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3-19 処分場の管理に関する国内外の動向(3.4.5) 

 

1. はじめに 

 第 2 次 TRU レポートでは，3.4.5 処分場の管理において，高レベル放射性廃棄物における管理

の考え方を参考に，処分場管理の基本的な考え方を整理した。処分場管理については，近年，モ

ニタリング，回収可能性等について国際的に活発な議論が行われており，現状の動向を把握して

おくことは重要であると考えられる。ここでは，モニタリング技術，廃棄物の回収可能性につい

て，様々な国や機関における検討事例の紹介を中心に動向を整理する。 

 

2. モニタリング技術 

 ここでは，わが国の TRU 廃棄物処分におけるモニタリングの検討に資することを目的に，わが

国の低レベル放射性廃棄物埋設事業，国内外の高レベル放射性廃棄物処分及び米国 WIPP の TRU

廃棄物処分におけるモニタリングの基本的考え方及びモニタリング技術に関する検討状況を整理

した。 

 

(1) モニタリングの基本的考え方 

a. 低レベル放射性廃棄物埋設事業 

低レベル放射性廃棄物埋設事業で行われているモニタリングとして，環境モニタリングが挙げ

られる。環境モニタリングについては，「原子燃料サイクル施設に係る環境放射能等モニタリング

構想」(青森県，1989)において言及されている。同書では，モニタリングの実施及び評価等につ

いては「環境放射線モニタリングに関する指針」(原子力安全委員会，1989)等に準拠するものと

している。また，モニタリング目標として，基本目標と三つの具体的目標が提示されている。 

基本目標は次のとおりである。 

・原子燃料サイクル施設周辺公衆の健康と安全を守るため，環境における原子燃料サイ

クル施設起因の放射線による公衆の線量当量が年線量当量限度を十分下回っている

ことを確認する。 

具体的目標は三項目あり，次のとおりである。 

・公衆の線量当量を推定，評価すること 

・環境における放射性物質の蓄積状況を把握すること 

・原子燃料サイクル施設からの予期しない放射性物質の放出による周辺環境への影響の

評価に資するとともに，平常時のモニタリングを強化するか否かの判断に資すること 

 

以上のことから，低レベル放射性廃棄物埋設事業における環境モニタリングの基本的考え方は，

段階管理の期間中，原子燃料サイクル施設周辺公衆の健康と安全を守るため，環境における原子

燃料サイクル施設起因の放射線による公衆の線量当量が年線量当量限度を十分下回っていること

を確認することであるといえる。 
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環境モニタリングの測定項目は，次のとおりである (青森県，2000a)。 

 

・空間放射線等の測定 

・環境試料中の放射能の測定 

・環境試料中のフッ素の測定 

・気象の観測 

 

b. 高レベル放射性廃棄物処分 

 高レベル放射性廃棄物処分におけるモニタリングは，従来から，処分場閉鎖後の制度的管理の

ひとつとして議論されてきた。地層処分は本質的に「受動的(passive)」なシステムであり，その

長期安全性を確保することを目的とした処分場閉鎖後の管理(モニタリング等)は必要としないこ

とを原則とするものである(OECD/NEA, 1982；IAEA，1995)。しかしながら，社会的要請により処

分場閉鎖後にもモニタリングを継続することがありえる(IAEA，2001)。 

 「高レベル放射性廃棄物地層処分の事業化技術」（電気事業連合会，1999）では，高レベル放射

性廃棄物処分場の閉鎖前後における管理として，モニタリングについて言及しており，モニタリ

ングの意味を①技術的な観点から実施するもの，②社会的受容性から実施するものに分類してい

る。それぞれのモニタリングの内容は次のとおりである。 

 

①技術的な観点から実施するもの 

環境影響，作業安全性及び品質確認(性能確認) 

 

②社会的受容性から実施するもの 

処分が人間環境に影響を及ぼしていないことの確認 

 

上記の分類に基づき，閉鎖前後のモニタリングの内容について検討が行われている。この内容

を表-1 に示す。なお，閉鎖後のモニタリングについて，環境回復を確認するモニタリングが終了

した段階で技術的な観点から社会的な観点へと移行するという考え方を示している。 
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表-1 閉鎖前後のモニタリングの内容(電気事業連合会,1999) 

区分 分類 内容 

技術的な観点から実施するもの 

・ 閉鎖に至る審査に対応できるデータを取得する性能

確認と品質管理のモニタリング 

・ 規制当局が，閉鎖の基準を遵守できていることを確認

する間，継続して実施 
閉鎖前 

社会的受容性から実施するもの 

・ 周辺への影響が予測の範囲内であること及び悪影響

を及ぼしていないことの確認 

・ 十分な「安心感」が得られる期間，あるいは法的に定

められる期間実施 

技術的な観点から実施するもの 

・ 処分の行為が周辺の地質環境に与えた影響を処分場

の閉鎖に伴いどの程度回復するかを確認する 

 
閉鎖後 

社会的受容性から実施するもの 

・ 処分の安全性を確認する目的で実施する 

・ 科学的・技術的には不要であっても，地域住民の不安

感に直接対応するために期間を区切らず実施する 

 

表-1 に示した閉鎖前後のモニタリングの内容に対応するモニタリング項目を表-2 に示す。 

 

表-2 モニタリング項目と内容(案) 

分類 モニタリング項目 内容 

①環境モニタリング ・ ボーリング孔を利用した地下水モニタリング 

・ 河川，湖等流出点でのモニタリング 

・ 特定地点の放射線モニタリング(空気，地表水) 

・ 処分場からの排水，排気モニタリング 

・ 処分エリアの地質／地下構造の挙動モニタリング 

②作業安全環境モニタリ

ング 

・ 作業環境モニタリング(温度，湿度，ガス，空気，粉塵，

放射能，放射線，岩盤の変形，温度，湧水量) 

