及び化学的緩衝を提供すること

を期待。 

ス
ペ
イ
ン 

初期閉じ込め期間の放射性

核種の封じ込め，そして，そ

の後のコントロールされた

放出期間の間，容認可能な低

い放出を保証する。 

SF UO2 核種の放出抑制を期待。 炭素鋼 通常シナリオにおいて，

～1,000年間の核種閉じ

込め性を期待。 

ベントナイト 通常シナリオにおいて，コントロー

ルリリース期間における核種保持

を期待。 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン 

KBS-3 概念は，潜在的受容体

から廃棄物を隔離するため

に長寿命廃棄体容器に重点

をおいている。仮に隔離が損

なわれたとしても，廃棄物形

状が安定していること，そし

て，ベントナイト緩衝材及び

天然バリアは放射性核種移

行に更なるバリア性能を提

供するので，処分システムと

しては十分な性能を有する。 

SF UO2 核種の放出抑制を期待。 銅被覆の鋳鉄 全てのシナリオにおい

て，～1,000,000 年間の

核種の閉じ込めを期待。

ベントナイト 全 て の シ ナ リ オ に お い て ， ～

1,000,000 年の間，力学的な保護及

び拡散バリア性能を期待。 
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表-1 諸外国の地層処分施設における人工バリアシステムの整理(3) ((OECD/NEA, 2003)より) 

waste matrix container／overpack Buffer  

EBS の主要な役割 
waste 

type バリア材 機能 バリア材 機能 バリア材 機能 

ス
イ
ス 

処分された放射能の大部分

の封じ込め。 

HLW ガラス 直接的な人間侵入シナリオを

以外のすべてのシナリオにお

いて，150,000 年間の核種の低

放出率を保証することを期

待。 

炭素鋼 直接的な人間侵入シナ

リオ以外のすべてのシ

ナリオにおいて，処分場

温度の上昇する初期期

間における完全な閉じ

込めを期待。 

ベントナイト キャニスタ－破損後における核種

の移行遅延のみを期待。 

LLW & 

ILW 

 

モルタル 

密 封 

ILW 

 

セメントも

しくは樹脂

イ
ギ
リ
ス 

廃棄物パッケージの中の大

部分の核分裂生成物の短期

的な物理的封じ込め; より一

般的には廃棄物パッケージ

からの放射性核種放出の制

限。化学的緩衝性による放射

性核種の溶解度制限及びニ

アフィールドからの放出抑

制。掘削により生じる選択的

な移行経路の除去。過剰な圧

力上昇のないガスの放出。 

High-

α 

LLW 

モルタル 

地下水移行シナリオにおい

て，300～500 年間の低透水性

及び核種放出抑制を期待。 

鋼製ドラム缶

及び容器，コン

クリート容器 

地下水移行シナリオに

おいて，300～500 年間

の力学的健全性及び核

種放出抑制を期待。 

セメント系埋

め戻し材 

地下水移行シナリオにおいて，坑道

埋め戻し材は 1,000,000 年まで環境

を高 pH とすると共に，核種を収着

し放出を制限することを期待。 

ア
メ
リ
カ
／W

I
P
P
 

WIPP MgO 埋め戻し材は，適切

な化学的環境を提供すると

共に二酸化炭素を除去する

ようになっている。 

コンクリートのプラグ，及び

シャフト・シールは，封じ込

め及び隔離を提供する。 

TRU 多様 EBS の一部として考慮しない。 鋼製ドラム缶

（EBSの一部と

して考慮しな

い） 

EBSの一部として考慮し

ない。 

MgO埋め戻し材 適切な化学的環境を提供すると共

に，二酸化炭素を除去することを期

待。 

Comme

rcial 

SF 

燃料棒，被

覆管，UO2 

None 

Defen

ce SF 

 

250 の種類

がある。 

None 

ア
メ
リ
カ
／Y

M
P
 

天然バリアを補完するもの

として，長寿命のドリップシ

ールド及び廃棄物容器によ

る廃棄物の隔離及び，バリア

による保持・遅延及び拡散に

よる制限された核種放出を

提供する。 HLW ホウ珪酸ガ

ラス 

核種の放出抑制を期待。 Ni 合金被覆の

ステンレス 

未擾乱シナリオにおい

て 10,000 年以上の腐食

抑制及び，擾乱シナリオ

（マグマの貫入や地震）

におけるある程度の性

能を有することを期待。

None 

設計は，緩衝材/埋め戻しを含まな

い。 
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表-2 人工バリアシステムの基本要件及び機能 ((共同作業チーム, 2000)より) 

