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はじめに 

 

原子力の研究、開発及び利用に伴い、様々な放射性廃棄物が発生する。原子力

の便益を享受した現世代は、これらの放射性廃棄物の安全な処理・処分への取組み

に全力を尽くす責務を、未来世代に対して負っている。 

平成17年10月に原子力委員会で決定された「原子力政策大綱」（以下「大綱」とい

う。）は、このような放射性廃棄物の処分に当たっては、発生者責任、放射性廃棄物の

最小化、合理的な処理・処分、国民との相互理解に基づく実施の４原則を示し、発生

者等の関係者は新知見や新技術を取り入れて、安全で効率的な処理・処分を行うとと

もに、国は、必要な研究開発の推進、適切な規制と誘導措置を講ずべきであるとして

いる。 

我が国では、低レベル放射性廃棄物については核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）（以下「原子炉等規制法」とい

う。）に基づき規制されており、その一部について平成４年から事業者により埋設処分

が行われている。 

他方、発電用原子炉の使用済燃料の再処理の過程において分離される高レベル

放射性廃棄物の処分については、事業実施主体の設立、監督、最終処分場の立地

手続き等を規定した特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（平成１２年法律第

１１７号）（以下「特廃法」という。）に基づき、平成１４年から事業実施主体の原子力発

電環境整備機構（以下「ＮＵＭＯ」という。）が最終処分の候補地の選定に向けた公募

を行っているところであるが、高レベル放射性廃棄物の安全規制については、特廃法

第２０条に「別に法律で定める。」と規定されており、現在、未整備となっている。 

処分事業においては、特廃法による立地手続きに加え、安全規制の法令、原子力

安全委員会の安全審査指針等を踏まえ、事業者が処分場立地点の選定、処分施設

の設計、建設、操業、閉鎖等の事業計画を策定することから、あらかじめ、これらの安

全確保上の要求内容が明確になっていることが必要である。 

これらの安全規制については、事業実施主体の計画を踏まえつつ、事業進展に応

じ、原子力安全委員会及び原子力安全・保安院が適時適切に定めることが重要であ

るが、安全規制の法的枠組みは、地層処分の安全に対する国民の理解を得る上で、

また、事業実施主体における事業予見性等の観点から、立地手続きの早い段階から

広く国民及び関係者に提示することが期待されており、この整備が重要な課題となっ

ている。また、大綱においては、国は研究開発の進捗を踏まえて、地層処分を行う高

レベル放射性廃棄物の「安全規制に係る制度等を整備する必要がある」と指摘されて

いる。 

また、再処理施設や混合酸化物燃料（MOX燃料）加工施設から発生する超ウラン
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核種を含む放射性廃棄物（長半減期低発熱放射性廃棄物。以下「ＴＲＵ廃棄物」とい

う。）のうち、地層処分が想定されるＴＲＵ廃棄物に関しては、高レベル放射性廃棄物

との併置処分について、原子力委員会報告「長半減期低発熱放射性廃棄物 1 の地層

処分の基本的考え方－高レベル放射性廃棄物との併置処分等の技術的成立性－」

（平成１８年４月）（以下「長半減期低発熱放射性廃棄物処分の基本的考え方」とい

う。）において、その技術的成立性があるとの判断が示されるとともに、総合資源エネ

ルギー調査会電気事業分科会原子力部会放射性廃棄物小委員会（以下「放射性廃

棄物小委員会」という。）においては、地層処分が想定されるＴＲＵ廃棄物の処分のた

めの事業実施主体、資金確保スキーム等についての検討が進められている。 

このため、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員

会（以下「本小委員会」という。）は、高レベル放射性廃棄物及び地層処分が想定され

るTRU廃棄物の処分に係る安全規制の法的枠組みを構築すべく、国際的な安全基

準との整合性に留意し、地層処分事業の特徴を踏まえ、その規制の枠組みについて

検討を行ったものである。 

 

Ⅰ．地層処分事業を取り巻く状況 

 

１．高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る状況 

（１）研究開発の状況 

我が国では使用済燃料を再処理して生ずる高レベル放射性廃棄物については、

ガラス固化して地層処分するとの方針の下、旧動力炉・核燃料開発事業団（前核

燃料サイクル開発機構、現日本原子力研究開発機構）で地層処分に関する研究

開発が進められ、その成果は平成１１年１１月に「わが国における高レベル放射性

廃棄物地層処分の技術的信頼性－地層処分研究開発第２次取りまとめ」（以下

「地層処分研究開発第２次取りまとめ」という。）として取りまとめられ、原子力委員会

に提出された。 

原子力委員会では、「地層処分研究開発第２次取りまとめ」の研究開発成果を総

合的に評価し、平成１２年１０月に「我が国における高レベル放射性廃棄物地層処

分研究開発の技術的信頼性の評価」を取りまとめ、地層処分の技術的信頼性、処

分予定地の選定及び安全基準の策定に資する技術的拠り所が示されていると判

断した。 

                                      
1 超ウラン核種を含む放射性廃棄物は従来「ＴＲＵ廃棄物」と呼ばれていたが、原子力委員会が

本年４月に取りまとめた「長半減期低発熱放射性廃棄物処分の基本的考え方－高レベル放射性

廃棄物との併置処分等の技術的成立性－」においては、「長半減期低発熱放射性廃棄物」として

いる。 
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（２）ＮＵＭＯの設立と活動状況 

高レベル放射性廃棄物の処分事業の枠組みについては、原子力委員会高レベ

ル放射性廃棄物処分懇談会、総合資源エネルギー調査会原子力部会等における

検討を経て、平成１２年５月に特廃法が制定され、この法律に基づき、処分事業の

実施主体として同年１０月にＮＵＭＯが設立された。 

また、特廃法に基づき、国は「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方

針」（平成１２年９月）及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」（平成１２

年９月、平成１７年１０月改訂）を閣議決定し、ＮＵＭＯにおいては「特定放射性廃

棄物の最終処分の実施に関する計画」（平成１２年１１月、平成１８年１月改訂）を策

定したところである。 

これらの計画によれば、平成４０年代後半の最終処分の開始を目途として、概要

調査地区の選定、精密調査地区の選定及び最終処分施設建設地の選定という３

段階の選定過程を経て最終処分施設が建設されることとなっている。このため、ＮＵ

ＭＯでは第一段階の概要調査地区選定に向けた調査を行うべく、平成１４年１２月

から全国の市町村を対象に高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性

を調査する区域の公募を行っている。 

現在のところ、正式な応募に至った地域はないが、ＮＵＭＯにおいては、公募に

関心を有する複数の地域を対象として地元に密着した活動を行い、国は、広く国民

各層を対象とした広報活動や地域支援措置の充実などに取り組んでいるところで

ある。 

 

２．長半減期低発熱放射性廃棄物（ＴＲＵ廃棄物）の地層処分に係る検討 

（１）長半減期低発熱放射性廃棄物の処分の方法 

原子力委員会は、旧核燃料サイクル開発機構（現日本原子力研究開発機構）と

電気事業者が作成したＴＲＵ廃棄物処分概念検討書を評価し、「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」（平成１２年４月）を取りまとめ

た。 

これによれば、再処理施設又はMOX燃料加工施設から発生するTRU廃棄物の

処分については、浅地中のコンクリートピットへの処分（以下「浅地中ピット処分」と

いう。）、地下利用に余裕をもった深度への処分（以下「余裕深度処分」という。）及

び対象廃棄物の特徴を考慮した地層処分に区分して行うことが提案されている。 

 

（２）高レベル放射性廃棄物と長半減期低発熱放射性廃棄物の併置処分 

ＴＲＵ廃棄物のうち、地層処分が想定されるものについては、大綱において、処
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分場数の低減等の観点から、高レベル放射性廃棄物との併置処分の検討の必要

性が認識され、原子力委員会では、「長半減期低発熱放射性廃棄物処分技術検

討会」を平成１７年１１月に設置した。同検討会では、事業者におけるこれまでの研

究開発の成果を踏まえて専門的な検討を行い、平成１８年４月に「長半減期低発熱

放射性廃棄物処分の基本的考え方」として取りまとめた。 

当該報告では、ＴＲＵ廃棄物と高レベル放射性廃棄物の処分施設の間に一定の

離隔距離を設けることにより相互に影響なく処分することができるとして、併置処分

が技術的に成立することが示された。 

なお、同検討会の検討に当たっては、一応の区分目安値（原子炉施設から発生

する放射性廃棄物の浅地中ピット処分埋設の際のα核種の濃度上限値：１GBq／

ｔ）を超える廃棄物と、半減期が長く天然バリアへの吸着が小さいため地下水ととも

に移行しやすい放射性核種であるヨウ素-129を多く含む廃棄物について、全て地

層処分対象としている。 

 

（３）長半減期低発熱放射性廃棄物の地層処分に係る制度的検討 

資源エネルギー庁では、原子力委員会における併置処分に係る検討結果も踏

まえ、放射性廃棄物小委員会において、本年夏頃を目途に、地層処分が想定され

るＴＲＵ廃棄物の処分事業に係る実施主体、資金手当等の制度的あり方について、

現在検討を行っている。この中で、当該ＴＲＵ廃棄物の処分事業については、高レ

ベル放射性廃棄物処分事業の制度に準じて実施することが可能であるとの方向で

検討が進められている。 

 

３．地層処分の概念とその安全確保の考え方 

（１）地層処分の安全確保の考え方 

放射性廃棄物のうち、再処理の過程から生ずる高レベル放射性廃棄物や、半減

期が長く放射性核種の濃度が高いＴＲＵ廃棄物であって浅地中ピット処分又は余

裕深度処分に適さないものについては、その中の放射能やそれからの放射線が長

期にわたって生活環境に影響を及ぼさないようにするため、安定な地下深部（地下

３００ｍ以深）に埋設し、人工的に設けられた障壁（人工バリア）とこれを長期にわた

って固定する働きを備えた天然の地層（天然バリア）とを組み合わせた「多重バリア

システム」により、物理的に生活環境から隔離する地層処分が行われる。 

 

（２）地層処分が想定される放射性廃棄物の安全確保 

地層処分が想定される廃棄物のうち、高レベル放射性廃棄物は、再処理の際に

生ずる残滓を物理的、化学的に安定なガラス固化体にしたもので、β線、γ線を放
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出する放射性核種の濃度が高いことから当初の発熱量が大きく、またα線を放出

する半減期が極めて長い放射性核種を含んでいる。高レベル放射性廃棄物は、３

０年から５０年間貯蔵し冷却した後、金属製の容器（オーバーパック）、緩衝材といっ

た人工バリアを設けた処分場に埋設される。 

また、地層処分が想定されるＴＲＵ廃棄物としては、具体的には、ハル・エンドピ

ース、廃銀吸着材、濃縮廃液固化体等が対象として考えられている。これらは、一

部を除きほとんど発熱を伴わず、初期放射能濃度については高レベル放射性廃棄

物より約２桁程度以上低いという特徴を有している。このため、比較的大きな空洞内

に集中して処分が可能であり、処分場の設置面積は高レベル放射性廃棄物に比

べて小さいものとなる。 

なお、その性状や含まれる放射性核種・濃度は多様であることから、それらの特

徴を踏まえ適切に区分し、その区分に応じ、適切に固化を行い、適切な人工バリア

を設けて埋設することが想定されている。 

 

(3)安全評価 

高レベル放射性廃棄物の処分については、「地層処分研究開発第２次取りまと

め」における線量試算、また、地層処分が想定されるＴＲＵ廃棄物の処分について

は、平成１７年９月に電気事業連合会と旧核燃料サイクル開発機構（現日本原子力

研究開発機構）が取りまとめた「ＴＲＵ廃棄物処分技術検討書－第２次ＴＲＵ廃棄

物処分研究開発取りまとめ－」における線量試算は、いずれも代表的な地質条件、

仮定した施設設計のもとで試算を行っており、その結果は、国際的に提案され、ま

たは諸外国で採用されている線量基準（０．１～０．３mSv/年）を十分下回り、安全

性は確保されるとされている。 

さらに、原子力委員会の「長半減期低発熱放射性廃棄物処分の基本的考え方」

によれば、高レベル放射性廃棄物と地層処分が想定されるTRU廃棄物を併置処分

する場合、処分地の選定手続きで考慮すべき事項、建設、操業、閉鎖等の手続き

に両廃棄物間の差異は少なく、一定の仮定の下、熱、有機物、硝酸塩、セメント成

分等の相互影響因子を考慮して、約３００ｍの離隔距離を設けることにより相互に影

響なく処分できるとされている。ただし、この離隔距離は固定的に定める性格のもの

ではなく、今後処分立地点が決まれば、その地質環境に応じた施設の設計及び相

互影響評価により設定されるべきものであるとしている。 

また、同報告書では、より合理的な処分の実施のために、ヨウ素-129や炭素-14

の廃棄体からの放出抑制等について、さらなる技術開発の実施の重要性も指摘さ

れている。 
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Ⅱ．地層処分の安全規制に関する検討状況 

 