③品質管理モニタリング ・ 地質環境モニタリング(廃棄体が定置されるニアフィ

ールド環境での地下水流入量，水質，温度，岩盤変形

等) 

・ 廃棄体の確認モニタリング(識別された廃棄体につい

て検査から定置までの物流をモニタリングし，それぞ

れの状況の結果をすべて記録) 

・ 実証エリアにおける廃棄体の実証処分のモニタリング

(温度分布，水分量，緩衝材の応力等) 

技術的な観点から実施

するもの 

④閉鎖後の環境回復モニ

タリング 

・ アクセス坑道周辺のボーリング孔を利用した地下水位

及び深部地下水の水質のモニタリング(回復が予測内

であることを確認) 

社会的要請に基づき実

施する閉鎖後のモニタ

リング 

⑤環境安全モニタリング ・ 地表水のモニタリング(水質，放射能) 

・ 空気中の放射能モニタリング 

 

 

原子力環境整備促進・資金管理センターでは，国内外の高レベル放射性廃棄物地層処分の研究

機関等に対して実施した調査結果から，モニタリングの目的を整理・分類を試みている（原子力

環境整備促進・資金管理センター，2004）。表-3 にモニタリングの目的の分類を示す。 
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表-3 モニタリングの目的の分類(原子力環境整備促進・資金管理センター,2004) 

目的  分類  

処分システム構成要素の機能の確認  

設計・施工上の仮定の確認  

安全評価モデルの検証  

1.処分場の安全性能と工学的対策の妥当性

の確認  

処分場の操業・施工にかかる改善や補修の

判断  

処分場閉鎖後の法令要件  

建設・操業時法令要件  

（作業員及び周辺住民に対する安全）  

2.法令要件に対する適合性の確認  

環境影響に関わる法令要件  

意志決定に向けた情報提供  3.政策及び事業実施上の意志決定に資する

情報提供  埋設廃棄体の回収可能性への対処  

4.概要調査地区等における地質環境特性の

ベースライン把握  

地質環境特性のベースライン把握  

国民・地域住民の地層処分に対する信頼性

の向上  

5.社会的な意志決定に向けた情報提供  

将来世代のためのデータベース蓄積  

 

IAEA ではモニタリングの主目的として，以下の 5 つを提示している（IAEA,2001）。 

・ 処分場の建設，操業及び閉鎖の段階的計画において管理上の決定を行うための情報を提供

する 

・ 処分場のセーフティーケースを開発する際に用いるシステム挙動のある側面の解明を進

め，そのような側面を予測するモデルをさらに試験できるようにする 

・ 処分場開発計画の主要段階でなされる各種決定を社会全体が受け入れる際の信頼の拠り

所となる情報を提供し，社会が求める限り，処分場が人間の健康や環境に不都合な影響を

与えないという確信を強める 

・ 将来の意志決定に参考となるような処分場サイト及びその周辺に関する環境データベー

スを蓄積する 

・ 処分場に使用済燃料又はプルトニウムを多く含む廃棄物が収容される場合，原子力安全保

障を維持するための要件に対応する 

 

また，上記の目的を達成するためにモニタリングにより得られた情報をどのよう利用するかを

検討しており，処分場の開発に起因する処分場環境への影響要因として，以下の現象を挙げてい

る。 

・ 掘削活動の結果起こる機械的攪乱 

・ 掘削及び排水から発生する水理及び水化学的攪乱 
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・ 発熱性廃棄物の定置による熱的影響 

・ 処分場の建設及び操業による化学反応による地球化学的攪乱(主に空気の混入によるが，

埋め戻し及びシール材並びに廃棄物自体にもよる) 

 

上記の目的及び現象をモニタリング情報への利用の観点から詳細に検討した結果に基づき設定

した下記の 6 項目に対し，それぞれのモニタリングパラメータを整理している。 

・処分場構造物の劣化 

・廃棄物パッケージとそれに関連する緩衝材の挙動 

・使われた材料，地下水及び母岩のニアフィールドでの化学的相互作用 

・周辺の地圏に対する化学的，物理的変化 

・環境データベースの設置 

・原子力安全保障 

 

高レベル放射性廃棄物処分におけるモニタリングの考え方は，「長期安全性を確保することを目

的とした処分場閉鎖後の管理モニタリングは必要としないこと」であるといえる。しかしながら，

社会的要請により処分場閉鎖後にもモニタリングを継続することがありえる。具体的なモニタリ

ング項目等は今後の検討課題であると考えられる。 

 

c. TRU 廃棄物処分 

世界で唯一操業中の TRU 廃棄物処分場として，米国の廃棄物隔離パイロットプラント(Waste 

Isolation Pilot Plant: WIPP)が挙げられる。WIPP では 1998 年に環境保護庁(Environmental 

Protection Agency: EPA)の認可を受け，1999 年に初めての廃棄体が搬送，定置された。 

 原子力環境促進・資金管理センターでは，WIPP における管理の考え方，モニタリングの位置付

け，モニタリング計画等を調査している（原子力環境促進・資金管理センター,2001)。同報告書

によれば，WIPP におけるモニタリングの目的は，次のとおりである。 

・ 州規制，公定，連邦規制，健康及び安全からの要求及び準拠を満足することの確認 

・ サイト選択に使用される特性値の提供 

・ 基準状態を示すデータの提供 

・ 性能評価及び予測の確認，不確実性低減のためのデータ提供 

 

WIPP におけるモニタリング項目に関して，EPA は，40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプ

ラント(WIPP)の 40 CFR Part 191 処分規制と適合性許可及び再許可基準」の中で，40 CFR Part 191

「使用済燃料，高レベル及び TRU 放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射線防護基準」で示