区 分 安全確保の要件 要件サブ項目 機  能 機能の内容 

空洞安定性 坑道の形状維持及び壁面剥離防止 坑道の形状を維持するとともに，落盤等を防止すること 

廃棄体の定置 廃棄体定置及び充填材施工の効率化 廃棄体の定置及び充填材の施工が容易に実施できること 

廃棄体の強度 廃棄体の耐埋設荷重強度 廃棄体は定置された場合に受ける荷重に耐える強度を有すること 

操業 

期間 

①操業中の安全

確保 

汚染拡大防止 放射性核種の漏出防止 操業時における放射性物質の外部環境への漏出を防止すること 

地下水移動の抑制 地下水浸入量の抑制 処分坑道を通過する地下水流量を抑制すること 

放射性核種の物理的な閉じ込め 閉鎖後初期は，廃棄体中に放射性核種を物理的に閉じ込めること 
放射性核種の 

溶出制限 化学的緩衝性 

（放射性核種の溶解度低減） 

処分坑道内間隙水を，核種の溶解度を低減するような水質に維持する

こと 

放射性核種の吸着 放射性核種の人工バリア材への吸着 溶解性放射性核種を収着し，空隙水中濃度を低減すること 

②溶出・移動の抑

制 

自己シール性 発生空隙の充填 施設内に発生した空隙及び周辺岩盤の亀裂等が充填できること 

応力緩衝性 外力に対する緩衝性 岩盤変位により処分坑道内部に生じる応力を緩和できること 

力学的支持性 廃棄体／構造躯体の支持 
廃棄体及び構造躯体を所定の位置に保持し，長期的に有意な沈下が発

生しないこと 
③力学的安定性 

坑道の安定性 処分坑道の力学的安定性 処分坑道は周辺岩盤に対して構造力学的に安定であること 

熱伝導性 廃棄体発熱の放散 発熱廃棄体の処分施設内温度が，許容温度を超えないこと 

透気性 ガス透過性／自己修復性 
処分施設内の圧力が著しいバリアの劣化を生じないこと及びガス透

過により地下水の卓越流路を形成しないこと 

閉鎖後 

④その他 

コロイドの移動抑制 コロイドのろ過 放射性核種コロイドの移動及び天然コロイドの侵入を防止すること 

 



 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 人工バリアの基本構成 
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表-3 廃棄体固型化材に要求される機能と設計要件の対応 