１．原子力安全委員会における検討 

原子力安全委員会では、平成１２年１１月に取りまとめた「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ついて（第１次報告）」（以下「第１次報告

書」という。）の中で、高レベル放射性廃棄物の安全確保のための原則、安全確保の

考え方、安全規制のあり方等の基本的考え方を定めるとともに、今後の安全審査指針、

技術基準等の策定スケジュールを示している。 

平成１６年６月には、国際的動向を勘案し、「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「共通的重要事項」という。）をまとめ、シナリオ

の発生可能性を考慮したリスク論的考え方の導入、放射線防護基準の策定、評価期

間、人為過程の取扱い等我が国の放射性廃棄物処分の安全規制の今後の検討の

方向性を示している。 

また、ＮＵＭＯの概要調査地区の公募に当たり、「高レベル放射性廃棄物処分の概

要調査地区選定段階において考慮すべき環境要件について」（平成１４年９月）をまと

め、明らかに処分地として不適切と考えられる環境要件を定めている。 

さらに、本年３月に開催された特定放射性廃棄物処分安全調査会において、同調

査会に２つの分科会（制度検討分科会及び環境要件分科会）を設置し、今後、高レ

ベル放射性廃棄物の安全規制に係る制度的事項に関する検討や精密調査地区の

選定の際の環境要件に関する検討を進めていくこととしている。 

 

２．原子力安全・保安部会及び原子力安全・保安院における検討 

本小委員会では、平成１５年７月に「高レベル放射性廃棄物処分の安全規制に係

る基盤確保に向けて」をまとめ、すべての放射性廃棄物処分に共通する統一的な安

全評価の考え方や安全規制の整備のために必要な研究課題、安全規制の支援研究

体制について提言した。 

これを受けて、原子力安全・保安院では、提言された重点研究分野について、現在、

（独）日本原子力研究開発機構安全研究センター、（独）産業技術総合研究所深部

地質環境研究センター、（独）原子力安全基盤機構等の規制支援研究機関や大学、

専門研究機関等の協力を得て、高レベル放射性廃棄物処分及びＴＲＵ廃棄物処分

の安全規制の整備に必要な調査、試験、研究等を実施している。 

平成１５年１２月からは、本小委員会の規制制度ワーキンググループにおいて、高レ

ベル放射性廃棄物処分の安全規制の法的枠組みの構築に向け、諸外国の動向、Ｎ
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ＵＭＯで検討されている処分計画を踏まえ、論点整理と今後の検討の方向性を取りま

とめ、平成１７年６月に本委員会に報告したところである。 

 

Ⅲ．国際安全基準等の動向 

 

１．地層処分に関連する国際安全基準等の検討状況 

放射性廃棄物の安全な処分は、我が国のみならず、原子力開発利用を進めている

国々に共通する喫緊の課題であり、原子力施設の安全問題と同様、世界各国におい

て積極的にその知見を共有し、高い安全水準を達成するための取組がなされてきて

いる。 

特に、地層処分の国際安全基準等についてはIAEA、地層処分の社会的合意形成

等については経済協力開発機構原子力機関（OECD/NEA）、処分を巡る放射線防

護基準等については国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）において、各国の研究開発や

処分場開発の経験等を踏まえた検討が精力的に取り組まれてきており、近年安全基

準等について国際的に体系的な整備が進められつつある。 

これらの中で、国際安全基準に関連して「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管

理の安全に関する条約」（以下「合同条約」という。）（2001年6月発効）があり、我が国

も平成１５年１１月に加入している。合同条約では、放射性廃棄物管理等について高

い水準での安全を世界的に達成し、維持するために重要な放射性廃棄物の処分の

基本的原則と、締約国が取るべき安全を確保するために必要な措置等が規定されて

いる。 

また、ＩＡＥＡにおいては、放射性廃棄物の処分を含む放射性廃棄物管理の安全

確保のための基本的な考え方を示す安全原則No.111-F「放射性廃棄物管理の原

則」が1995年に定められ、これまでに浅地中処分のための安全要件文書が出版され

てきたが、2006年には、地層処分事業を安全に実施する上で事業実施主体、規制当

局等が取り組むべき事項が初めて安全要件文書「放射性廃棄物の地層処分」

（WS-R-4）としてOECD/NEAと共同で取りまとめられた。同文書では、放射性廃棄物

の地層処分に係る原則と安全要件が示されるとともに、放射性廃棄物管理の目標に

ついては、現在のみならず将来世代に不当な負担を課すことなく人間の健康及び環

境を防護できるような方法で放射性廃棄物を取り扱うこととされ、放射線防護の基準が

示されている。規制機関は、主な安全要件として、地層処分施設の開発に関する規

制要件を確立しなければならず、また、許認可プロセスの様々な段階で事業実施主

体が規制要件を満たすための規制手続きを確立しなければならないとされている。 

OECD/NEAでは、地層処分事業におけるステークホルダー（利害関係者）の関与

のあり方について検討を進めているほか、長期性及び立地段階において不確実性を
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有する地層処分事業の安全に対し広く関係者の信頼醸成を図り、意思決定の基礎と

するため、従来の安全評価に加えて、安全論拠等を収集したもの（セーフティケース。

以下「総合的安全説明書」という。）により安全を総合的に説明する試みが提案されて

いる。ＩＣＲＰでは、放射性廃棄物の処分に関して、Pub.77「放射性廃棄物の処分に対

する放射線防護の方策」（1997年）、Pub.81「長寿命放射性固体廃棄物の処分に適

用する放射線防護勧告」（1999年）、Pub.82「長期放射線被ばく状況における公衆の

防護」（1999年）等を定め、処分場閉鎖後の長期の公衆の放射線防護基準及びその

適用について勧告等を行っている。これらの勧告等は、「放射性廃棄物の地層処分」

（WS-R-4）において反映されている。 

 

２．諸外国の高レベル放射性廃棄物等の処分事業と規制の現状 

高レベル放射性廃棄物処分事業や計画について比較的進展の見られる米国、フ

ィンランド、スウェーデン、ドイツ、スイス及びフランスの６ヶ国の規制制度等について整

理した結果は、以下のとおりである。 

なお、日本は、現時点では、地層処分の対象は高レベル放射性廃棄物のガラス固

化体であるが、米国ではガラス固化体及び使用済燃料が、ドイツ、スイス、フランスで

はガラス固化体、使用済燃料及びＴＲＵ廃棄物が、フィンランド、スウェーデンでは使

用済燃料がその対象となっている。 

 

①米国 

米国では、2002年にネバダ州にあるユッカマウンテンを高レベル放射性廃棄物

処分場とする立地承認決議案が連邦議会で承認され、大統領の署名により決定さ

れた。事業実施主体はエネルギー省（ＤＯＥ）であり、その内部に設置された民間放

射性廃棄物管理局（ＯＣＲＷＭ）が処分計画を実施することとなっている。原子力規

制委員会（ＮＲＣ）に対する処分場建設認可申請は当初2004年に予定されていた

が、連邦裁判所による放射線防護基準の一部無効判決等の要因から遅れが生じ

ている。 

規制機関については、処分場の建設等の許認可や許認可に係る連邦規則の策

定等を行う原子力規制委員会（ＮＲＣ）と、処分場に適用する放射線防護基準の策

定を行う環境保護庁（ＥＰＡ）とがある。 

なお、上記の放射線防護基準の一部無効判決を受け、ＥＰＡ及びＮＲＣは2005

年に連邦規則の修正案を公表している。 

 

②フィンランド 

フィンランドでは、2001年にユーラヨキ自治体にあるオルキルオトが高レベル放射
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性廃棄物処分場建設地として議会承認され決定された。事業実施主体は、原子力

発電所を所有・運転している電力会社であるテオリスーデン・ヴォイマ社（ＴＶＯ）とフ

ォルツム・パワー・アンド・ヒート社（ＦＰＨＯ）の２社が共同出資して設立したポシヴァ

社である。現在、オルキルオトにおいて地下特性調査施設の建設が事業実施主体

により進められており、2012年の処分場建設許可申請に向けて、地下特性調査、

技術開発、処分施設の設計が進められている。 

規制機関については、貿易産業省（ＫＴＭ）、放射線・原子力安全センター（ＳＴ

ＵＫ）、環境省（ＹＭ）があり、政府は建設・操業等の許可を発給、ＫＴＭは処分事業

を管理・監督、ＳＴＵＫは安全規制、ＹＭは環境影響評価手続きの監督等を行う。 

 

③スウェーデン 

スウェーデンでは、自治体がサイト調査の受け入れを承認したオスカーシャムとエ

ストハンマルにおいて、2002年から事業実施主体によるボーリング等の調査が行わ

れており、2008年までにサイト調査及び環境影響評価を実施し、事業実施主体で

は候補地を１カ所に絞り込む計画である。事業実施主体は、原子力発電所を所有・

運転しているＯＫＧ社、リングハルス社、バーセベック・クラフト社及びフォルスマルク

発電会社の４社が共同出資して設立したスウェーデン核燃料・廃棄物管理会社（Ｓ

ＫＢ）である。 

規制機関については、持続的開発省、原子力発電検査機関（ＳＫＩ）及び放射線

防護機関（ＳＳＩ）があり、政府は処分事業の許可発給、ＳＫＩは原子力安全、そして

ＳＳＩは放射線防護の観点から規制を行う。 

 

④ドイツ 

ドイツでは、ニーダーザクセン州政府から提案のあったゴアレーベンにおいて、連

邦政府はサイト特性調査の実施を決定し、1979年から1985年まで地表からのサイト

特性調査を実施している。また、当時の事業実施主体である連邦物理・技術研究

所（ＰＴＢ）は1983年の中間報告書の中で、ゴアレーベンは処分サイトとして適性が

あると評価している。1986年からは坑道掘削を含むサイト特性調査を開始している

が、1998年に成立した連立政権の原子力政策見直しに伴い、2000年10月からはゴ

アレーベンにおける新たな探査活動は凍結されている。高レベル放射性廃棄物の

処分場の設置は連邦政府の責任とされているため、連邦環境・自然保護・原子炉

安全省（ＢＭＵ）の連邦放射線防護庁（ＢｆＳ）が事業実施主体となっており、また処

分に係る具体的な作業等についてはＢｆＳとの契約に基づき、ドイツ廃棄物処分施

設建設・運転会社（ＤＢＥ社）が行うこととなっている。 

規制機関は、原子力安全・放射線防護などを担当するのはＢＭＵであるが、処分
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場の建設・操業の監督についてはＢｆＳが実施することとなっており、また処分場の

許認可についてはＢＭＵから州政府へ委任されている。 

 

⑤スイス 

スイスでは、1970年代後半から放射性廃棄物管理共同組合（ＮＡＧＲＡ）が地質

調査を中心とした処分の実現可能性実証調査を進めており、連邦評議会が2006年

頃にＮＡＧＲＡが2002年に提出した処分の実現可能性に対する見解と、今後の放

射性廃棄物管理の進め方を決定することとしている。ＮＡＧＲＡは1972年に設立さ

れ、原子力発電に関わる北東スイス発電会社、ゲスゲン・デニケン原子力発電会社、

ライプシュタット原子力発電会社、ＢＫＷ ＦＭＢエネルギー社及び西スイスエネルギ

ー社の５電力会社と連邦政府が組合員となっており、高レベル放射性廃棄物処分

に関しては研究開発の実施と処分候補地での地質調査を行うこととなっている。ま

た、高レベル放射性廃棄物を国内において処分するか、あるいは国際共同処分と

するかについて、連邦政府は2020年頃までに決定することとしており、国内処分を

選択した場合には2050年頃に処分場を操業する予定である。事業実施主体につ

いては、現時点では未定である。 

規制機関については、連邦評議会、環境・運輸・エネルギー・通信省（ＵＶＥＫ）、

ＵＶＥＫの所管するエネルギー庁（ＢＦＥ）及び原子力施設安全本部（ＨＳＫ）があり、

高レベル放射性廃棄物の処分場の概要承認の発給については連邦評議会、建

設・操業許可の発給についてはＵＶＥＫが行うこととなっている。 

なお、立地段階におけるボーリング調査などのＮＡＧＲＡの活動に対する規制・監

督については、ＵＶＥＫ、ＢＦＥ及びＨＳＫが行う。 

安全規制については、2005年に新しい原子力法及び原子力令が施行され、処

分場の立地、建設、操業、閉鎖等の許可手続きが整備された。 

 

⑥フランス 

フランスでは、使用済燃料の再処理に伴って発生する高レベル放射性廃棄物等

については、1991年の放射性廃棄物管理研究法に基づき、地層処分、長寿命放

射性核種の分離・変換、長期地上貯蔵の３つの研究を実施し、政府が2006年末ま

でに総括評価を行うこととなっている。このうち、地層処分研究の一環としては粘土

層と花崗岩の異なる２種類の地質での調査を地下研究所で実施することを決定し

ており、政府は1999年に一方の粘土層のビュール地下研究所を設置することを決

定し、現在建設が進められている。事業実施主体は、公的機関である放射性廃棄

物管理機関（ＡＮＤＲＡ）である。 

規制機関は、原子力安全当局（ＡＳＮ）の原子力安全・放射線防護総局（ＤＧＳＮ
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Ｒ）である。 