された長期モニタリングに関する保証要件について言及している。DOE では，これに基づき WIPP

での閉鎖前，閉鎖後のモニタリング項目を選定している。これらのモニタリング項目は，

Compliance Monitoring Parameters(COMP)と呼ばれるが，FEP やシナリオに基づく感度解析の結

果，重要なパラメータとして抽出されたものである。WIPP では処分坑道内に定置された廃棄体が

岩塩層のクリープにより自然に埋め戻されるというシナリオを基本としている。以下に COMP を示
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す。 

① クリープ閉鎖及び応力 

② 脆性変形の範囲 

③ 脆性変形の開始 

④ 変形挙動の変化 

⑤ Culebra 層の地下水の組成 

⑥ Culebra 層の地下水流の変化 

⑦ 掘削率 

⑧ Castile 塩水貯留域と遭遇する確率 

⑨ 地盤沈下 

⑩ 廃棄物特性 

 

上記の 10 個のパラメータは操業期間中監視される。なお，①～⑤については処分場閉鎖後も監

視されることとなっている。 
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(2) 技術的可能性 

a. 低レベル放射性廃棄物埋設事業 

前項で述べた，低レベル放射性廃棄物埋設事業における環境モニタリング項目の測定方法を

表-4 に示す(青森県，2000b)。 

 

表-4 環境モニタリング項目及び測定装置 

項目 小項目 測定装置 

モニタリングステーションによる空間放射

線量率 

・低線量率計 

・高線量率計 

モニタリングポストによる空間放射線量率 ・低線量率計 

空間放射線 

積算線量 ・熱ルミネセンス線量計(TLD) 

・熱ルミネセンス物質:CaSO4(Tm) 

・TLD リーダー 

大気浮遊じん中の全α及び全β放射能 ・ダストモニタ 

大気中の気体状β放射能 ・β線ガスモニタ 

機器分析γ線放出核種 ・ゲルマニウム半導体検出器 

放射化学分析 3H ・低バックグラウンド液体シンチレーショ

ン計数装置 

放射化学分析 14C ・低バックグラウンド液体シンチレーショ

ン計数装置 

放射化学分析 90Sr ・低バックグラウンド 2πガスフロー計数

装置 

放射化学分析 239+240Pu, 234Pu, 235Pu, 238Pu ・シリコン半導体検出器 

機器分析γ線放出核種(大気中の 131I) ・ゲルマニウム半導体検出器 

環境試料中の放射能 

放射化学分析 129I ・低エネルギー光子スペクトロメータ

(LEPS) 

大気中の気体状フッ素 ・HF モニタ 環境試料中のフッ素 

フッ素 ・イオンメータ 

風向風速 ・風向風速計[プロペラ型](気象庁検定付)

気温 ・温度計[白金測温抵抗式] (気象庁検定付)

降水量 ・雨雪量計[転倒升方式] (気象庁検定付)

感雨 ・感雨雪器[電極式] 

積雪深 ・積雪計[超音波式] (気象庁検定付) 

日射量 ・日射計[熱電対式] (気象庁検定付) 

放射収支量 ・放射収支計[熱電対式] 

気象 

湿度 ・湿度計[毛髪式] (気象庁検定付) 
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 表-4 から分かるように，低レベル放射性廃棄物埋設事業における環境モニタリングは現状技術

で行われており，技術的な課題はないといえる。ただし，モニタリングの質を保証するため，次

の事項に配慮することが示されている(青森県，2001)。 

 ・装置及び機器の保守，適正な管理等 

 ・職員の訓練，研修棟による資質向上 

 ・分析手順の検証等 

 ・計測機器の国家標準等との校正等による精度の確保 

 ・各機関等相互において，技術的課題についての情報交換等 

 また，上記の項目を総合的に評価するため，各機関等相互におけるクロスチェック(比較分析)

を実施することが示されている。なお，「原子燃料サイクル施設に係る環境放射線等モニタリング

基本計画」は今後，必要に応じ，適宜検討を加えるとしている。 

 

b. 高レベル放射性廃棄物処分 

(1)b で述べたように，高レベル放射性廃棄物処分におけるモニタリングの基本的考え方が現在

検討中であることから，特定の技術について開発を行うことは現状では困難である。ここでは，

想定されるモニタリング項目(IAEA, 2001 ではパラメータと称している)を例示するにとどめ，モ

ニタリング技術開発計画の具体化に向けた方策を述べることとする。 
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表-5 パラメータ及び測定方法(1/2)(IAEA, 2001) 

カテゴリ モニタリングの目的 代表的パラメータ アクセス方法 代表的測定方法 

処分場構造物の

劣化 

 

 

 

 

処分場構造物／開口

部の構造的安定性の

モニタリング 

岩石の温度 

 

開口部の変形（方向及び口

径，伝播速度） 

 

処分場付近の岩石の応力変

化 

 

水の浸透速度 

 

岩石支持物の状態 

 

処分場の温度，湿度 

 

埋め戻し及び密閉材料の再

飽和 

処分場から開けたボーリ

ング孔からのアクセスを

含む処分場内部のモニタ

リング。現場で設置され

る，データ送信のための無

線信号又は，地電流による

装置の使用を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

埋め戻した開口部の現位

置／遠隔モニタリング 

熱電対など 

 

変位検出器 

 

 

ひずみ／負荷センサ 

 

 

体積測定 

 

ひずみ／負荷測定 

 

多様な手法 

 

圧力センサ，湿分検出

器，地球物理学的手法

（地震波伝達） 

廃棄物パッケー

ジ及び緩衝材の

挙動 

 

 

 

 

定置した廃棄物パッ

ケージの状況／緩衝

材の状況のモニタリ

ング 

ひずみ，腐食電流 

 

 

パッケージの温度，パッケー

ジ付近の湿度 

 

 