安 全 要

件 と の

対応 

廃棄体固型化材が有すべ

き機能 

設計 

要件 

現段階における判断根拠 

放射性核種の閉じ込めと

放出された放射性核種に

対する放出率の低減 

○ 現時点で想定しうる仕様を前提とし，ここでは設計要件とはし

ない。 

処分坑道内間隙水を，核種

の溶解度を低減するよう

な水質に維持すること 

○ 間隙水組成に対する化学的緩衝性は選択される材料への依存度

が大きいため，本検討書では設計要件とはせず，設計された処

分システムにおける化学環境解析等で機能の確認を行うことと

する。 

② 

溶解性放射性核種を収着

し，間隙水中核種濃度を低

減すること 

○ 放射性核種を収着し，間隙水中核種濃度の低減や移行の遅延は

長期的安全性を確保する上で重要である。しかしながらこれら

の効果は，安全評価において人工バリアと天然バリアを組み合

わせた多重バリアに関する核種移行解析結果に基づき確認され

るものであり，それぞれの構成要素にどれだけの性能を担保さ

せるかを設計の段階で一義的に決定することはできないため，

ここでは設計要件としては対象としない。 

③ 廃棄体は定置された場合

に受ける荷重に耐える強

度を有すること 

○ 耐埋設荷重に耐える強度を有することは廃棄体固形化材の設計

においては考慮事項であるが，廃棄体定置における施工方法の

選択等によっても耐埋設荷重を満足することが可能であること

から，本検討書では設計要件とはせず，想定しうる仕様に対し

て確認を行うこととする。 

④ 発熱廃棄体の処分施設内

温度が許容温度を超えな

いこと 

○ 廃棄体発熱による影響は，処分システム全体での放熱挙動によ

り決定され，かつ冷却期間の設定等により大きく異なることに

なる。このため，現時点において構成要素ごとに個別の熱伝導

率の目標値設定等はできないことから設計要件とはせず，設計

された処分システムを対象とした熱伝導解析等により妥当性の

確認を行うこととする。 

⑤ バリア材の相互作用を考

慮に含めた設計 

○ 現時点で想定しうる仕様を前提とする。 

⑥ 人間侵入の影響を 小化

するための廃棄物の区分

化及び放射性核種の溶出

を抑制するための廃棄物

の固化 

○ 現時点で想定しうる仕様を前提とする。 

廃棄体は定置された場合

に受ける荷重に耐えうる

強度を有すること 

○ 耐埋設荷重に耐える強度を有することは廃棄体固形化材の設計

においては考慮事項であるが，廃棄体定置における施工方法の

選択等によっても耐埋設荷重を満足することが可能であること

から，本検討書では設計要件とはせず，想定しうる仕様に対し

て確認を行うこととする。 

⑦ 

操業時における放射性物

質の外部環境への漏出を

防止すること 

● 廃棄物から放射性核種が容易に漏出しないよう，固型化や固定

化を行う必要がある。 

●：設計上考慮すべき機能 
○：設計上考慮せずに，設定された仕様によりその効果を確認する機能 
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表-4 廃棄体容器及び廃棄体パッケージに要求される機能と設計要件の対応 

安 全 要

件 と の

対応 

廃棄体容器及び廃棄体パ

ッケージが有すべき機能 

設計 

要件 

現段階における判断根拠 

② 閉鎖後初期は，廃棄体中に

放射性核種を物理的に閉

じ込めること 

○ 現時点で想定しうる仕様を前提として，現実的な条件において

有効な閉じ込め性能を評価し，機能の確認を行うこととする。

廃棄体の定置及び充填材

の施工が容易に実施でき

ること 

● 廃棄体の運搬や定置を容易に行えるように，廃棄体容器及び廃

棄体パッケージを設計する必要がある。 

③ 

廃棄体は定置された場合

に受ける荷重に耐える強

度を有すること 

○ 耐埋設荷重に耐える強度を有することは廃棄体容器及び廃棄体

パッケージの設計においては考慮事項であるが，廃棄体定置に

おける施工方法の選択等によっても耐埋設荷重を満足すること

が可能であることから，本検討書では設計要件とはせず，想定

しうる仕様に対して確認を行うこととする。 

発熱廃棄体の処分施設内

温度が許容温度を超えな

いこと 

○ 廃棄体発熱による影響は，処分システム全体での放熱挙動によ

り決定され，かつ冷却期間の設定等により大きく異なることに

なる。このため，現時点において構成要素ごとに個別の熱伝導

率の目標値設定等はできないことから設計要件とはせず，設計

された処分システムを対象とした熱伝導解析等により妥当性の

確認を行うこととする。 

④ 

処分施設内の圧力が著し

いバリア材の劣化を生じ

ないこと及びガス透過に

より地下水の卓越流路を

形成しないこと 

○ 金属製の容器については腐食によるガス発生が生じるが，第１

次 TRU レポートにおいてガス発生量の評価及びガス影響評価が

行われており有意な影響を生じないことが示されていることか

ら，ここでは設計要件としては対象としない。 

⑤ バリア材の相互作用を考

慮に含めた設計 

○ 現時点で想定しうる仕様を前提とする。 

廃棄体は定置された場合

に受ける荷重に耐えうる

強度を有すること 

○ 耐埋設荷重に耐える強度を有することは廃棄体容器及び廃棄体

パッケージの設計においては考慮事項であるが，廃棄体定置に

おける施工方法の選択等によっても耐埋設荷重を満足すること

が可能であることから，本検討書では設計要件とはせず，想定

しうる仕様に対して確認を行うこととする。 

操業時における放射性物

質の外部環境への漏出を

防止すること 

● 廃棄物から放射性核種が容易に漏出しないよう，廃棄体容器及

び廃棄体パッケージに廃棄物を封入する必要がある。 

⑦ 

廃棄体定置作業等での安

全性を高めるため，高線量

廃棄体では遮へい機能を

有し表面線量率を低下さ

せること 

○ 遮へい性能は設計における考慮事項ではあるが，現時点では操

業方法として遠隔自動化が想定されていることから，本検討書

では設計要件とはしない。 

●：設計上考慮すべき機能 
○：設計上考慮せずに，設定された仕様によりその効果を確認する機能 
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表-5 充填材に要求される機能と設計要件の対応 