なお、政府は放射性廃棄物管理研究法に基づくこれまでの研究成果等を踏まえ、

2006年６月、放射性物質及び放射性廃棄物の管理計画に関する法律を制定した。

同法では、高レベル放射性廃棄物等は１００年を下回らない期間は回収可能性の

ある地層処分場に処分する方針が示されている。 

 

３．諸外国における許認可制度の現状と特徴 

６ヶ国の規制制度について、処分事業工程を立地段階、建設・操業段階、閉鎖段

階及び閉鎖以降の３つに大別し、その間に要する規制手続きについて比較した結果

は以下のとおりである。 

 

①立地段階について 

当該６ヶ国では、全ての国において立地段階から法令に基づいて規制機関が関

与している。 

ドイツ、スイス、フランスの場合は、事業実施主体が規制機関に対して立地場所

を選定するための調査計画に係る申請を行い、規制機関が許認可を与えるというよ

うな比較的強い関与（以下「強い関与」という。）を行う制度となっている。これに対し、

米国、フィンランド、スウェーデンの場合は、規制機関が事業実施主体の立地場所

を選定するための調査計画または報告についてレビューする等の比較的弱い関与

（以下「弱い関与」という。）を行う制度となっている。このように、これら６ヶ国の立地

段階における規制機関の関与については、強い関与と弱い関与とに大別される。 

 

②建設・操業段階について 

処分施設の建設に当たっては、当該６ヶ国全てにおいて、規制機関が許認可を

与えることとなっている。 

施設の操業（注：廃棄体の受入から処分場閉鎖前までの業務）に当たっても、当

該６ヶ国全てにおいて、事業実施主体が規制機関に対して許認可申請を行い、規

制機関が許認可を与えることとなっている。さらに、これらの申請内容に変更が生じ

る場合には、変更に係る許認可が必要となっている。 

 

③閉鎖段階及び閉鎖以降について 

事業実施主体が処分施設を閉鎖するに当たっては、当該６ヶ国全てにおいて規

制機関が許認可を与えることとなっている。 

事業を廃止する際の手続きについては、米国、フィンランド、スイスでは規定があ

るが、スウェーデン、ドイツ、フランスでは現時点では制度化されていない。米国で
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は、ＮＲＣに対して許可終了の修正許可申請が行われ、許可発給に伴いＮＲＣの関

与が終了する。フィンランドでは、ＳＴＵＫによる処分終了の確認を経た後、ＫＴＭが

廃棄物管理義務の消滅命令を行い、これにより事業実施主体の義務が終了する。

スイスでは、処分場の閉鎖後または連邦評議会の指示による追加的な監視期間の

終了後に、原子力法の対象ではないことを連邦評議会が確認することとしている。

このように、米国、フィンランド及びスイスでは、事業終了に係る手続きをもって安全

規制が終了するものと考えられる。 

 

Ⅳ．高レベル放射性廃棄物等の地層処分事業に関する安全規制制度のあり方 

 

１．安全規制制度の検討の進め方 

検討に当たっては、より適切かつ信頼性の高い制度とするため、特に、以下の点に

留意しつつ、検討を進めた。 

（１）原子力安全委員会により取りまとめられた各種報告書に示されている安全規制

に関する基本的な考え方を踏まえること 

原子力安全委員会の「第１次報告書」で指摘されている地層処分についての安

全確保のための原則、安全確保の考え方、安全規制のあり方等の基本的考え方を

踏まえるとともに、安全評価については、「共通的重要事項」を踏まえ検討を行っ

た。 

 

（２）合同条約及びＩＡＥＡ等による国際的な安全基準等との整合性を考慮すること 

合同条約及びIAEA等の国際機関等によって取りまとめられた安全基準等は、こ

れまでの各国の経験や最新の科学技術的知見を踏まえて策定されたものである。

安全規制は、国民の理解を得る上で、科学的かつ合理的なものであることはもとより、

国際的にも整合性が図られたものであることが望ましいと考えられる。 

このため、我が国の地層処分事業制度や他の原子力施設の安全規制を踏まえ、

また各国の地層処分に係る体制・制度に留意しつつ、国際的な安全基準等と極力

整合的な制度となるよう検討を行った。 

 

（３）事業の長期性、段階的実施等の地層処分事業の特徴を踏まえること 

地層処分は、その安全機能の一部を地層という不均質性を有する非人工物に依

存しているため、事業の進展に応じ段階的に収集される処分場性能に係る情報及

び最新の知見を踏まえつつ安全を確認することが重要である。また、立地から事業

の廃止までの長期間にわたる事業を地域社会の理解を得つつ進めることが重要で

ある。 
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一般に地層処分は、このような技術的・社会的理由から、処分施設の開発（立地、

設計、建設）、操業、閉鎖、廃止に係る意思決定は、段階的に進められることとなる。

我が国では、特廃法において、立地点選定に際して３段階の手続き、処分場閉鎖

時の国による確認、事業実施主体の解散といった事業工程上重要なプロセスにお

いて、国、事業実施主体が取るべき手続きを規定している。 

このため、規制制度の構築に当たっても、段階的な事業進展、技術的な特徴、

事業者の意思決定に係る社会的合意形成機会の確保等の観点を考慮して、事業

の開始から廃止までの段階的進展を念頭に、それぞれの段階において確保される

べき安全要件を踏まえた規制制度の法的枠組みを整備するとともに、現時点での

整備が必ずしも合理的でない部分については事業の進展に応じて適切な時期まで

に段階的に整備することが適当と考えられる。 

 

（４）原子炉等規制法による放射性廃棄物の廃棄の事業に係る安全規制との整合

性を図ること 

現行の原子炉等規制法では、廃棄の事業を行う者は、まず経済産業大臣の許

可を受けるとともに、埋設施設と管理施設の違いに応じて経済産業大臣の確認又

は認可を受けることが義務づけられている。また、廃棄物の管理を行う施設につい

ては、さらに経済産業大臣の使用前検査を受けることが義務づけられている。また、

いずれの場合も操業中に講ずべき保安上の措置を規定するとともに、事業の廃止

に際しては、廃止措置計画を定め、経済産業大臣の認可を受け、廃止措置が終了

した際に経済産業大臣の確認を受けることが義務づけられている。 

地層処分事業においても、その安全確保の一義的責任は事業実施主体にあり、

国は事業実施主体の安全確保対策等が適切に行われるよう安全規制を行うこと、

また、事業実施期間中に事業実施主体が遵守すべき事項については、これら現行

の「廃棄の事業」の規制との共通点が多い。このため、上記（３）で述べた地層処分

固有の考慮すべき事項を踏まえつつも、国による安全確認の手続き、事業期間中

の事業実施主体の義務等の多くの部分は、現行の原子炉等規制法の関連規定を

参考にすることが適当と考えられる。 

 

２．地層処分が想定される長半減期低発熱放射性廃棄物の安全規制 

地層処分が想定されるＴＲＵ廃棄物の処分については、原子力委員会の「超ウラ

ン核種を含む放射性廃棄物の地層処分の基本的考え方について」及び「長半減

期低発熱放射性廃棄物処分の基本的考え方」において、地層処分を安全に実施

する技術的見通しが得られており、また、制度的には、現行の特廃法と同様の立地

点選定の手続き、国の関与等の下で処分事業が行われることが検討されている。こ
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れらを踏まえれば、対象廃棄物が高レベル放射性廃棄物であるかＴＲＵ廃棄物で

あるかの別によらず、基本的に同一の規制の法的枠組みを適用することが可能で

あると考えられる。 

ただし、この場合にあっても、廃棄体の性状、物理的化学的特性の差異を踏まえ

た閉鎖後の安全評価を適切に実施することや、廃棄体及び処分形態の特徴に応

じて必要な基準等を整備することが必要である。また、高レベル放射性廃棄物との

併置処分の場合、熱、有機物、硝酸塩、セメント成分等に起因する相互影響及び

その対策等について、安全評価の際に適切に考慮・評価することが必要である。 

 

３．地層処分の安全確保と安全評価 

（１）安全確保の基本的考え方 

地層処分の安全確保については、原子力安全委員会の「第１次報告書」、国際

安全基準等に示された以下の考え方に沿って措置されることが重要である。 

①長期的な観点から安全性に影響が及ぶおそれのある因子に配慮しつつ、安

全確保のための対策（立地点選定、工学的対策）を講じる。 

②地層処分に対する安全確保を図るため、処分事業の各段階でそれぞれの安

全確保対策の妥当性について安全評価等による安全確認を実施する。安全

評価においては、適切なシナリオを仮定し、一般公衆が放射性物質から受け

ると想定される線量を評価し、定められた放射線防護レベルを超えることがな

いことを確認する。 

③地層処分は、その安全性を考慮すべき期間が長期にわたるため、上記①、②

を基本とする安全確保方策は、制度的管理等の社会的な対応にかかわらず、

長期的にはそれらに依存しなくても安全が確保されるよう措置しておくことが重

要である。 

 

（２）安全評価の基本的考え方 

処分場閉鎖後の長期にわたる地層処分の安全性については、地層という非人工

物にその安全機能の一部を期待すること、きわめて長期の期間を対象とすることか

ら、他の原子力施設において用いられているようにあらかじめ、実証試験を行って、

この結果に基づいて安全性を評価する手法を適用することは適切ではない場合が

多い。このような点を踏まえれば、地層処分に係る安全評価では、立地点固有の地

層の地質、水理、安定性等の条件や安全を確保するために施される工学的対策を

踏まえ、人の健康影響を及ぼす可能性のある種々の現象を考慮した適切なシナリ

オ、評価モデル及びパラメータを用いて評価を行い、その評価結果が、あらかじめ

定められた放射線防護上の要件を満足していることを確認することとなる。 
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我が国では、低レベル放射性廃棄物の浅地中処分以外の放射性廃棄物に適用

される安全評価の考え方については、「共通的重要事項」において、防護基準とし

て０．３ｍSv／年の線量拘束値又はリスク拘束値１０-5／年オーダーを参考としたリ

スク論的考え方の導入、処分システムの特性に応じた評価期間、介入レベルを考

慮した人為過程に対する扱いについて今後の検討の方向性が示され、引き続き、

原子力安全委員会で検討が進められている。この方向性は、概ね国際機関や諸外

国の安全評価基準と整合するものであり、今後、地層処分のみならず、余裕深度処

分、浅地中処分全ての放射性廃棄物処分に共通するものとして、早期にその考え

が取りまとめられることが重要である。 

 

（３）地層処分における安全評価等の課題と対応 

地層処分の安全評価では、地下深部の環境についての知見の不足や地層の不

均質性に起因する不確実性は内在する。また、安全評価で必要とされる処分場周

辺の自然状況や社会環境等のきわめて長期間の予測を基にすることに伴う不確実

性が内在する。 

このような不確実性を明確化し、あるいはその大きさを低減させることによって安

全評価の信頼性を高める必要があることから、関係研究機関による地下深部の知

見の集積を図るための基礎的研究や安全評価手法の高度化のための研究等を引

き続き着実に推進することが重要である。 

また、地層処分事業では、広く関係者の処分事業の安全に関する理解を深め、

関係者との信頼醸成を図る観点から、その基礎となる安全について様々な論拠等

を収集した総合的安全説明書を事業者が事業に係る意思決定の各段階で作成、

改訂及び精緻化することは、重要かつ有益であると考えられる。特に、事業許可申

請前の立地点選定の段階で、事業者が単に特廃法の要件への適合性の説明のみ

ならず、次段階以降に事業者が行う調査や、取り組むべき研究開発課題について

も総合的に分析・提示することは、事業者が規制機関、地域社会等広く関係者との

間でコミュニケーションを行う上で有益と考えられる。 

したがって、まずは事業実施主体において、今後、上述の観点を踏まえ、概要調

査結果、精密調査の取りまとめに当たり、このような総合的安全説明書を策定する

こと等について検討がなされることを期待する。 

なお、我が国では総合的安全説明書の具体的内容や安全規制上の位置付けに

ついて十分な議論は進んでいないことから、現時点では安全規制の法令で位置付

けることは適切ではないと考えられる。 
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４．事業の各段階に応じた安全規制のあり方 

以下に、Ⅳ．１．で述べた留意点、基本的考え方に基づき、立地段階から廃止まで

の各段階における安全規制のあり方を述べる。 

 