排水の放射能 

 

 

処分場の空気中の廃棄物か

ら発生するガス 

 

 

緩衝材の再飽和／膨張圧 

廃棄物パッケージの現位

置／遠隔モニタリング 

 

パッケージ付近の環境の

現位置／遠隔モニタリン

グ 

 

処分場の廃液の放射能モ

ニタリング 

 

処分場の空気中の放射能

及びその他のガスのモニ

タリング 

 

パッケージ付近の環境の

現位置／遠隔モニタリン

グ 

ひずみ計，電流計 

 

 

多くの手法がある 

 

 

 

γ線検出など多様 

 

 

ガスアナライザ 

 

 

 

圧力センサ，湿分検出

器 
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表-6 パラメータ及び測定方法(2/2) 

カテゴリ モニタリングの目的 代表的パラメータ アクセス方法 代表的測定方法 

ニアフィールド

の化学的相互作

用 

 

埋め戻し及び密閉の

化学的状態／工学的

バリアの挙動／コン

クリート構造物の健

全性／ニアフィール

ドの環境の変化／坑

道壁の表面特性／処

分場の再飽和挙動 

処分場の温度，湿度 

 

 

処分場の地表での鉱物，化学

及び生物学的変化 

 

排水停止時（すなわち密閉

後）のニアフィールドの水分

含有量，圧力，化学の変化 

処分場のモニタリングの

範囲内 

 

処分場内部での定期的サ

ンプリング 

 

処分場内部からの定期的

サンプリング又は継続的

測定 

温度，湿度（例：導電

率），圧力 

 

多様な分析方法 

 

 

サンプリング又は継

続的測定に基づく多

様な手法 

地圏の変化 

 

 

周囲の地圏の変化／

工学的バリアと岩石

地下水系の相互作用

／アルカリプルーム

の影響 

地下水の圧力及び経路の変

化 

 

 

 

pH，Eh，溶解性蒸発残留物，

放射能，微生物活動など地下

水化学の変化 

 

岩石中の重要構造物の力学

的挙動の変化 

 

 

鉱物学の変化 

 

熱領域 

 

応力領域 

 

 

地震事象のモニタリング及

び応答 

新規又は既存のボーリン

グ孔からのアクセス  

 

 

 

同上 

 

 

 

同上 

 

 

 

同上 

 

同上 

 

同上，遠隔手段（微小音測

定） 

 

処分場内部，地表及びボー

リング孔 

飽和区域でのピエゾ

メータなどの圧力監

視装置，不飽和区域で

のテンシオメータ 

 

多様な手法：ボーリン

グ孔のサンプリング，

γ線検出 

 

電気機械ゲージ，アコ

ースティックエミッ

ションモニタ 

 

サンプリング 

 

ボーリング孔の記録 

 

ひずみ／負荷センサ，

微小音測定手法 

 

地震波検出器 

環境データベー

スの蓄積 

 気象学，水文学など 

（本文参照） 

地表でのモニタリング 多様な手法 

安全保障  工学的バリアの障害 処分場内部及び/又は地表

から 

サイト検査 

 

航空写真 

 

衛星調査 

 

 原子力環境整備促進・資金管理センターでは，モニタリングの技術課題について，計測技術，

データ電送など地層処分モニタリングの要素技術について，技術的可能性を明らかにする調査研

究とともに，実際の深部地質環境のフィールドを活用した技術の確認が重要となることを示して

いる。特に，地層処分モニタリングに求められる環境条件において，長期間のモニタリングを可

能とするセンサ技術は，これまで需要に乏しかったことから積極的な開発が進められてこなかっ

たため，新規の開発が必要な分野であることを指摘している。したがって，宇宙開発，海洋開発

等の幅広い先進の科学技術分野における技術調査（シーズ調査）を今後も継続するとともに，有

望なセンサや地中無線電送技術の開発を進める考えであり，地層処分モニタリング技術として見

通しのある技術については，技術的により信頼度の高いモニタリングシステムの構築に向け，国

内外における深地層の研究施設など，フィールドにおける試験確認を実施しつつ技術開発を進め

ていくものとするとしている。(原子力環境整備促進・資金管理センター，2004) 
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3. 廃棄物の回収可能性 