安 全 要

件 と の

対応 

充填材が有すべき機能 設計 

要件 

現段階における判断根拠 

① 処分坑道は周辺岩盤に対

して構造力学的に安定で

あること 

○ 処分坑道の力学的安全性に関しては，処分システム全体で評価

されるものであり，それぞれの構成要素にどれだけの性能を担

保させるかを，設計の段階で一義的に決定することはできない

ため，ここでは設計要件としては考慮しないこととする。 

処分坑道内間隙水を，核種

の溶解度を低減するよう

な水質に維持すること 

○ 間隙水組成に対する化学的緩衝性は選択される材料への依存度

が大きいため，本検討書では設計要件とはせず，設計された処

分システムにおける化学環境解析等で機能の確認を行うことと

する。 

② 

溶解性放射性核種を収着

し，間隙水中核種濃度を低

減すること 

○ 放射性核種を収着し，間隙水中核種濃度の低減や移行の遅延は

長期的安全性を確保する上で重要である。しかしながらこれら

の効果は，安全評価において人工バリアと天然バリアを組み合

わせた多重バリアに関する核種移行解析結果に基づき確認され

るものであり，それぞれの構成要素にどれだけの性能を担保さ

せるかを設計の段階で一義的に決定することはできないため，

ここでは設計要件としては対象としない。 

③ 廃棄体は定置された場合

に受ける荷重に耐える強

度を有すること 

● 耐埋設荷重に耐える強度を有する必要がある。 

発熱廃棄体の処分施設内

温度が許容温度を超えな

いこと 

○ 廃棄体発熱による影響は，処分システム全体での放熱挙動によ

り決定され，かつ冷却期間の設定等により大きく異なることに

なる。このため，現時点において構成要素ごとに個別の熱伝導

率の目標値設定等はできないことから設計要件とはせず，設計

された処分システムを対象とした熱伝導解析等により妥当性の

確認を行うこととする。 

④ 

処分施設内の圧力が著し

いバリア材の劣化を生じ

ないこと及びガス透過に

より地下水の卓越流路を

形成しないこと 

○ ガスの蓄圧や透過性については，第１次 TRU レポートにおいて

ガスの発生及びその移行が評価されており，有意な影響を生じ

ないことが示されている。そこで，本検討書では設計要件とは

せず，設計された処分システムでのガス影響評価を実施しその

影響を確認することとする。 

⑤ バリア材の相互作用を考

慮に含めた設計 

○ ベントナイト系緩衝材と共に用いられた場合，化学的な変質挙

動への影響が及ぶことが考えられるが，その長期的な変質現象

に関しては変質モデルの考え方やデータ等の不確実性が大き

い。そこで，現時点では設計要件とはせずに，設定された仕様

に基づく変質評価によりその影響を評価することとする。 

廃棄体は定置された場合

に受ける荷重に耐えうる

強度を有すること 

○ 耐埋設荷重に耐える強度を有することは充填材の設計において

は考慮事項であるが，廃棄体定置における施工方法の選択等に

よっても耐埋設荷重を満足することが可能であることから，本

検討書では設計要件とはせず，現時点で想定しうる廃棄体仕様

を前提として，他の要件等から設定された仕様に基づき廃棄体

定置領域の安定性を評価する事とする。 

⑦ 

操業時における放射性物

質の外部環境への漏出を

防止すること 

● 定置された廃棄物からの放射性核種の漏出を防止し，操業中の

安全を確保する必要がある。 

●：設計上考慮すべき機能 
○：設計上考慮せずに，設定された仕様によりその効果を確認する機能 
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表-6 構造躯体に要求される機能と設計要件の対応 