（１）立地段階 

立地点の選定は、現行の特廃法に基づき、調査の各段階で得られた情報を基

に候補地点のサイト特性を評価し、また特廃法の要件以外にも地域との関係、サイ

トアクセス性、コスト等の観点も加味して、段階的に進められることとなる。 

特廃法の手続きを経ることで、処分場として不適切なサイト特性を有する地点が

除かれ、最終処分施設建設地が選定されることとなる。 

安全確保上サイト特性は最も重要であるが、サイト特性に関する情報は各段階に

おいて順次確度と精度が向上し、また全体的な安全の確保は人工バリアと天然バリ

アとの組合せにおいて確保されるため、立地段階において個々の地点について処

分が安全に実施できるとの判断を行うことは困難である。 

したがって、立地段階を安全規制の法令に基づく直接的な許認可の対象とする

ことはなじまないと考えられる。 

一方、規制機関としては、立地段階においてもその役割を適切に果たしていくこ

とが期待されているため、特廃法の立地点の選定に係る手続きの中で、ＮＵＭＯの

最終処分の実施計画、調査地区選定に係る報告書等に関し、特廃法の要件への

適合性等の調査結果の妥当性についてレビューを行うとともに、将来の安全規制を

見通して、立地段階においても将来の安全評価に必要な調査のあり方や調査活動

に係る品質保証を含むガイドラインを提示すること等の関与をしていくことが重要で

ある。 

 

（２）許可申請から事業廃止前まで 

立地段階後の段階における安全規制については、できるだけ早い段階から広く

国民及び関係者に提示されることが期待されている。 

許可申請から事業廃止前までの安全規制については、①以下に示したとおりで

ある。その際、地層処分事業の特徴を踏まえ、次の点を考慮することが重要であ

る。 

地層処分は長期にわたる事業であるため、その安全規制の枠組みについても、

将来、必要があれば柔軟に制度の見直しを行うという考え方が重要である。また、ま

ず事業の段階的進展を念頭に安全規制制度の枠組みを整備し、将来の手続き、

基準類で、現時点で整備することが必ずしも合理的でない部分については、事業

の進展に応じて適切な時期に整備することが適当と考えられる。 
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また、長期の事業期間中には様々な技術進歩も見込まれることから、現行の原

子力施設の安全規制と同様に各時点での最善かつ最新の技術を採用することによ

り合理的かつ安全な処分を行いうるよう、地層処分の安全規制としてもそのような状

況に柔軟に対応することが必要である。 

さらには、操業中に得られた地質等のデータ、最新の科学技術的知見を基に定

期的又は適切な事業の進展毎に安全評価を行うことにより、安全評価の信頼度を

より高めることが重要である。 

 

①許可及び後続規制のあり方 

地層処分の実施に係る許可では、最終的な廃棄物処分量全体を見通した上

で、処分場閉鎖後の長期的な安全確保を含め処分を安全に行うことが技術的に

成立しうることと、そのための処分場の設計、建設、操業、閉鎖、廃止までの間の

安全確保の基本的考え方の妥当性を確認することが重要である。とりわけ、許可

においては閉鎖後についての安全評価を踏まえて審査を行うことが重要である。

また、許可がカバーする期間としては設計から事業の廃止までの期間を対象とす

ることが適当と考えられる。 

また、具体的な安全確保のための措置の実施状況の確認については、後続

の規制においてこれを実施していくことが適当と考えられる。その場合、廃棄物の

受入れ、一時貯蔵等を行う地上施設については、原子炉等規制法の廃棄物管

理事業に係る規制を参考に、また、地下施設については、廃棄物埋設事業に係

る規制を参考にしつつ、地層処分事業の進め方等を考慮して適切な単位（例え

ば処分場の区域（パネル）単位又は作業段階毎に設定）毎に安全確認を実施す

ることが適当である。 

その際、地層処分では事業期間が長いことから、その間に蓄積されるサイト情

報や新知見・新技術が事業の各段階において適切に反映され、処分の安全確

保と合理的実施に支障が生じることのないよう、安全確認の実施においてはこれ

らの点について十分考慮することが重要である。また、地質の不均質性等に起因

して、事業の進展に応じて施設のレイアウトの変更や技術の進展に応じて採用す

る工法等の変更も想定されるが、これらについては許可や後続規制に係る確認

等の範囲内であることが確認できれば柔軟かつ適切に対応していくことが重要で

ある。そのような変更等が当該範囲を超える場合には、許認可の変更等適切な

手続きを取ることが必要である。 

 

②許可の要件 

原子炉等規制法の廃棄の事業に係る許可要件は、「原子力の開発及び利用

17 



 

の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと」（計画的遂行）、「技術的能

力及び経理的基礎があること」、「災害の防止上支障のないこと」が規定されてい

る。地層処分の場合にも、これら要件は妥当と考えられ、これに準じて定める必

要がある。 

一方、特廃法では、最終処分に関する資金確保のための方策が規定されて

おり、また事業実施主体の設立認可要件では、経理的基礎も規定されている。さ

らに同法では、最終処分の基本方針及び最終処分計画が閣議決定され、事業

実施主体は当該基本方針及び最終処分計画に適合した事業計画（計画的遂

行に合致。）を策定することが規定されている。 

このため、ＮＵＭＯが許可の申請を行う場合には、その「計画的遂行」及び「経

理的基礎」については実質的に担保されているので、「技術的能力」及び「災害

の防止」の観点を中心に審査することが適当である。 

 

③設計・建設段階（地上施設及び地下施設等の安全確認） 

高レベル放射性廃棄物等の処分施設の詳細は事業実施主体の今後の検討

によるが、これまでのＮＵＭＯ及び諸外国の検討状況を踏まえれば、施設は地上

エリアと地下エリアとに大別され、地下エリアでは、長期間にわたって、処分坑道

の建設と埋設が同時に進行するものと考えられる。 

このうち、地上エリアについては、廃棄体の受入施設、検査施設、オーバーパ

ックに封入するための施設、搬送用の設備等から構成され、ＴＲＵ廃棄物にあっ

てはこのほかに前処理や固化といった処理作業施設もありうるが、これらは原子

炉等規制法で規制される廃棄物管理事業の施設と類似している。このため、地

上エリアの諸施設は、原子炉等規制法において当該事業に対し適用される「設

計及び工事の方法の認可」及び「使用前検査」による規制と同等の規制を行うこ

とが適当と考えられる。 

また、地下エリアについては、立坑、斜坑、処分坑道等から構成される。地下

エリアの諸施設については、施設の特性を踏まえた安全確認が必要であり、搬

送用の設備、換気設備、排水処理施設設備等その重要度に応じ原子炉等規制

法で規制される地上施設と同様な「設計及び工事方法の認可」及び「使用前検

査」の組み合わせ、埋設用坑道、岩盤、緩衝材の加工状況、廃棄体の定置・埋

め戻し状況は原子炉等規制法で規制される埋設による最終的な処分施設と同

様に「施設確認」による安全確認が適当と考えられる。 

なお、処分坑道については、最終的に処分する廃棄体の全量に対応した処

分坑道を一度に建設するのではなく、廃棄体の受入に対応した処分坑道を順次

建設していくことが計画されているので、地下エリアでは、処分坑道の建設、廃棄
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体の定置、処分坑道の埋め戻し等が、異なる区画で同時並行的に進められるこ

とが予想されるため、適切な単位（例えば処分場の区域（パネル）単位又は作業

段階毎に設定）毎に安全確認を実施することが適当と考えられる。 

 

④操業段階 

操業段階とは、埋設坑道の一部完成後、廃棄体を処分場に受け入れる段階

から、処分場の閉鎖に至るまでの間の事業が該当する。 

操業段階における処分場の地上エリア等の諸施設のうち重要な施設について

は、施設定期検査に準じ、その性能の維持に関する定期的な安全確認を行うこ

とが適当である。また、廃棄体についても受入、保管、定置、埋め戻しの工程が

生じるが、これについても廃棄物埋設事業における廃棄体確認に準じた安全確

認をすることが適当である。 

また、操業が長期にわたるため地下エリアの開発に伴って地質等のデータが

得られ、さらに最新の科学技術的知見が蓄積されることから、それらデータ等を

踏まえて、適切な時期又は適切な事業の進展毎に事業実施主体が定期的に安

全に関して調査（定期安全レビュー）を行い、規制機関がその安全性を確認する

ことによって、安全確保の信頼度を高めるとともに、必要に応じて適切な措置を

講ずることが重要である。 

さらに、建設・操業段階を通じて行われる各種のモニタリング（処分場の地下

環境に関するモニタリング、放射性物質の漏洩検知のための放射能モニタリング

等）は、操業中の安全を確認するのみならず、閉鎖時の最終的な安全評価を行

う上で必要なデータを提供するものでもあり、安全上その適切な実施を求めてい

くことが必要である。なお、高レベル放射性廃棄物等の輸送については既に海

外からのガラス固化体の海上及び陸上の輸送について十分な実績があり、基本

的に現行の法令下で対応が可能と考えられるが、立地点の状況等に応じて、具

体的計画が明らかになった時点で必要に応じ検討していくことが適当である。 

 

⑤事業実施主体の保安体制 

放射性廃棄物の廃棄事業では、原子炉等規制法により、事業者は事業開始

前までに保安のための職務及び組織、品質保証、保安教育、保安のために講ず

べき措置等を規定した保安規定を定め、経済産業大臣の認可を受けなければな

らない。また、事業者及びその従業員には保安規定遵守が義務づけられている。

さらに、保安規定の遵守状況について、事業者は経済産業大臣の行う定期の検

査を受けなければならないことが規定されている。 

地層処分事業についても、現行原子炉等規制法と同様に、事業実施主体に
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おける自主的な保安体制の構築が不可欠であり、このため、保安のための責任

者、品質保証、保安教育等の実施について保安規定を定め、また、これに対し

保安規定の遵守状況について定期的に確認することが適当と考えられる。 

 

⑥処分場閉鎖に際しての安全確認 

処分場を閉鎖することは、処分場としての完成、処分事業の実質的な終了と

いう重要な側面を有し、また閉鎖以降は物理的に廃棄体の回収も困難となる。こ

のため、閉鎖要件を明確化し、閉鎖に当たっては、閉鎖後の処分場の安全性の

見通しについて、最新の知見及び建設・操業を通じて得られたデータ等を基に

事業実施主体における安全評価を求めることが必要である。また、この安全評価

について、閉鎖後の長期の安全が確保されていることを国が改めて確認すること

も必要である。このための手続きとして、例えば、閉鎖措置計画の認可を設けるこ

とが適当と考えられる。 

閉鎖措置計画においては、安全評価以外に、地下施設の閉鎖及び地上施設

の解体・撤去を安全に行うための計画を定めることが必要である。このほか、閉鎖

後においては、事業実施主体が行う処分場跡地の管理及び必要に応じて地下

水流動等のモニタリングが一定期間実施されることとなる。 

 

⑦処分場閉鎖までの回収可能性 2  の維持 

地層処分の目的は、放射性廃棄物を長期にわたって生活環境から隔離し、人

間とその生活環境に悪影響を及ぼさないようにすることであり、この目的を達成す

るために、事業実施主体は様々な安全確保のための対策（適切な立地点の選定、

工学的対策等）を講じ、規制当局は、当該対策が適切に実施されていることを確

認する。したがって、安全確保のための対策が適切に講じられた地層処分にお

いては、基本的に廃棄体を回収するような事態が生ずることはないと考えられる。 

一方、処分場閉鎖までの間は、不測の事態への適切な対応、定期安全レビュ

ー結果を踏まえた対応手段の確保等のために、廃棄体の回収可能性を維持す

ることが必要と考えられ、事業実施主体の計画においてもこの点を考慮する必要

                                      
2 廃棄体の回収可能性とは、「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」（EU/EC、2000年）によれば、処分場システムが具備する能力であり、何らかの理由

によって回収が望まれた場合に廃棄物パッケージを回収することであり、その意義は将来の世代

にその世代の決定を行うオプションを残すことであるとされている。 

また、IAEA安全基準文書「放射性廃棄物の地層処分」（WS-R-4）では、いかなる安全基準又

は要件も、廃棄物の回収が可能になる、又は容易になるという理由により、緩和されることがあって

はならず、可逆性を可能とする対策は、安全性又は性能に許容できない悪影響を及ぼすことがな

いことを確保する必要があるとされている。 
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がある。 

なお、原子力安全委員会の「第１次報告書」では閉鎖の妥当性を確認するま

での期間は、回収の可能性を維持することが重要であるとされている。 

ただし、閉鎖措置計画の認可において、閉鎖後の長期の安全性が確保される

ことを確認した後においても、なお回収可能性を維持することは、処分概念とは

相容れないこと、また回収方法の構築、長期間の維持等に関してはコスト的・技

術的な問題があり、安全規制においてこれを求める合理的理由はないと考えら

れる。 

したがって、安全確保上の要求としては、処分場の閉鎖について最終的に判

断するまでは回収可能性が維持されるよう、開発段階において回収可能性に配

慮した設計の採用や、具体的な回収手段を検討・確保しておくことが重要である。

特に、国は事業実施主体の回収可能性に係る対応方針等の妥当性について、

許可において評価するとともに、事業の各段階において、最新の知見に基づき、

回収可能性の維持の意義や方策等の妥当性について確認等を行うことが重要

である。 

さらに、閉鎖まで回収可能性を維持することは、処分に係る将来世代の意思

決定の選択肢を残すことでもあり、処分事業に対する社会的信頼を高める上でも

有益と考えられる。 

いずれにせよ、ＩＡＥＡの安全基準文書で指摘されているように、回収可能性の

維持について、安全性または性能に許容できない影響を及ぼすことがないことを

確保することが重要である。 

 