(1) 回収可能性に関する検討状況 

廃棄物の回収可能性については， IAEA が，「地層処分施設とは，再取り出しの意図のない施設，

及び安全を確保するために制度的管理を必要としない施設として定義されている。つまり，再取

り出しの可能性を排除するものではないが，そのような意図がないものである。」（IAEA，1996）

と述べており，積極的な廃棄物回収は想定する必要がないものとしている。このことから，廃棄

物の回収可能性については，現時点において日本も含めたほとんどの国で，地層処分における廃

棄物の回収可能性の規制指針は与えられておらず，関連する技術開発も積極的には研究されてい

ない状況にある。しかし，近年，地層処分対象となる長寿命放射性廃棄物の回収可能性について

活発に議論され始めている。 

近年，廃棄物の回収可能性について議論され始めた背景には，基本的に多重バリアシステムに

より安全性が保証された将来世代に負担がかからないように設計された地層処分であるが，将来

世代に対してもオプションを与えることの必要性が共通の認識として浸透したことが挙げられる。

回収可能性を与えることで，処分場閉鎖後に万が一，科学的・技術的な問題が生じた場合の対応

の余地を確保すること並びに処分場閉鎖後の回収，将来の科学・技術の進歩を活用する可能性を

残すなど将来世代が決定するなどのオプションの選択肢を残すことができる。 

これらの議論は HLW／SF を中心に議論がなされているが，同じく地層処分対象となる TRU 廃棄

物についても，回収可能性についての基本的な考え方は整合させる必要があると考えられる。わ

が国の TRU 廃棄物処分における回収可能性については，これまで十分に議論されておらず，明確

な方向性は示されていないが，ここでは，参考として長寿命放射性廃棄物の回収可能性に関する

海外での検討状況について紹介する。 

総合情報調査（原子力環境整備資金管理センター，2002）においてまとめられた諸外国の再取

り出しに関する検討状況を表-7(1/2),(2/2)に示した。 

また，「深地処分場における長寿命放射性廃棄物の回収可能性に関する協調行動(Concerted 

Action on the Retrievability of long-lived Radioactive Waste in deep Underground 

Repositories) 」では，地層処分対象となる長寿命核種を含む廃棄物の回収可能性について記述

されている（Grupa et al., 2000）。 

回収可能性の定義は「処分システムが具備する能力であり，なんらかの理由によって回収が望

まれた場合には廃棄体パッケージを回収する」とされている。 

また，回収可能性は，下記の条件によって制御されているという点で合意が成立していると記

述されている。 

 

・廃棄体パッケージへのアクセスの可能性 

様々なタイムゾーンにおける廃棄体パッケージへのアクセスの可能性 

 

・廃棄体パッケージへの廃棄物の閉じ込め 

大部分の概念では数百年～数千年にわたり著しい劣化は生じないと考えられる 
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・廃棄物パッケージ回収の技術的な実現可能性 

廃棄物パッケージの回収は，現状技術で実現可能である 

 

また，多くの国で，回収可能性を確保することにより，処分場の操業安全，長期的な安全を

損なうべきではないという点で合意がなされている。 

 

(2) TRU 廃棄物処分における廃棄物の回収について 

 地層処分となる TRU 廃棄物は，大坑道に集積定置され，一部の廃棄体では，その周辺にセメン

ト系材料が充填される。また，廃棄体容器は，高レベル放射性廃棄物におけるオーバーパックほ

どの強度が期待できないことから，回収作業に伴う廃棄体の損傷，擾乱による核種の漏出・飛散

が懸念される。以上のことから，TRU 廃棄物の地層処分における廃棄体の回収は，HLW の地層処分

における回収に比較して技術的難易度が高いことが予想される。回収可能性については，処分事

業のタイムゾーンに応じて，幾つかのステージが存在する。想定される回収ステージの区分を下

記に整理する。 

 

① 定置後の回収 

廃棄物の定置作業において何らかの不具合（所定の定置精度が得られなかった場合な

ど）が発生した場合に，再度，定置作業を行うために定置した廃棄体の回収を行うもので

ある。廃棄体の定置装置を逆に動作させることで回収可能な場合が多く，操業技術を検討

する際，逆動作の機能を持たせた装置の設計を行うことで対応できるものと考えられる。 

 

② 操業時の回収 

廃棄体定置，充填材充填後の廃棄体の回収である。各坑道の機能が維持された状態を想

定し，廃棄体近傍までのアクセスが可能であり，また，緩衝材の膨潤，廃棄体容器の腐食・

損傷は生じていない状況が想定される。緩衝材，充填材の除去，廃棄体の把持，搬送の各

作業が必要となる。定置装置の逆動作での対応は困難であり，専用の回収装置の開発が必

要である。 

 

③ 閉鎖後の回収 

処分坑道埋め戻しもしくは主要坑道，アクセス坑道埋め戻し後の廃棄体の回収である。

廃棄体付近までのアクセス経路が確保できないことから，回収作業用の坑道掘削が必要と

なる。また，緩衝材の膨潤，廃棄体の腐食，損傷が生じている可能性があり，回収作業に

伴う核種の漏出が生じないよう留意した回収システムの構築が要求される。廃棄体の腐食，

損傷については，3.(1)で述べたように数百～数千年の間は著しい劣化はないものとされ

ているが，現時点では，容器に対して閉鎖後の長期の閉じ込め性能を設計要件として必ず

しも要求しているわけではないことから，比較的短期間で劣化，損傷が生じる可能性は否

定できない。さらに，処分坑道の支保も力学的な機能を喪失している可能性があるため，

回収後の空洞安定性の維持にも留意する必要があると考えられる。 



13 

 

わが国の放射性廃棄物の地層処分における回収可能性の位置付けについては，現時点では規制

等で明確に定義されていないため，具体的な検討の実施が難しい。しかし，3.(1)で述べたように，

将来世代に対する選択肢の確保が回収可能性を確保する目的であると考えると，積極的に回収に

係わる機能を持たせる必要はないものの，回収が技術的に不可能ではないシステムであることの

提示を求められる可能性があり，処分概念の構築にあたっては考慮事項として留意しておく必要

があると考えられる。 

 

(3) 回収に係わる技術 

具体的な回収技術については基本的に回収に対して積極的な姿勢をとっていないことから，わ

が国において具体的な研究・開発はほとんど行われていない。一方，海外では，一例であるが SKB

による SF の再取り出しが技術的に可能であることの実証を目的とした，KBS-3V コンセプトにお

ける緩衝材の除去技術の検討が実施された例がある。SKB による検討では，表-8 に示す４つの方

法による緩衝材の除去技術が検討されている。 

 

表-8 SKB における緩衝材除去技術(SKB TR-00-15) 

Main technique Sub-technique 

Mechanical 
（機械的） 

Full-face boring （ボーリング） 
Milling （粉砕） 
Core drilling（コアドリリング） 

Hydrodynamic 
（水力学的） 

High pressure (<100 bar)（高圧）  
High pressure (>100 bar)（高圧） 
Low pressure（低圧） 

Chemical 
（化学的） 

Thermal Heating（加熱）  
Cooling（冷却） 

Electrical 
（電気的） 

Direct current （直流） 
High frequency alternating current（交流） 

 