安 全 要

件 と の

対応 

構造躯体が有すべき機能 設計 

要件 

現段階における判断根拠 

① 処分坑道は周辺岩盤に対

して構造力学的に安定で

あること 

○ 処分坑道の力学的安全性に関しては，処分システム全体で評価

されるものであり，それぞれの構成要素にどれだけの性能を担

保させるかを，設計の段階で一義的に決定することはできない

ため，ここでは設計要件としては考慮しないこととする。 

廃棄体の定置及び充填材

の施工が容易に実施でき

ること 

● 処分坑道内での作業の安全性及び効率性の観点から必要と考え

られる要件。 

③ 

確実な建設，操業が行われ

る空間が確保されること 

● 処分坑道内での作業の安全性及び効率性の観点から必要と考え

られる要件。 

発熱廃棄体の処分施設内

温度が許容温度を超えな

いこと 

○ 廃棄体発熱による影響は，処分システム全体での放熱挙動によ

り決定され，かつ冷却期間の設定等により大きく異なることに

なる。このため，現時点において構成要素ごとに個別の熱伝導

率の目標値設定等はできないことから設計要件とはせず，設計

ざれた処分システムを対象とした熱伝導解析等により妥当性の

確認を行うこととする。 

④ 

処分施設内の圧力が著し

いバリア材の劣化を生じ

ないこと及びガス透過に

より地下水の卓越流路を

形成しないこと 

○ ガスの蓄圧や透過性については，第１次 TRU レポートにおいて

ガスの発生及びその移行が評価されており，有意な影響を生じ

ないことが示されている。そこで，本検討書では設計要件とは

せず，設計された処分システムでのガス影響評価を実施しその

影響を確認することとする。 

⑤ バリア材の相互作用を考

慮に含めた設計 

○ ベントナイト系緩衝材と共に用いられた場合，化学的な変質挙

動への影響が及ぶことが考えられるが，その長期的な変質現象

に関しては変質モデルの考え方やデータ等の不確実性が大き

い。そこで，現時点では設計要件とはせずに，設定された仕様

に基づく変質評価によりその影響を評価することとする。 

●：設計上考慮すべき機能 
○：設計上考慮せずに，設定された仕様によりその効果を確認する機能 

 
 
 
 
 

表-7 緩衝材に要求される機能と設計要件の対応 

安 全 要

件 と の

対応 

緩衝材が有すべき機能 設計 

要件 

現段階における判断根拠 

岩盤変位により処分坑道

内部に生じる応力を緩和

できること 

○ 現状の廃棄体特性を前提とした場合，HLW で考えられているオーバ

ーパックのような物理的バリア性能が期待されるものは想定され

ていない。このため，物理的な破壊を保護することを目的とする応

力緩衝性については現時点では設計要件の対象とはしないことと

する。 

構造躯体を所定の位置に

保持し，長期的に有意な沈

下が発生しないこと 

● 緩衝材を設けた処分システムの場合，構造躯体の沈下を有意に生じ

ないような設計が必要である。 

① 

処分坑道は周辺岩盤に対

して構造力学的に安定で

あること 

○ 処分坑道の力学的安全性に関しては，処分システム全体で評価され

るものであり，それぞれの構成要素にどれだけの性能を担保させる

かを，設計の段階で一義的に決定することはできないため，ここで

は設計要件としては考慮しないこととする。 
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処分施設内を通過する地