⑧処分場閉鎖後の制度的管理 3  等と安全規制 

IAEAの安全基準文書においては、最終処分施設は、閉鎖後の制度的管理に

よらず安全性が確保されるように、設計、建設、閉鎖されるべきであるとされてい

る。ただし同時に、制度的管理は、閉鎖後施設の受動的安全設計を妨げる非意

図的な人的活動の可能性を低減させる効果を持つことから、処分システムの社

会的受容性を高め、安全に寄与するともされている。 

この観点から、閉鎖後も一定期間事業実施主体が存続し、その間は、処分場

への外部からのアクセスに対する管理を行うことが想定されるが、処分場閉鎖後

の一般的な制度的管理として国が実施すべきものは、処分場跡地への非意図

                                      
3 IAEAの安全基準文書「放射性廃棄物の地層処分」（WS-R-4）においては、「制度的管理及び

処分施設に関する情報を維持するための措置の例」としては、土地利用管理、サイト制限、監視、

モニタリング、地元、国及び国際的な記録、永続性のある地表面／地表下のマーカーの利用が

示されている。 
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的な第三者のアクセスの可能性をより低減し、また将来世代の周辺地域の利用

に関する意思決定に役立てるための国による処分記録の保管、公示及びより直

接的な措置としての保護区域の設定が考えられる。 

なお、現行特廃法では、安全規制とは別の観点から、経済産業大臣が最終処

分施設に関する記録を永久保存すること、さらに事業実施主体の申請により保

護区域として指定することが既に規定されている。 

また、事業実施主体の解散後の保護区域指定の継続の要否・期間について

は、特廃法において事業実施主体の解散については別途法律で定めるところと

されていることから、その際に改めて検討することが合理的と考えられる。 

処分場閉鎖後のモニタリングについては、事業実施主体が、地上環境モニタリ

ング（周辺環境の大気質、水質、空間の放射線等）やボーリング孔を利用しての

地下環境モニタリング（地下水の水位、水質等）を処分場の操業に継続して実施

することが必要に応じて求められる。ただし、無期限のモニタリングに依存すること

なく、安全が確保されるよう施設の設計等がなされることが必要であり、どのような

観点からどのようなモニタリングをどの程度の期間行うかについては、今後、整備

されるモニタリング技術も踏まえ、将来閉鎖の時点で、地質環境、社会的要請等

を考慮して、改めて判断することが合理的と考えられる。 

 

（３）事業廃止及びその後 

事業の廃止に際しては、閉鎖措置計画に基づき行われた閉鎖後の措置が適切

に終了し、廃止後の安全が確保されていることを国が厳格に確認し、この確認をも

って許可が失効し安全規制は終了することとなる。また、特廃法では、事業実施主

体の解散については、別に法律で定めることとされているが、最終的に事業実施主

体が解散し、存在しない場合において不測の事態が発生した場合については、一

般的な災害対応に準じ、国が対応することとなる。 

なお、処分場を複数有する場合、一つの処分場の安全規制が終了（許可が失

効）したとしても、事業実施主体自体が解散することにはならない。この場合、事業

実施主体が存在する間は、社会的責務を果たすことが求められることとなると考えら

れる。 

 

５．その他 

（１）原子力損害賠償 

原子力事業においては、万一の災害発生の場合に備え、原子力損害の賠償に

関する法律（以下「原子力損害賠償法」という。）に基づき原子力損害賠償制度が

構築されている。現行の原子力損害賠償法において、廃棄事業に関しては、低レ
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ベル放射性廃棄物の廃棄物埋設事業並びに高レベル放射性廃棄物及び低レベ

ル廃棄物の管理事業が対象となっている。 

高レベル放射性廃棄物及び地層処分が想定されるＴＲＵ廃棄物の処分事業に

ついても、万一の原子力損害に備え、他の原子力事業に準じ、原子力損害賠償法

の対象とすることが適当と考えられる。 

 

（２）環境影響評価 

高レベル放射性廃棄物及び地層処分が想定されるＴＲＵ廃棄物の処分事業の

ための処分開発行為においては、環境保全に係る適切な措置が取られることが重

要である。 

なお、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業につい

ては、環境影響評価を行うことが適当と考えられる。 

 

Ⅴ．今後の進め方 

 

１．安全規制の法的枠組みの整備 

今後、国においては、本小委員会の検討結果を踏まえ、地層処分以外の放射性

廃棄物の処分に係る原子炉等規制法の規定との整合性にも配慮しつつ、合理的な

高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る安全規制の法的枠組みを整備すること

が必要である。 

また、引き続き原子力安全委員会における安全審査基本指針の検討の進展を期

待するとともに、原子力安全・保安院においては、処分事業の進展に応じ、立地段階

における各種ガイドラインの策定を進めるとともに、事業許可申請時点までには施設

の設計及び工事方法の認可、施設確認、廃棄体の確認等の技術基準、処分場閉鎖

の技術基準等を段階的にかつ計画的に整備することが重要である。 

高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る規制制度の検討、整備に際しては、

社会的な安心と信頼を得る上からも適切な情報公開や意見交換等を通じて国民の十

分な理解形成に努めることに留意すべきである。 

 なお、その性状や放射性物質の濃度の幅が広く、処分方式が一意には定まらない

ウラン廃棄物等については、その一部は地層処分対象とすることも考えられ、その安

全規制については、今回の検討結果も参考として検討することが重要である。 

 

２．関係機関における検討 

現在、原子力安全委員会では、特定放射性廃棄物処分安全調査会において、行

政庁での地層処分に係る検討状況も踏まえ、地層処分の安全規制に係る制度的検
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討を進めることとしている。また、本小委員会と併行して放射性廃棄物小委員会にお

いては地層処分が想定されるＴＲＵ廃棄物処分の制度化について審議が進められて

いる。 

このため、これらの検討状況等を踏まえ、必要があれば本小委員会において追加

の検討を行うこととする。 

なお、原子力安全委員会では、平成１７年９月から放射性廃棄物・廃止措置専門

部会低レベル放射性廃棄物埋設分科会において、余裕深度処分が想定されるＴＲＵ

廃棄物を含む低レベル放射性廃棄物処分の安全規制の基本的考え方、濃度上限値

等について検討が進められている。地層処分が想定されるTRU廃棄物処分の制度化

及び安全規制の実施に当たっては、廃棄物を地層処分とするか余裕深度処分とする

かの区分をする必要があるため、原子力安全委員会においては、特に余裕深度処分

が想定されるＴＲＵ廃棄物の濃度上限値等についての考え方について速やかな検討

がなされることを期待する。 

 

３．研究開発の推進 

国及び研究開発機関等においては、それぞれの役割分担を踏まえつつ、高レベル

放射性廃棄物及び地層処分が想定されるＴＲＵ廃棄物のより合理的な処分の実施及

び規制制度の整備のため、所要の調査研究等が引き続き着実に実施されることが重

要である。 

特に、ＴＲＵ廃棄物については、「長半減期低発熱放射性廃棄物処分の基本的考

え方」において具体的な処分実施に向けた技術的基盤整備の観点から指摘されたよ

うに、処分の安全性及び信頼性の一層の向上のため、一部の核種の廃棄体からの放

出抑制等についてさらなる技術開発に着実に取り組むことが重要である。 

 

 

おわりに 

 

本小委員会においては、今後、原子力安全委員会における余裕深度処分を含む

低レベル放射性廃棄物処分の安全規制の基本的考え方等の検討結果を踏まえ、現

在、濃度上限値等が一部未整備の余裕深度処分に関する制度的検討等、放射性廃

棄物処分の安全規制制度に係る検討課題について引き続き審議を進めることとす

る。 
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（付録１） 

用 語 解 説 

 

 

あ 

 

○ オーバーパック 

高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）を封入する容器。所定の期間（例えば、ガ

ラス固化体の放射性物質量や発熱量がある程度減少するまでの期間）、ガラス固化

体に地下水が接触することを防止し、地圧などの外力からガラス固化体を保護する。

処分施設の人工バリアの構成要素の一つで、候補材料は炭素鋼などの金属。 

 

 

か 

 

○ 回収可能性 

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

（EU/EC、2000年）では「処分場システムが具備する能力であり、何らかの理由によっ

て回収が望まれた場合に廃棄体パッケージを回収すること。」とされており、その意義

として、将来の世代にその世代の決定を行うオプションを残すことが挙げられている。 

 

○ 介入 

「放射線被ばくを低減させる人間活動」と定義され、特にすでに存在している放射

線源からの被ばくを低減するために実施される活動をいう。被ばくは、放射線源が環

境に存在し、そこへ人が立入る一連の過程で生ずるが、介入はこの線源から被ばくへ

と至る過程がすでに存在している場合（すなわち、事象が発生した後）に講じられる低

減措置である。介入が適用される事象として、自然放射線源である高濃度の屋内ラド

ンや過去の活動に起因する残留放射能などで公衆が被ばくする状況、屋内退避・避

難などの対策がとられる事故・緊急事態発生時等がある。 

 

○ ガラス固化体（高レベル放射性廃棄物） 

再処理工程において使用済燃料から分離される高レベル放射性廃液を、ガラスを

形成する成分と一緒に加熱することにより水分を蒸発させて非結晶に固結（ガラス化）

させ、物理的・化学的に安定な形態にするプロセスをガラス固化という。ガラス固化体

は、廃液をステンレス鋼製の堅牢な容器（キャニスター）にガラス固化したものであり、
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放射性物質が安定な形態に保持され、地下水に対する耐侵出性に優れていることか

ら、人工バリアの構成要素の一つとなる。 

 

○ 緩衝材 

オーバーパック、廃棄体周辺に構築されるベントナイト系材料を高密度に充填、圧

縮した人工バリア。廃棄体の長期に亘る安定保持を確保し、高い止水性と膨潤による

自己シール性、高い放射性核種収着性、コロイドろ過性等により、長期に亘る放射性

核種移行遅延機能を発揮する。 

 

○ 原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ） 

高レベル放射性廃棄物の最終処分事業の実施主体。2000年6月に「特定放射性

廃棄物の最終処分に関する法律」が公布され、高レベル放射性廃棄物の最終処分

に向けた枠組みが整備された。同法に基づき、同年10月、国の認可を得て「原子力

発電環境整備機構」は設立された。 

 

○ 高レベル放射性廃棄物 

再処理の過程において使用済燃料から分離されるストロンチウム－90、セシウム－

137に代表される核分裂生成物と、アメリシウム－241、ネプツニウム－237に代表され

るアクチニド（原子番号89番以上の放射性元素）を含む高レベル放射性廃液、または

それをガラス固化したもの。発熱量と放射能は時間とともに減衰する。 

 

 

さ 

 

○ 再処理施設 

使用済燃料を、再び燃料として使用できるウラン、プルトニウムと、不要物として高レ

ベル放射性廃棄物に分離し、ウラン又はウラン－プルトニウム混合物を回収する施設。

施設の運転・解体に伴い、様々な性状かつ含まれる放射性核種の種類及び濃度も幅

広い放射性廃棄物が発生する。 

 

○ 人工バリア 

埋設された放射性廃棄物から、放射性物質が生活環境へ移行することを抑制する

ために人工的に設けられる障壁をいい、ガラス固化体、オーバーパック、緩衝材、コン

クリートなどの処分施設における人工構築物（廃棄物の固型化材料及び処分容器も

含む。）の総称。 
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○ 制度的管理 

国際原子力機関（IAEA）では、「ある国の法律に基づいて指定された当局あるいは

公的機関による放射性廃棄物サイトの管理。この管理は能動的なもの（モニタリング、

監視、救済作業）である場合も受動的なもの（土地利用の管理）である場合もあり、原

子力施設（たとえば浅地中処分場）の設計において考慮される要因となる場合もあ

る。」と定義している。また、IAEAの安全基準文書「放射性廃棄物の地層処分」

（WS-R-4）においては、「制度的管理及び処分施設に関する情報を維持するための

措置の例」としては、土地利用管理、サイト制限、監視、モニタリング、地元、国及び国

際的な記録、永続性のある地表面／地表下のマーカーの利用が示されている。 

 

○ セーフティケース（総合的安全説明書） 

国際原子力機関（IAEA）及び経済協力開発機構原子力機関（OECD/NEA）では、

それぞれ「ある施設又は活動の安全を裏付ける論拠及び証拠を収集したもの」、「ある

特定の（放射性廃棄物）処分場の開発段階において、処分場の長期の安全を裏付け

る論拠を収集したもの」としている。 

 