これらの技術はわが国の TRU 廃棄物処分においても適用できる可能性が高い。一方，わが国の

TRU 廃棄物処分では回収時の周辺部位，岩盤の力学的安定性確保並びに回収作業に伴う廃棄体損

傷，核種飛散防止等の特有の問題を有しており，これらを考慮した回収システム及び技術の検討

が必要である。今後の高レベル放射性廃棄物処分の動向，国内外の回収可能性の方向を踏まえ，

適切な対応が要求される。 
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表-7 諸外国の回収可能性に関する検討状況（１／２） 

国名 回収可能性の検討概況 回収可能性に関する要件，規制 回収可能性の概念 回収方法の検討，設計 長期モニタリングの必要性
回収可能性の社会的側面 
処分場の記録の保存 

フィン 
ランド 

・現在の処分概念で回収可能性に

係る要件は満足されるとしてい

る。 
・回収方法の検討は実施している。 
・回収可能性を向上させるための

設計変更は考慮していない。 
・長期モニタリングの方針，要件

は未定 

・一般安全要件：長期にわたる安全確保のために処分サイ

トのモニタリング及び廃棄物キャニスタの回収可能性

を望ましい選択肢とする技術開発による回収可能性の

維持を要求。 
・規制指針第 8.4 条：閉鎖後段階で，実用上完全な封じ込

め機能が人工バリアに要求される期間における廃棄物

キャニスタの回収可能性，処分する時点で利用可能な技

術により，かつ合理的な範囲での資源を用い，必要に応

じた廃棄物キャニスタの回収可能性，さらに回収可能性

を容易にする手段や，閉鎖後の監視活動により長期安全

性が損なわれないことを要求。 
・長期モニタリングの方針，要件は未定である。 

・現在の処分概念（KBS-3
概念）で回収可能性に係

る要件は満足されると

している。 
・銅・鉄製キャニスタの数

10 万年の寿命，キャニ

スタの位置情報の保存，

健全なキャニスタ回収

が低コストであること

を前提としている。 

・使用済燃料の中間貯蔵を含

め，処分の各段階，作業ステ

ップ（13 の時間ステップ）

での廃棄物パッケージの回

収方法を検討している。 
・回収可能性を向上させるため

の設計変更は考慮していな

い。 
・処分坑道，アクセス施設の埋

め戻しは速やかに行う方針

である。 

・モニタリングを行わないで長

期安全性を確保する必要が

ある。 
・モニタリングにより長期安全

性が損なわれてはならない。

・モニタリングに関する潜在的

な手段は検討されている。

（EIA） 

・Äspö における回収試験を含む廃棄

物キャニスタの回収方法の開発を

フォローする。 
・処分場が許認可段階に入る前に，可

能な回収手段の技術情報の更新を

行う。 
・長期モニタリング政策に関する国際

的な議論，モニタリング活動に必要

とされる技術進歩に関心を抱いて

いる。 

フランス 

・政府が，リバーシビリティ（可

逆性）の理論的根拠を完全に支

持し，その方向で研究開発を継

続する声明を発表している。 
・ANDRA がこの政府声明に従っ

て，リバーシブルな地層処分場

の開発を進めている。 

・放射性廃棄物管理研究法：リバーシブル又は非リバーシ

ブルな地層処分の選択の評価を行うことを要求。 
・国家評価委員会：リバーシビリティを確保する手段で処

分場の安全性が損なわれてはならない。2006 年までの

処分場予備的設計でリバーシビリティの実現可能性を

実証。 
・政府の声明：リバーシビリティの理論的根拠を完全に支

持し，その方向で研究開発を継続する。 
・ANDRA の立場：政府が定めたリバーシビリティの要件

を満足する最も安全，かつ最良のモニタリングが可能な

処分方法を考案する。 

・地層処分に関してリバー

シビリティの要件を満

足する処分概念を開発

している。 
・処分プロセスを 6 フェー

ズに分け，それぞれのフ

ェーズでの処分場の状

態を定義し，前のフェー

ズに戻る方法を検討し

ている。 

・処分システムの維持とモニタ

リング，回収の可能性，関連

する調査，規制，財政を特定

し，設計を向上させる選択肢

を維持してリバーシビリテ

ィを満足する（リバーシビリ

ティレベル）処分システムを

開発中。 
・現象論的評価（APSS）の開

発：処分場構成要素の状態，

管理の選択肢が処分場の変

遷に与える評価を評価する

システムを開発している。

・リバーシビリティを確認する

ためには処分プロセスでの

モニタリングが必要である。

・処分プロセスの各フェーズに

おいて必要となるモニタリ

ング内容を検討し，モニタリ

ングプログラムを決定する。

・地層処分場の設計法に関するアプロー

チの中で ANDRA は，1998 年，

Meuse/Haute-Marneサイト向けに予

備的な処分概念を開発し，国家評価委

員会(CNE)に提案した。 

ドイツ 

・従来，回収可能性は考慮さてい

なかったが，現政府の方針で回

収可能性を検討する方向が出て

きている。 
・リバーシビリィティは議論ざれ

ていない。 
・AkEnd でも回収可能性は重要視

されていない。 

・最終処分の安全基準：処分を実施し，処分場を閉鎖した

後にはいかなる手段を取る必要がないことを明確にし

ている。 
・現在の政府が回収可能性の必要性を打ち出し，今後の研

究開発の計画で考慮される見込みである。 
・AkEnd では，サイト選定後の段階での追加的な基準と

して回収可能性を考慮している。 

・回収可能性を考慮した処

分概念は検討されてい

ない。 
・母岩の種類による回収可

能性の容易さの相違が

指摘されている。 

・使用済燃料の回収可能性の研

究例があり，最新式の鉱山技

術を用いることで，回収は可

能としている。 
・回収は可能であるが，多大な

作業とコストを必要とする

と認識している。 

・実際の必要性はないが，法的

な予防の観点から許認可で

要求される可能性がある。

・通常の原子力施設での環境放

射線モニタリングと同様と

考えている。 

・回収可能性とモニタリングは，処分

場プロジェクトへの公衆の信頼感

を増加させるとみている。 
・処分場に関する記録の保存について

は，RSK の安全基準の一般条項で

の規定がある。処分場の標識につい

ては具体化されていない。 

スウェー

デン 

・従来，回収可能性は考慮さてい

なかったが，この数年で回収可

能性の議論が活発になってい

る。 
・現行の法規では，回収可能性の

要件は規定されていないが，

SKI は今後の法規に回収可能性

の要件を盛り込む意向である。 
・SKB は回収可能性を認識して処

分場開発を行う方向である。 

・現行の SSI 及び SKI の最終処分に関する規則：容易な

使用済燃料の回収，閉鎖後モニタリングにより処分の安

全性が損なわれてはならないと規定している。 
・ただし，SKI は今後の法規に回収可能性の要件を盛り込

む意向である。 
・回収可能性に関する SKB の認識：処分場の長期安全性

は，モニタリング又は保守に依存してはならないが，廃

棄物の処分後，処分場の閉鎖後に，処分場のモニタリン

グを不可能にすることではない。処分場の設計は，将来

世代による処分場の変更又は廃棄物の回収作業を不必

要に妨げることのないようにする。廃棄物，処分システ

ム及びサイトに関する情報は，合理的に達成可能な範囲

で将来のために保存する。 

・現在計画している処分場

概念で，処分の全てのプ

ロセスで使用済燃料は

回収可能としている。 

・使用済燃料の中間貯蔵を含

め，処分の各段階での廃棄物

パッケージの回収方法を検

討している。 
・そのための試験も行なわれて

いる。 
・最初のキャニスタを定置する

前に，回収の手法を開発し回

収可能性を実証するため，

Äspö で本格的な試験が計画

されている。 

・一般的にモニタリングは処分

場の開発期間中重要である

と考えている。 
・サイト調査，立地サイトでの

調査，建設，操業に関しては

モニタリングプログラムが

ある。 
・閉鎖後モニタリングの具体的

なプログラムはないが，環境

管理と保障措置に関する地

表でのモニタリングを予測

している。 

・回収可能性の倫理面での議論が

KASAM が中心となって 1987 年こ

ろから進められている。 
・記録の保存については，廃棄物管理

の活動を文書化して保存する SSI
の特別規則がある。 

・記録の保存の具体的な内容は SKB
と SSI で議論中である。 

・処分場の標識の設置は具体的に検討

されていない。 
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表-7 諸外国の回収可能性に関する検討状況（２／２） 