下水流量を抑制すること 

● 処分システムを構成する各要素は止水機能を有すると考えられる

が，セメント系材料を用いたものについては，ひび割れの発生を完

全に排除することは困難であると考えられる。このため，地下水の

浸入抑制機能を必要とする場合については緩衝材がその機能を担

保することが必要である。なお，この要件を担保する上では付随的

にブロック間の隙間のような緩衝材施工時に生じる空隙の地下水

浸潤によるシールが必要である。 

処分坑道内間隙水を，核種

の溶解度を低減するよう

な水質に維持すること 

○ 間隙水組成に対する化学的緩衝性は選択される材料への依存度が

大きいため，本検討書では設計要件とはせず，設計された処分シス

テムにおける化学環境解析等で機能の確認を行うこととする。 

溶解性放射性核種を収着

し，間隙水中核種濃度を低

減すること 

○ 放射性核種を収着し，間隙水中核種濃度の低減や移行の遅延は長期

的安全性を確保する上で重要である。しかしながらこれらの効果

は，安全評価において人工バリアと天然バリアを組み合わせた多重

バリアに関する核種移行解析結果に基づき確認されるものであり，

それぞれの構成要素にどれだけの性能を担保させるかを設計の段

階で一義的に決定することはできないため，ここでは設計要件とし

ては対象としない。 

② 

施設内に発生した空隙を

充填すること 

○ 緩衝材はブロック間の隙間のような緩衝材施工によって生じる空

隙は地下水の浸潤に伴いシールされる。施工後，長期的にはセメン

ト系材料の溶脱により施設内に空隙が発生するが，2 次鉱物の生成

も生じ，両者のバランスで施設内に生じる空隙は変化する。セメン

ト系材料の溶脱により発生する空隙の充填に関しては設計要件と

はせず，設計された処分システムを対象として実施する長期的な変

質解析結果を踏まえ，機能の確認を行うこととする。 

発熱廃棄体の処分施設内

温度が許容温度を超えな

いこと 

○ 廃棄体発熱による影響は，処分システム全体での放熱挙動により決

定され，かつ冷却期間の設定等により大きく異なることになる。こ

のため，現時点において構成要素ごとに個別の熱伝導率の目標値設

定等はできないことから設計要件とはせず，設計された処分システ

ムを対象とした熱伝導解析等により妥当性の確認を行うこととす

る。 

放射性核種コロイドの移

動及び天然コロイドの侵

入を防止すること 

○ 

 

コロイドのフィルトレーション機能に関しては，HLW のように溶解

度制限に達する核種が多く，かつ処分システムの長期的安全性確保

に機能している場合については重要となる。しかし，現状の TRU

廃棄物特性（放射性物質量，固型化マトリクス等）について考える

と，核種濃度が低く溶解度制限となる核種はごく一部のものであ

り，溶解度制限は主要な核種移行遅延機能とはなっていない。そこ

で，本検討書では緩衝材におけるコロイドろ過性については，設計

要件とはせず，他の要件において設計がなされた緩衝材仕様におい

てその効果を確認することとする。 

④ 

処分施設内の圧力が著し

いバリア材の劣化を生じ

ないこと及びガス透過に

より地下水の卓越流路を

形成しないこと 

○ ガスの蓄圧や透過性については，第１次 TRU レポートにおいてガス

の発生及びその移行が評価されており，有意な影響を生じないこと

が示されている。そこで，本検討書では設計要件とはせず，設計さ

れた処分システムでのガス影響評価を実施しその影響を確認する

こととする。 

⑤ バリア材の相互作用を考

慮に含めた設計 

● 材料選択に依存するが，ベントナイト系材料とセメント系材料が共

に用いられた場合，相互作用により緩衝材の変質が生じる。変質と

しては層間イオンの交換反応と鉱物の溶解・生成反応がある。前者

については処分環境下で容易に生じると考えられるが，後者につい

ては現状変質モデルの考え方やデータ等の不確実性が大きい。この

ため，現段階の判断としては前者のイオン交換反応についてはその

発生を念頭におくことを設計要件とし，後者については対象とせず

設定された仕様に基づく変質評価によりその影響を評価する。 

●：設計上考慮すべき機能 
○：設計上考慮せずに，設定された仕様によりその効果を確認する機能 
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表-8 埋め戻し材に要求される機能と設計要件の対応 