○ 浅地中のコンクリートピットへの処分 

コンクリートピットを設けた浅地中（地下数メートル）へ埋設処分する方法。対象廃棄

物としては、原子炉施設の廃液固化体、充填固化体等。原子力発電所から発生する

低レベル放射性廃棄物は、1992年より、青森県六ヶ所村にある日本原燃（株）六ヶ所

低レベル放射性廃棄物埋設センターで埋設処分されている。 

 

○ 線量拘束値（リスク拘束値） 

国際放射線防護委員会（ICRP）1990年勧告で導入した概念で、ある線源に対する

放射線防護方策を検討する場合に、その線源からの被ばく線量をできる限り低く（最

適化）するための目標となる制限値。線量限度は、規制の対象となる関連するすべて

の行為による個人の被ばく線量の合計についての限度であるのに対し、線量拘束値

は、ある一つの行為に関係する特定の線源により与えられる線量の制限に用いられる

ものである。例えば、ある公衆に対して、複数の事業所の活動が被ばくを与える場合

に、その公衆の線量限度である1mSv／年をある割合でそれぞれの事業所で割り振り

して制限を行うが、その割り振り値が線量拘束値である。 
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た 

 

○ 地層処分 

人間の生活環境から十分離れた安定な地層中に、適切な人工バリアを構築するこ

とにより処分の長期的な安全性を確保する処分方法。「地層処分」という用語の「地

層」には、地質学上の堆積岩を指す「地層」と、地質学上は「地層」とみなされない「岩

体」が含まれている。 

 

（地層処分事業の流れ） 

特廃法によれば、我が国における最終処分施設建設地の選定は、事業実施者

により３段階の調査（文献調査、概要調査、精密調査）を踏まえて進められることと

なっており、また、これらの調査には２０年程度が見込まれている。処分場は地上エ

リアと地下エリアで構成される。地上エリアについては、廃棄体の受入施設、検査施

設、容器（オーバーパック）に封入するための施設、輸送用の設備等から構成され、

１０年程度で地上施設が建設される。地下エリアについては、立坑、斜坑、処分坑

道等から構成される。地下施設は、区分けされた複数の区画から成り、一区画毎に

坑道を設けて廃棄体が埋設され、各区画において埋設が終了すると、坑道の埋め

戻しが行われる。処分坑道の建設とガラス固化体の埋設、処分坑道の埋め戻しは

並行して行われ、埋設作業は５０年程度が見込まれている。全区画及び坑道の埋

め戻しが終了した後、１０年程度で地下施設の閉鎖と地上施設の解体撤去が行わ

れる。調査から地上施設撤去までは約１００年が見込まれている。更に、閉鎖後は、

環境モニタリングの実施及び保安施設等が残されることが検討されている。 

 

○ 長半減期低発熱放射性廃棄物（ＴＲＵ廃棄物） 

再処理施設やウラン－プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ）燃料加工施設の操業・解

体に伴って発生する低レベル放射性廃棄物。ＴＲＵ廃棄物のうち、ハル・エンドピース

の圧縮体は発熱量が比較的大きく、発生時点で約60Ｗ／本（25年後で約4.5Ｗ／本）

程度。一方、高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）の発熱量は固化直後で約2,300

Ｗ／本（50年後で約350Ｗ／本）程度である。また、ＴＲＵ廃棄物にはハル・エンドピー 

ス以外に、ベータ線核種であるI-129の濃度が比較的高い廃銀吸着材、硝酸塩を含

む濃縮廃液等を固化したもの、不燃性廃棄物等がある。ＴＲＵとは、Trans-uranic（超

ウラン元素）の略称である。 

 

○ 天然バリア 

処分施設の周囲に存在し、埋設された放射性廃棄物から漏出してきた放射性物質
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の生活環境への移行抑制が期待できる岩体や土壌など。 

 

○ 特定放射性廃棄物 

使用済燃料を再処理した後に発生する高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）を

指す。「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」第二条で、「使用済燃料の再

処理後に残存する物を固型化したものをいう」と定義されている。 

 

○ 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（特廃法） 

発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って

生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ

確実に実施させるために必要な措置等を講ずることにより、発電に関する原子力に係

る環境の整備を図ることを目的とした法律。2000年6月公布。 

 

 

な 

 

○ 濃度上限値 

原子炉等規制法施行令では、処分の方式や廃棄体の種類に応じて、放射性廃棄

物の埋設処分を行う際の放射能濃度の上限を数種類の核種について規定しており、

この値を濃度上限値と称している。 

 

 

は 

 

○ 廃棄体 

放射性廃棄物を、ドラム缶にセメント固化するなど、十分安定化処理するか又は容

器に封入し、最終的に埋設可能な形態にしたもの。 

 

○ 廃銀吸着材 

使用済の銀吸着材。銀吸着材は銀の化学吸着性を利用したフィルターで、再処理

工程において使用済燃料のせん断、溶解に伴いガスとして発生するよう素を吸着除

去するために使用される。そのため、半減期の長い放射性核種であるI-129（半減期：

約1,600万年）が多く含まれる。 
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○ ハル・エンドピース 

使用済燃料集合体をせん断するときに取り除かれる燃料集合体の末端部をエンド

ピース、使用済燃料を切断して硝酸に溶解した後に溶け残った被覆管の断片をハル

という。ＴＲＵ廃棄物のうち、ハル・エンドピースの圧縮体は発熱量が比較的大きく、発

生時点で約60Ｗ／本（25年後で約4.5Ｗ／本）程度。一方、高レベル放射性廃棄物

（ガラス固化体）の発熱量は固化直後で約2,300Ｗ／本（50年後で約350Ｗ／本）程度

である。 

 

○ 文献調査、概要調査、精密調査 

地層処分の実施主体である原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）が、概要調査地

区を選定するため、公開された文献やその他の資料（記録文書、学術論文、空中写

真、地質図など）を用いて行う調査を文献調査という。 

また、概要調査地区において、精密調査地区を選定するための調査を概要調査と

いい、ボーリング調査、地表踏査、物理探査等を行う。 

更に、精密調査地区において、最終処分施設建設地を選定するための調査を精

密調査といい、地上からの調査に加えて、地下の特性などを調べるために地下に調

査施設を建設して調査を行う。 

 

○ 分離・変換 

高レベル放射性廃棄物に含まれる放射性核種を、その半減期や利用目的に応じ

て分離するとともに、長寿命核種を短寿命核種あるいは非放射性核種に変換すること。

分離・変換技術により、廃棄物の放射性毒性の総量を大幅に低減させたり、高レベル

放射性廃棄物の最終処分に当たり、発熱量の大きい核種を除去することで処分場容

積を減少させたり、放射性廃棄物の一部資源化が可能となる。 

 

○ 併置処分 

高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）とＴＲＵ廃棄物等を同一のサイト内に処分

する処分方法。 

 

 

ま 

 

○ ＭＯＸ燃料加工施設 

使用済燃料などから回収されたプルトニウムをウランと混合して作られた酸化物燃

料（ＭＯＸ燃料）の成形加工施設。主な工程としては、ウランとプルトニウムを所定の割
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合で混合し、焼き固め、被覆管に充填して、燃料集合体に加工することなど。施設の

運転・解体に伴い、主としてウランやプルトニウムを含む様々な性状の放射性廃棄物

が発生する。ＭＯＸとは、Mixed Oxide（混合酸化物）の略称である。 

 

 

や 

 

○ 余裕深度処分 

一般的な地下利用に対して十分余裕を持った深度（例：50～100m）への処分。対

象廃棄物としては、原子炉施設の炉内構造物、使用済樹脂などのほか、ＴＲＵ廃棄物、

ウラン廃棄物等の一部が想定されている。 
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（付録２） 

総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 

廃棄物安全小委員会委員名簿 

 

 

（敬称略、五十音順） 

 

委員長 石 榑 顕 吉 東京大学名誉教授 

井 川 陽次郎 読売新聞東京本社論説委員 

岡 田 義 光 独立行政法人防災科学技術研究所理事長 

織 原 彦之丞 東北工業大学教授 

川 上 泰 財団法人原子力安全研究協会研究参与 

小佐古 敏 荘 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授 

小 玉 喜三郎 独立行政法人産業技術総合研究所副理事長 

駒 田 広 也 財団法人電力中央研究所地球工学研究所首席研

究員 

斎 藤 誠 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

嶋 田 純 熊本大学大学院自然科学研究科教授 

登 坂 博 行 東京大学大学院工学系研究科地球システム工学専

攻助教授 

中 山 真 一 独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究

センター廃棄物・廃止措置安全評価研究グループリ

ーダー 

長 﨑 晋 也 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授 

満 木 泰 郎 大学共同利用機関法人自然科学研究機構監事 

松 田 美夜子 富士常葉大学環境防災学部教授（生活環境評論

家） 

山 内 喜 明 弁護士 

和 気 洋 子 慶應義塾大学商学部教授 
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（付録３―１） 

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会 

規制制度ワーキンググループにおける検討の経緯 

 

 

第７回 平成１５年１２月１６日 

・規制制度ワーキンググループにおける当面の検討の進め方について 

・我が国における高レベル放射性廃棄物処分事業の概要 

・高レベル放射性廃棄物処分に係る安全規制制度の在り方について 

 

第８回 平成１６年２月９日 

・高レベル放射性廃棄物処分に係る安全規制制度の在り方について 

 

第９回 平成１６年３月１１日 

・処分地選定プロセスに対応した安全規制の在り方について 

・環境影響評価の在り方について 

 

第１０回 平成１６年４月２７日 

・処分地選定プロセスに対応した安全規制の関与の在り方について 

・許認可制度在り方について 

 

第１１回 平成１６年６月１日 

・許認可制度の在り方について 

・事業者の保安体制の在り方について 

 

第１２回 平成１６年７月１５日 

・事業者の保安体制の在り方について 

・事業廃止以降の安全規制の在り方について 

・原子力損害賠償の在り方について 

 

第１３回 平成１７年４月７日 

・処分地選定プロセスに対応した安全規制の関与の在り方 

・高レベル放射性廃棄物処分の安全規制制度の整備に向けた主要な論点（案）に

ついて 
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第１４回 平成１７年５月２５日 

・高レベル放射性廃棄物処分の安全規制制度の整備に向けたとりまとめ（案）につ

いて 
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（付録３－２） 

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会 

における検討の経緯 

 

 

第１７回 平成１８年２月３日 

・ 高レベル放射性廃棄物の地層処分の安全規制制度について 

 

第１８回 平成１８年２月２８日 

・ 放射性廃棄物処分に係る国際安全基準等の体系について 

・ 地層処分における安全確保及び安全評価について 

・ 立地点選定プロセスにおける安全規制機関の関与のあり方について 

 

第１９回 平成１８年３月１３日 

・ 高レベル放射性廃棄物等の地層処分の安全規制のあり方について 

・ 制度的管理について 

・ 回収可能性について 

 

第２０回 平成１８年３月２７日 

・ 高レベル放射性廃棄物の地層処分の安全規制のあり方について 

－これまでの議論の整理－ 

・ 地層処分の安全規制制度に関する要望事項について 

 

第２１回 平成１８年４月２６日 

・ ＴＲＵ廃棄物の地層処分の安全規制について 

・ 立地段階及び規制終了後の規制機関の関与について 

・ 報告書構成案について 

 

第２２回 平成１８年５月２６日 

・ 放射性廃棄物の地層処分に係る安全規制に関する論点等について 

・ 報告書案について 

 

第２３回 平成１８年６月１４日 

・ 報告書案について 
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放射性廃棄物の種類

• 放射性廃棄物は、放射能レベルに応じて
大きく２つに区分される。

ウラン鉱山

ウラン

再処理工場

使用済燃料

回収ウラン・
プルトニウム

燃料

原子力発電所

高レベル放射性
廃棄物※2

燃料加工工場（※2）

発電所
廃棄物

ウラン
廃棄物

長半減期低発熱放射
性廃棄物※3

ＲＩ・研究所等
廃棄物

上記以外の施設
病院、研究所など

※１：原子力委員会「長半減期低発熱放射性廃棄物の地層処分の基本的考え方」（H18.4）では「超ウラン核種を含む

放射性廃棄物」（ＴＲＵ廃棄物）を「長半減期低発熱放射性廃棄物」と置き換えている。
※2：ＭＯＸ燃料加工工場からも、長半減期低発熱放射性廃棄物が発生。
※3：海外への再処理の委託に伴い返還される廃棄物を含む。

低レベル放射性廃棄物（ＬＬＷ）

• 高レベル放射性廃棄物以外の放射性廃棄
物の総称。発生源により、以下のとおり区
分。

○原子炉施設から発生する廃棄物

○長半減期低発熱放射性廃棄物※１

○ウラン廃棄物

○ＲＩ・研究所等廃棄物

高レベル放射性廃棄物（ＨＬＷ）

• 使用済燃料の再処理により、ウラン・プル
トニウムを分離した後に残ったもの。放射
能レベルが高い。

【出典】第６回廃棄物安全小委員会資料
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放射性廃棄物の種類と処分方法（１）