国名 回収可能性の検討概況 回収可能性に関する要件，規制 回収可能性の概念 回収方法の検討，設計 長期モニタリングの必要

性 
回収可能性の社会的側面 

処分場の記録の保存 

スイス 

・従来，処分概念において回収

可能性は考慮されていなか

った。 
・EKRA において回収可能性を

考慮した監視付き長期地層

処分概念（MGD）が勧告さ

れている。 
・処分実現可能性証明プロジェ

クトの処分概念はMGDで検

討している。 
・Wellenberg の低レベル放射

性廃棄物処分の概念もモニ

タリング，回収可能性を考慮

している。 

・HSK の指針：処分場の監視・修理，又は廃棄物回収を

容易にする手段によって，安全バリア機能が損傷を受け

てはならない。 
・Nagra の方針：処分概念は，長期にわたる安全性確保に

重点，長期的なシステム性能を損なう恐れがある場合

は，廃棄物回収を容易にする手段を採るべきではない。

・EKRA の勧告：処分場の計画者は進行中のプロジェクト

において，モニタリング，管理及び回収可能性の点につ

いて明確にすべきである。これは，新原子力法に反映さ

れる見込みである。 

・EKRA により回収可能性を考慮し

た監視付き長期地層処分概念

（MGD）が勧告されている。 
・Opalinus Clay における処分概念

は地層処分及びMGDに適合する

と EKRA は認めている。 
・低レベル放射性廃棄物処分の改良

概念（GNW2000）では，モニタ

リング，回収可能性を考慮してい

る。 

・EKRA 報告書では，回収可能性

との関連で，アクセス施設を閉

鎖，シーリングした後でも廃棄

物の回収は可能な方法を含め，

3 種類の廃棄物定置法を示して

いる。 
・MGD 概念と同様に回収可能性，

モ ニ タ リ ン グ を 考 慮 し た

GNW2000 概念の作成で具体

的な回収方法，モニタリング方

法を設計，検討している。 
・モニタリングの処分場設計への

組み込み方法を実証するため

のプロジェクトが実施された。

・EKRA の考え方：モニタリ

ング及び管理手段の有効

性は，実施する場所と時期

に依存する。 
・回収可能性とモニタリング

は相互補完するものと考

えている。 
・監視付き長期地層処分での

モニタリング：主として処

分施設と類似した環境の

パイロット施設により重

要パラメータを測定する。

・回収可能性を確保するための

Wellenberg サ イ ト の

L/ILW 処分概念の修正は現

地の人々はそれほど重要視

していない。 
・記録の保存については，HSK

の指針及び原子力新法に則

して記録の保存，図書の整

理が行なわれることにな

る。 
・放射性廃棄物に関する情報，

データは分散型データバン

ク・システムに登録される。 

米国 

・回収，回復を考慮した監視付

き地層処分場（MGR）を基

本概念としてユッカマウン

テン処分場を開発している。 
・定置開始から少なくとも 100

年は閉鎖しない，あるいは

300 年間閉鎖を据え置く可

能性を考慮している。 
・DOE は，数多くの処分場要

素に，特に，廃棄物の定置後

325 年にわたって回収でき

ることを確実にする設計基

準を含めている。 
・完了した評価で，予備的な設

計と材料概念が，閉鎖前の期

間を通して廃棄物を回収す

る能力を維持する要求と矛

盾していないことを示して

いる。 
・DOE は，10 CFR 963.14 で

規定した基準，廃棄物回収の

オプションを保つ能力は考

慮したと結論している。 

・放射性廃棄物政策法：施設の操業の適切な期間を通じ，

処分場に定置した使用済燃料を回収可能なように設計，

建設すること。 
・10 CFR 960 付録 I：処分システムの設計では廃棄物を将

来回復できるようにしておくこと（40 CFR 191 の取り

いれ） 
・40 CFR 191（§191.02）：処分とは，使用済燃料又は

放射性廃棄物を接近可能環境から回復する意図を持た

ずに行う永久的隔離を意味するが，その燃料又は廃棄物

に回復可能性があるかないかを問わない。 
・10 CFR 60（§60.111）：地層処分場操業エリアは，廃

棄物定置中の期間及びその後に行われる性能確認プロ

グラム，そのプログラムから得られる情報の委員会によ

るレビューが完了するまで，廃棄物を回収できるように

設計しておかなければならない。この目的を満たすた

め，地層処分場の操業エリアは，委員会が異なる期間を

承認又は指定しない限り，廃棄物定置を開始してから 50