安 全 要

件 と の

対応 

埋め戻し材が有すべき機

能 

設計 

要件 

現段階における判断根拠 

岩盤変位により処分坑道

内部に生じる応力を緩和

できること 

○ 現状の廃棄体特性を前提とした場合，HLW で考えられているオー

バーパックのような物理的バリア性能が期待されるものは想定

されていない。このため，物理的な破壊を保護することを目的

とする応力緩衝性については現時点では設計要件の対象とはし

ないこととする。 

① 

処分坑道は周辺岩盤に

対して構造力学的に安定

であること 

○ 処分坑道の力学的安全性に関しては，処分システム全体で評価

されるものであり，それぞれの構成要素にどれだけの性能を担

保させるかを，設計の段階で一義的に決定することはできない

ため，ここでは設計要件としては考慮しないこととする。 

発熱廃棄体の処分施設内

温度が許容温度を超えな

いこと 

○ 廃棄体発熱による影響は，処分システム全体での放熱挙動によ

り決定され，かつ冷却期間の設定等により大きく異なることに

なる。このため，現時点において構成要素ごとに個別の熱伝導

率の目標値設定等はできないことから設計要件とはせず，設計

された処分システムを対象とした熱伝導解析等により妥当性の

確認を行うこととする。 

④ 

処分施設内の圧力が著し

いバリア材の劣化を生じ

ないこと及びガス透過に

より地下水の卓越流路を

形成しないこと 

○ ガスの蓄圧や透過性については，第１次 TRU レポートにおいて

ガスの発生及びその移行が評価されており，有意な影響を生じ

ないことが示されている。そこで，本検討書では設計要件とは

せず，設計された処分システムでのガス影響評価を実施しその

影響を確認することとする。 

●：設計上考慮すべき機能 
○：設計上考慮せずに，設定された仕様によりその効果を確認する機能 

 
表-9 支保工に要求される機能と設計要件の対応 

安 全 要

件 と の

対応 

支保工が有すべき機能 設計 

要件 

現段階における判断根拠 

① 処分坑道は周辺岩盤に対

して構造力学的に安定で

あること 

○ 処分坑道の力学的安全性に関しては，処分システム全体で評価

されるものであり，それぞれの構成要素にどれだけの性能を担

保させるかを，設計の段階で一義的に決定することはできない

ため，ここでは設計要件としては考慮しないこととする。 

坑道の形状を維持すると

ともに，落盤等を防止する

こと 

③ 

確実な建設，操業が行われ

る空間が確保されること 

⑦ 坑道の形状を維持すると

ともに，落盤等を防止する

こと 

● 地層処分施設の操業を安全に実施する上で，処分坑道の形状維

持や落盤の防止は必須であり，それらを確保するための唯一の

構成要素である。 

⑤ バリア材の相互作用を考

慮に含めた設計 

○ ベントナイト系緩衝材と共に用いられた場合，化学的な変質挙

動への影響が及ぶことが考えられるが，その長期的な変質現象

に関しては変質モデルの考え方やデータ等の不確実性が大き

い。そこで，現時点では設計要件とはせずに，設定された仕様

に基づく変質評価によりその影響を評価することとする。 

●：設計上考慮すべき機能 
○：設計上考慮せずに，設定された仕様によりその効果を確認する機能 
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表-10 各人工バリアの設計上考慮すべき機能の整理 

廃棄体区

分 
安全要件との対応 機 能 機能の内容 

固型化材 容器 

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

充填材
構造 

躯体 
緩衝材

埋戻 

し材 
支保工 

③，⑦ 空洞安定性 坑道の形状維持及び壁面剥離防止 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ● 

③，⑦ 廃棄体の定置 廃棄体定置及び充填材施工の効率化 ―― ● ―― ● ―― ―― ―― 

③，⑦ 廃棄体の強度 廃棄体の耐埋設荷重強度 ○ ○ ● ―― ―― ―― ―― 

操
業
期
間 

操業中の安全

確保 

③，⑦ 汚染拡大防止 放射性核種の漏出防止 ● ● ● ―― ―― ―― ―― 

② 地下水移動の抑制 地下水浸入量の抑制 ―― ―― ○ ○ ● ○ ―― 

②，⑥ 放射性核種の物理的な閉じ込め ○ ○ ○ ○ ○ ―― ―― 

② 

放射性核種の 

溶出制限 
化学的緩衝性 ○ ―― ○ ○ ○ ―― ―― 

② 放射性核種の収着 放射性核種の人工バリア材への収着 ○ ―― ○ ○ ○ ―― ―― 

溶出・移動の

抑制 

② 自己シール性 発生空隙の充填 ―― ―― ―― ―― ○ ○ ―― 

① 応力緩衝性 外力に対する緩衝性 ―― ―― ―― ―― ○ ○ ○ 

① 力学的支持性 廃棄体／構造躯体の支持 ―― ―― ○ ―― ● ―― ―― 力学的安定性

① 坑道の安定性 処分坑道の力学的安定性 ―― ―― ○ ○ ○ ○ ○ 

化学的安定性 ⑤ 
化学変質に対する 

ﾊﾞﾘｱ機能維持 
長期的変質の考慮 ○ ○ ○ ○ ● ―― ○ 

④ 熱伝導性 廃棄体発熱の放散 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―― 

④ 透気性 ガス透過性／自己修復性 ―― ○ ○ ○ ○ ○ ―― 

閉
鎖
後 

その他 

④ コロイドの移動抑制 コロイドのろ過 ―― ―― ―― ―― ○ ―― ―― 

●設計上考慮すべき機能 

○設計上考慮せずに，設定された仕様によりその効果を確認する機能 
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