発 生 場 所 放射性廃棄物の種類 処 分 方 法 等

高レベル放射性廃棄物
地層処分

(冷却貯蔵後、地下300m以深の地層への処分)

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 成 型

加 工 工 場

長半減期低発熱放射性廃棄物
（含まれる放射性物質の濃度に応じて区分し、コンクート
ピット処分、余裕深度処分、地層処分を想定）

炉心等廃棄物(仮称)

(放射能レベルの比較的高い廃棄物)

余裕深度処分

（一般的な地下利用に余裕を持った深度、

例えば50～100m程度の地中への処分）

低レベル放射性廃棄物

(放射能レベルの比較的低い廃棄物)

浅地中処分（コンクリートピット処分）

日本原燃㈱低レベル放射性廃棄物埋設センター

(六ヶ所)で実施

極低レベル放射性廃棄物

(放射能レベルの極めて低い廃棄物)

浅地中処分（トレンチ処分）

〔日本原子力研究開発機構原子力科学研究所で実施〕

ウ ラ ン 濃 縮 工 場

ウラン燃料成型加工
工場

ウラン廃棄物
（含まれる放射性物質の濃度に応じて区分し、トレンチ
処分、コンクリートピット処分、余裕深度処分、地層処
分を想定）

病 院 、 研 究 所 等 ＲＩ、研究所等廃棄物
（含まれる放射性物質の濃度に応じて区分し、トレンチ

処分、コンクリートピット処分等（注１））

原 子 力 発 電 所

発
電
所
廃
棄
物

低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物

再 処 理 工 場

注１ 文部科学省にて処分事業の具体的推進方策について検討中

再生利用や産業廃棄物と同様の処分が可能
放射性廃棄物として取り扱う必要のないもの

（クリアランス相当の廃棄物）

原 子 力 施 設 の
運転・解体等に伴い
発生

資料－２
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放射性廃棄物の処分方法は、深さや放
射性物質の漏出を抑制するためのバリ
アの違いにより、以下のとおり。

放射性廃棄物の種類と処分方法（２）

【出典】第18回新計画策定会議資料を加工

・浅地中処分

・浅地中トレンチ処分

人工構築物を設けない浅地中埋設処分

・浅地中ピット処分

コンクリートピットを設けた浅地中埋設処分

・余裕深度処分

一般的な地下利用に対して、十分余裕を

持った深度（地下50～100m）への処分

・地層処分

地下300mより深い地層中に処分

地下300mより深い地層

0
m

浅地中トレンチ処分

ウ
ラ
ン
廃
棄
物

長
半
減
期
低
発
熱
放
射
性
廃
棄
物

高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物

地層処分

放
射
能
レ
ベ
ル

低

高

浅地中ピット処分

余裕深度処分

10m

50m

100m

300m

資料－３

39

Ｒ
Ｉ
・
研
究
所
等
廃
棄
物

発
電
所
廃
棄
物



放射性廃棄物の処分に関する検討状況
原子力委員会の検討 原子力安全委員会の検討

処分方針
安全規制の

考え方
濃度上限値
等の基準

個別施設
審査方法

高 レ ベ ル 放 射 性 廃 棄 物 済 (98. 5) 済(注1) (00.11) 今後検討 安全規制法を検討中

炉心等廃棄物(仮称) 済 (98.10)
済(注2)

(00. 9)
済(00. 9) 検討中

一部済 (00.12)
今後処分深度等の
検討が必要

低レベル放射性廃棄物
済

(87.2､92.6)
済

(88.3､93.1)

一部未(注5)

(87.3､92.9)

極低レベル放射性廃棄物
済

(92.6､00.9)
一部未(注4)

(93.1)

一部未(注6)

(92.9､0.12)

長半減期低発熱放射性廃棄物 済 (00. 3, 06. 4） 検討中 今後検討 今後整備

ウ ラ ン 廃 棄 物 済 (00.12) 検討中 今後検討 今後整備

Ｒ Ｉ ・ 研 究 所 等 廃 棄 物 済 (98. 5) 済 (04.1, 06.4）

共
通
的
重
要
事
項(

04･

6)

今後検討

一部未（注3）

(05.12)

今後整備

クリアランスレベル以下の廃棄物 済 (84.8、00.12)
一部未(注3)

(99.3､01.7､03.4､04.12)

済 (84. 8) 済 (85.10)

発
電
所
廃
棄
物

低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
(注
7)

関係法令の整備廃 棄 物 の 種 類

(注) １．第１次報告をとりまとめ(2000.11)。 ２．今後の調査審議事項あり。 ３．原子炉､使用施設(一部)からの廃棄物について検討済。

４．金属等廃棄物については安全審査の考え方等について今後検討。 ５．大型金属廃棄物については今後技術基準の整備が必要。
６．金属等廃棄物については今後技術基準の整備が必要。 ７．原子力安全委員会において、統一的考え方にたった低レベル放射性廃棄物埋設に関する安全規制の基本的考え方等を検討。

資料－４
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高レベル放射性廃棄物とその処分方法

高 さ１３０㎝

直径約４０㎝

ガラス固化体の例

１．廃棄物の形態
再処理の過程で使用済燃料から分離される核分裂生成物やアクチニド

元素を多く含む放射性物質濃度の高い廃液をガラス固化したもの

２．廃棄物の特徴
・放射性物質の濃度（1×1016 Bq/t ）および発熱量が高い
・30～50年で発熱量が低下
・放射性物質の濃度は数百年で2桁程度減少

・一部の長半減期核種が長期にわたって残存

３．処分概念
安定な地下深部（300ｍ以深）に埋設し、

人工的に設けられる多数の障壁（人工バ
リア）と、これらを長期にわたって固定する
働きを備えた天然の地層（天然バリア）と
を組み合わせた「多重バリアシステム」に
より、物理的に生活環境から隔離

４．推定発生量
約40,000本
（2020年頃までに発生する使用済燃料

をすべてガラス固化体にした場合）

41
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特廃法の概要

【出典】資源エネルギー庁資料

資料－６
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内陸部 沿岸部

地上施設

処分パネル

立坑

建設用坑道

斜坑

港湾施設

地上施設

地下施設
地下施設

処分パネル

操業用坑道

操業用坑道

建設用坑道

斜坑

仕様 の一例（現時点の概略仕様）

地上施設
• 敷地面積：1,000,000m2

地下施設
• 深度：1000m； 大きさ（平面）：約３km×約２km
• 立坑：6本； 斜坑：1本
• 坑道延長（立坑，斜坑除く）：約250km
• 総掘削量（立坑，斜坑除く）：約630万m3

• 立坑＋斜坑の延長距離：約20km；
• 立坑＋斜坑の掘削量：約60万m3

仕様の一例（現時点の概略仕様）

地上施設
• 敷地面積：1,000,000m2

地下施設
• 深度：500m； 大きさ(平面)：約3.5km×約1.5km
• 斜坑：6本
• 坑道延長(斜坑除く)：約200km
• 総掘削量(斜坑除く)：約230万m3

• 斜坑の延長距離：約40km
• 斜坑の掘削量：約120万m3

処分場の概要（１）地下施設

【出典】第17回廃棄物安全小委員会 NUMO資料

資料－７
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処分場の概要（２）地上施設

【出典】第17回廃棄物安全小委員会 NUMO資料

資料－８
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坑道埋戻し作業

定置作業

埋戻し作業

掘削作業

定置中

放射線
管理区
域

作業予定
区画

作業予定
区画

作業予定
区画

掘削中

埋戻し中

放射線管理区域

埋戻し材搬送車

敷均し作業車

転圧作業車

締固め作業車

緩衝材定置作業 廃棄体定置作業

緩衝材
処分孔

緩衝材

緩衝材
廃棄体

処分孔掘削作業

処分孔

処分坑道掘削作業

処分場の概要（３）建設・操業

【出典】第17回廃棄物安全小委員会 NUMO資料

資料－９

坑道の掘削・定置・埋戻しは同時進行する
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長半減期低発熱放射性廃棄物とその処分方法

浅地中ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾋﾟｯﾄ処分

操業

再処理施設
ＭＯＸ燃料加工施設

地層処分

放
射
能
濃
度
に
応
じ
た
適
切
な
処
分

海外再処理施設

返還

50～100m
余裕深度処分
（地下鉄等、一般的な地
下利用に対し余裕を持っ
た深度への処分）

300m以深

低レベル放射性廃棄物

数m

廃棄物発 生

再利用

産業廃棄物として処分

解体

地層処分対象の
ＴＲＵ廃棄物

コンクリート

ドラム缶

角型容器

キャニスター

ハル・エンドピース

雑固体廃棄物

プロセス濃縮廃
液固化体

廃銀吸着剤

処分の方法

金属

主に解体時に発生

約 ８８，４００m3

約 ２５，２００m3

約 ２６，６００m3

物量：「ＴＲＵ廃棄物処分技術検討書－第２
次ＴＲＵ廃棄物処分研究開発とりまとめ－」
（以下「第２次ＴＲＵレポート」という）より

（約１９％）

（約１８％）

（約６３％）

【出典】第２１回廃棄物安全小委員会 電事連資料

資料－１０
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長半減期低発熱放射性廃棄物の特徴

地層処分

ハル エンドピース 廃銀吸着材

放射性のヨウ素を
除去する吸着材

排気

銀吸着材

吸気

(断面)

細
断概 要

難燃性廃棄物

ゴム手袋

金属配管工具

不燃性廃棄物

濃縮廃液等

特 徴
・発熱量が比較的大
・Ｃ-14を含む

・Ｉ-129を含む ・硝酸塩を含む －

廃棄体

イメージ

（例）（例）

処分方法

低レベル放射性廃棄物

（例）（例）

余裕深度処分・浅地中処分

硝酸系廃液の処理例

モルタル

ペレット

乾燥・ﾍﾟﾚｯﾄ化

硝酸系廃液

【出典】原子力委員会「長半減期低発熱放射性廃棄物処分技術検討会」資料

資料－１１
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• 地層処分対象廃棄物の考え方

・α核種濃度(1GBq/t)を超える廃棄物

・地下水とともに移行し易いC-14、I-129の

濃度が高い廃棄物(ハル・エンドピース、廃

銀吸着材）

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾋﾟｯﾄ処分

余裕深度処
分

地層処分 計

再処理 操業 １３．１

MOX 操業 ０．４

再処理 解体 ０．６

MOX 解体 ０．３

再処理 操業 ４．５

MOX 操業 １．３

再処理 解体 １．１

MOX 解体 ２．０

AREVA NC ０ ０ ０．７ ０．７

BNGS
(単一返還提案を

受諾する場合)

９．０

(０)
０

(０)
２．５

(０)
１１．５

(０)

合計
(単一返還を受諾する場合)

８８．４

(７９．４)
２５．２

(２５．２)
２６．４＊２

(２３．９)
１４０．０

(１２８．５)

海外再処

理返還低

ﾚﾍﾞﾙ

３０．２１７．６ ３．７旧JNC

９７．６６１．８ ２１．５
民間

（ＪＮＦＬ）

【発生源別，処分区分毎の発生量(千ｍ３)】

処分区分

発生源

①ＪＮＦＬ(日本原燃)施設の操業、

解体廃棄物
・再処理施設（40年間操業）

・MOX燃料加工施設（40年間操業）

②旧ＪＮＣ(旧核燃料ｻｲｸﾙ開発機構＊１)

施設の操業、解体廃棄物

・再処理施設

・Pu燃料取扱施設

③海外再処理返還低レベル廃棄物
・仏AREVA NC(旧COGEMA）からの返還廃棄物

CSD-B（ビチューメン固化体からガラス

固化体へ変更）

・英BNGS(旧BNFL)からの返還廃棄物

単一返還の提案を受諾する場合物量ゼロに

対象とした廃棄物

長半減期低発熱放射性廃棄物の推定発生量
資料－１２
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＊１：現日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）
＊２：地層処分施設ﾚｲｱｳﾄは、５％増しの２８千ｍ３級と

して設計 【出典】第２次TRUレポート



高ﾚﾍﾞﾙ放射性廃棄物と長半減期低発熱放射性廃棄物の比較

項 目
高ﾚﾍﾞﾙ放射性廃棄物（ＨＬＷ）

（H12ﾚﾎﾟｰﾄ）

地層処分対象の長半減期低発熱放射性廃棄物

(TRU2次ﾚﾎﾟｰﾄ)