年後までのいかなる時点においても定置した廃棄物の

一部又は全体を妥当なスケジュールで回収できるよう

に設計しておかねばならない。この異なる期間は，定置

スケジュール及び計画された性能確認プログラムに合

わせて，ケースバイケースベースで設定することができ

る。 
・10 CFR 60（§60.133）：地下施設は，§60.111 の性能

目標にしたがって廃棄物を回収できるように設計しな

ければならない。 
・DOE の廃棄物回収の理由：資源の回復（使用済燃料の

み），国民の健康と安全，及び環境 

・回収，回復を考慮した監視付き地

層処分場（MGR）が基本概念で

ある。 
・回収に関する基本方針：回収は定

置から閉鎖までのいかなる時点

でも可能。回収期間は回収に合わ

せて拡大。回収の計画，実行に必

要な期間（34 年）。定置開始か

ら少なくとも 100 年は閉鎖しな

い，300 年間閉鎖を据え置く可能

性。回収可能性期間が終了した時

点での意思決定の可能性。 
・回収を支援する設計概念：主坑道，

定置坑道の換気。定置設備による

定置坑道からの遠隔回収。定置坑

道温度を下げる強制換気。堅固な

支保工。閉鎖段階まで坑道は埋め

戻さない。 

・回収概念：回収が要求される時点

まで詳細な建設要件を据え置く。

操業にための設備，施設，手順を

最大限に利用。回収のためのアク

セスを準備。部分的回収のアプロ

ーチを開発。地上に貯蔵用の用地

を確保。 

・回収可能性の設計条件：本来期

待した通りの地下環境での通

常又は異常条件，地下条件が妨

げられている環境での異常な

条件下で回収可能性を設計す

る。 
・通常の条件下における回収と回

復：定置に使用したのと同じ物

質取扱設備と軌道設備を使用

する。作業は単純に逆の順序に

したがって行われる。 
・異常な条件下での回復と修復：

多目的牽引車と定置坑道ガン

トリークレーン運搬車を含む

特別に設計された車輌と支援

設備の使用を必要とする。 

・異常時の回収条件：地震以外の

原因による廃棄物パッケージ

上への落盤又は支保工の崩壊，

設計基準を超える地震による

廃棄物パッケージ上への落盤

又は支保工の崩壊。 
・廃棄物定置・回収システム検討

書が公表されている。 

・処分場の閉鎖後安全性に最

も大切なプロセスについ

ての理解を増進させるた

めに，基本的な試験及び監

視活動としてモニタリン

グ等が計画されている。

・性能確認とモニタリング活

動は閉鎖直前まで継続的

に行われるとともに，閉鎖

後 300 年後まで延長でき

ることになっている。 
・すでに，操業後のユッカマ

ウンテン処分場に関して，

処分場を監視し，期待通り

の機能を果たしているか

を確認するために「性能確

認プログラム」が，DOE
により確立されている。

・性能確認とモニタリング活

動として廃棄物パッケー

ジモニタリング，漏出水モ

ニタリング，岩体モニタリ

ングがある。 

・2001 年 6 月に全米科学アカ

デミがまとめた「高レベル

放射性廃棄物と使用済燃料

の処分に関する社会学的チ

ャレンジ」という報告書に

よれば，公衆は放射性廃棄

物の管理が信じられない傾

向を示している。報告書で

は，最終処分の負担を将来

の世代に負わせたくないと

の倫理的な義務感から，地

上の長期貯蔵よりも密閉し

た地層処分のほうを肯定的

に捉えている。 
・DOE は，将来の世代がオプ

ションを行使できるよう

に，処分を取り消しできな

いような方法を採らずに廃

棄物を処分すべきとしてい

る。 
・また，DOE は潜在的な価値

のある天然資源の回収とい

うオプションを保持する方

針である。 
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4. 結論 

 TRU 廃棄物も含めた地層処分対象となる放射性廃棄物のモニタリング，回収可能性については，

わが国では今後議論すべき重要な課題として位置付けられる。本根拠資料は，今後の TRU 廃棄物

処分におけるモニタリング，回収可能性等の検討の一助にすることを目的に，国内外の動向を整

理したものである。第 2次 TRU レポート第６章に示したように，合理的な処分方法として高レベ

ル放射性廃棄物との併置処分も示されていることから，これらの知見を参考に両者の廃棄物処分

における管理の考え方の整合がとれるよう検討を進める必要がある。 
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