廃棄体 性状等

・再処理時の高ﾚﾍﾞﾙ放射性廃液

・単一の性状（ガラス固化体）

・高発熱、高放射能濃度

・ｵｰﾊﾞｰﾊﾟｯｸを有する

・再処理時の燃料構成材、施設保守時廃棄物

・多種、多様な性状（広範囲な濃度分布）

・低発熱または発熱なし

・一部に、硝酸塩などの化学物質を含む

処分

施設

設計

の考え方

・高発熱のため１本ごとに適切な離間距離を

設ける（処分場投影面積が広い）

・ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系緩衝材を設置

・低発熱のため廃棄体を密に定置する

（処分場投影面積が狭い）

・廃棄体の性状に応じてﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系緩衝材を設置

・セメント系材料を比較的多く用いる

安全確保

の考え方
・人工、天然バリアにより核種の移行を抑制 ・同左

地質環境条件

評価モデル

・わが国を代表する地質環境条件

・1次元平行平板モデル
・同左

核種移行

パラメータ

・ガラス固化体浸出率、ｵｰﾊﾞｰﾊﾟｯｸの閉込め、

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄの低透水、天然ﾊﾞﾘｱの分配収着

などを設定

・ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄの低透水、天然ﾊﾞﾘｱの分配収着などを
設定

・処分環境として、硝酸塩の存在、ｾﾒﾝﾄによる高ｱ
ﾙｶﾘ等を考慮

線量評価値（注１）

・国際的な基準以下

・最大被ばく線量：約0.000005mSv/y
（約80万年後に被ばく線量が最大となる）

・主な支配核種（注２）はCs-135

・国際的な基準以下

・最大被ばく線量：約0.002mSv/y
（約1万年後に被ばく線量が最大となる）

・主な支配核種（注２）はI-129

線量

評価

（注１）代表的な地質環境条件を設定し、地下水を介した全核種の移行による被ばく線量を計算したもの
（注２）全核種のうち、最大の被ばく線量値に寄与する核種（HLWとTRUでは含有核種の違いにより支配核種も異なる）

資料－１３

【出典】第２２回廃棄物安全小委員会 電事連資料
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○地層処分という同一処分概念の廃棄物について処分サイトを共有化
（高レベル放射性廃棄物の処分施設の近傍に長半減期低発熱放射性廃棄物の
処分施設を併設）

○処分場数の低減、処分地選定段階の調査や一部施設の共有化による合理化の
可能性を有す

○処分地に応じ、両処分施設間に適切な離隔距離※を確保する等の一定の対策を
講じることにより、相互影響を十分小さくすることが可能

※第２次ＴＲＵレポートでは３００m程度を想定

長半減期低発熱放射性
廃棄物処分施設

高レベル放射性廃棄物
（ｶﾞﾗｽ固化体）処分施設

長半減期低発熱放射
性廃棄物処分施設の
人工バリアへの影響
(熱影響）

高レベル放射性廃棄物（ｶﾞﾗｽ固
化体）処分施設の人工バリアへ
の影響(硝酸塩，高アルカリ性地

下水影響）

高レベル放射性廃棄物（ｶﾞﾗｽ固化
体）処分施設周辺の天然バリアへの
影響(有機物，硝酸塩，高アルカリ性

地下水影響）

高レベル放射性廃棄物と長半減期低発熱放射性
廃棄物の併置処分

資料－１４

【出典】原子力委員会「長半減期低発熱放射性廃棄物処分技術検討会」資料を加工
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放射性廃棄物処分に係る国際安全基準等の体系 －各文書の関連－

使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の
安全に関する条約（1997年）

目的：使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の高
い水準の安全を世界的に達成し維持すること

ＩＡＥＡ安全シリーズ No.111-F（1995年）

目的：現在及び将来にわたり、人の健康と環境を保
護し、将来世代に過度の負担をかけることなく
放射性廃棄物を取り扱うこと

IAEA安全基準文書 WS-R-4 (DS154)
放射性廃棄物の地層処分安全要件ドラフト

（2005年）
目的：地層処分に関する防護目標及び基準を設定す

ると共に、確立された放射線管理に関する安全性
の原則と首尾一貫した形で、この処分選択肢の安
全性を確保するために守るべき要件を確立すること

第１章 目的、定義及び適用範囲

第３章 放射性廃棄物管理の安全

第４章 安全に関する一般規定

第５章 雑則

第６章 締約国の会合

第７章 最終条項その他の規定

第２章 使用済燃料管理の安全

第１条 目的
放射性廃棄物等の管理の安全達成・維持、放
射線防護、事故防止・影響緩和

原則１：人間の健康の防護

第11条 安全に関する一般的な要件

第12条 既存の施設及び過去の行為

第13条 計画されている施設の立地

第14条 施設の設計及び建設

第15条 施設の安全に関する評価

第16条 施設の使用

第17条 閉鎖後の制度的な措置

第18条 実施のための措置

第19条 法令上の枠組み

第20条 規制機関

第21条 許可を受けた者の責任

第22条 人的資源及び財源

第23条 品質保証

第24条 使用に際しての放射線防護

第25条 緊急事態のための準備

原則２：環境の防護

原則３：国境を越えた防護

原則４：将来の世代の防護

原則５：将来の世代に対する負担

原則６：国内の法的フレームワーク

原則７：放射性廃棄物の発生管理

原則８：放射性廃棄物の発生と管理の相互依存
性

原則９：施設の安全性

第１章 序論（背景、目的、範囲、構成）

第２章 人間の健康及び環境の防護
操業及び閉鎖後段階における放射線防護について

解説。閉鎖後段階の記述では、防護の目標、基準に
ついて概括的に解説。

第３章 地層処分の安全要件

地層処分施設の計画に関する安全要件

地層処分施設の開発、操業及び閉鎖に関する要件

法的及び組織的フレームワーク (3.5 3.8 3.11)

政府、規制機関、操業者の責任に関する要件

安全アプローチ (3.15 3.18 3.21)

開発プロセスにおける安全の重要性、受動的
安全性に関する要件、及び安全性に対する理解
と信頼性に関する要件

安全設計の原則 (3.26 3.29 3.32)

多重安全機能（人工バリアと天然バリア）、閉じ
こめ（人工バリア）、及び隔離（天然バリア）に関
する要件

地層処分のフレームワーク (3.37)

段階的開発及び評価に関する要件

セーフティケースと安全評価 (3.42 3.45 3.50)

セーフティケース及び安全評価の準備、範囲並
びに文書化に関する要件

地層処分施設の開発、操業及び閉鎖の各
段階 (3.54 3.57 3.60 3.63 3.66)

サイト特性調査及び地層処分施設の設計・建
設・操業・閉鎖に関する要件

安全性及び核保障措置の保証
(3.70 3.73 3.76 3.79 3.82)

廃棄物受入れ、モニタリングプログラム、閉鎖
後と制度的管理、保障措置、及び管理システム
に関する要件

施設に関する要件

法的枠組み、規制機関の責務

安全に関する一般的要件

その他

（便宜上の区分）

資料－１５

【出典】第１８回廃棄物安全小委員会資料
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資料－１６ 

放射性廃棄物処分に係る国際放射線防護委員会(ICRP)における検討概要 
 

［放射線防護基準］ 

 国際放射線防護委員会（ICRP）は、ICRP Pub. 26「国際放射線防護委員会勧告」（1977 年）

及び 1985 年のパリ声明で公衆の個々の構成員に対する線量当量限度を 1mSv／年と勧告して

以来、ICRP Pub. 60「国際放射線防護委員会の 1990 年勧告」（1990 年）に至るまで、線量限

度※１の値としては一貫して 1mSv／年を勧告している。また、ICRP Pub. 60 では、防護の最適

化のために単一の線源からの決定グループ内の平均線量に適用する線量拘束値※２という概念

を示した。 

 その後、ICRP Pub. 77「放射性廃棄物の処分に対する放射線防護の方策」（1997 年）におい

て、線量拘束値の最大値を 1mSv／年とし、同時に、約 0.3mSv／年を超えない値が適切であろ

うと勧告している。 

 さらに、ICRP Pub. 81「長寿命放射性固体廃棄物の処分に適用する放射線防護勧告」（1999

年）においては、個人の被ばくに至る人間侵入以外のすべての過程に相当する『自然過程』に

対しては、線量拘束値として 0.3mSv／年を勧告し、これは、10－5／年のオーダーのリスク拘

束値に相当するとしている。また、拘束値が満足されているかを示す場合、線量と確率とを組

み合わせることによるリスクとして表現する場合はリスク拘束値を、線量とそれに対する生起

確率を別個に表現する場合は線量拘束値を使用することを勧告している。 

 なお、拘束値が満足されるかどうかを示すためのアプローチとしては、以下の 2 方式が提案

されている。 

① 線量と確率を組み合わせることによるリスクの統合（統合アプローチ）：リスク拘束値の

使用 

② それぞれの被ばく状況について線量とそれに対応する生起確率を別個に表現する（線量

／確率分解アプローチ）：線量を受ける確率の考察によって補われた線量拘束値の使用 

 

［人間侵入の扱い］ 

 ICRP Pub. 81 において、自然過程と対を成す『人間侵入』については、以下のような考え方

が示されている。 

・偶然の人間侵入に対する処分場の抵抗力を評価するため、1 つまたはそれ以上の様式化さ

れたシナリオからの影響を考慮すべきである。 

・人間侵入がサイト周辺の住民に対し、介入がほとんどいつでも正当化されるほど十分に高

い線量をもたらす可能性がある場合には、人間侵入の確率を減らすか、その影響を制限す
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るために、処分場の開発段階で合理的な努力を払うべきである。 

－年当たり約 10mSv の現存年線量：それ以下では介入が正当化できない一般的参考レベ

ル 

－年当たり約 100mSv の現存年線量：それを超えるとほとんどいつでも介入は正当化さ

れるべきであるという一般的な参考レベル 

 ここで、現存年線量とは、与えられた場所で個人が受ける、現に存在しかつ持続している年

線量を意味する。埋設場から生じるかもしれない被ばくは、現存年線量の成分の一つである。 

 ICRP Pub. 81 での委員会の見解は、放射性廃棄物の処分における放射線防護の要求の適合性

は、以下の 2 つの条件が満たされた場合に判断されると結論している。 

① 自然過程に対する拘束値を満足していること。 

② 偶然の人間侵入の確率あるいは影響を減らすために合理的な手段がとられており、かつ

技術上及び管理上の原則が守られていること。 

 したがって、ICRP は、自然過程に対しては線量拘束値のような基準値を勧告しているが、

人間侵入に対しては、介入レベルで判断した上で合理的な対策を取ることの検討を求めている

ものである（次図参照）。 

 

拘束値を組み込んだ最適化 
潜在被ばく※３

自然過程 

人間侵入 

シナリオ 
起こりそうか 

起こりそうもないか 

形式的な技術 
判断を含む過程 

統合アプローチ 
分解アプローチ 線量／確率 

・線量／リスク拘束値は適切 

・線量／リスク拘束値は不適切 
・一般介入レベル       影響の評価 
               必要ならば人間侵入の可能性を減らす 

確率？ 
バリアのバイパス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．方法論的選択肢 

 
※１線量限度(dose limit)：管理された行為から個人が受ける実効線量または等価線量の超えてはならない値。 
※２線量拘束値(dose constraint)：ある線源によって受ける個人線量に対する将来の制約。線量限度とは異な

り、ただ１つの線源に対して適用される値であり、複数線源からの被ばくを考慮しても線量限度を満たす

ように設定される。 
※３潜在被ばく：起こることが確実ではないが、その発生確率を与えることができる被ばく 

【出典】第 18 回廃棄物安全小委員会資料 
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資料－１７ 
各国における高レベル放射性廃棄物等の地層処分の状況 

処分方策・実施 安全規制  
対象廃棄物 処分概念、オーバーパッ

ク、緩衝材、定置概念 
候補岩種、

処分深度 
研究開発、地下研究所、

地下特性調査施設 
処分候補

地 
処分場の開発段階及び 

スケジュール 
実施主体 実施体制の根拠法 サイト選定の根拠法・

基準 
安全規制法・基準 規制機関 

資金確保 

日
本 

ガラス固化体 
（TRU廃棄物
の併置処分を
検討中） 

・地層処分 
・金属製オーバーパック 
・緩衝材：ベントナイト 
・設計条件に応じて、縦
置・横置の双方を念頭 

第四紀の未
固結堆積物
を除いた地
層 
地下300m以
深 

・日本原子力研究開発機構
(JAEA)などが研究開発を
実施。 

・ 瑞浪超深地層研究所 
・ 幌延深地層研究センター 

未定（平成
14年12月に
終処分施

設の設置可
能性を調査
する区域の
公 募 を 開
始） 

概要調査地区選定 
平成20年代前半(2008～2012年)： 

精密調査地区選定 
平成30年代後半(2023～2027年)： 

終処分施設建設地の選定 
平成40年代後半(2033～2037年)： 

終処分の開始 

原子力発電環境
整備機構
（NUMO） 

・特定放射性廃棄物の
終処分に関する法律：
実施主体の認可を規定 

・特定放射性廃棄物の
終処分に関する法律：
選定手順、選定の際の
評価項目を規定 

・未整備（高レベル放射性
廃棄物の安全規制につい
ては別に法律で定める） 

・ 原子力安全
・保安院 
(NISA) 

・ 終処分積立金 
・発電用原子炉設置者がガ
ラス固化体1本当たり
3,396万4千円を拠出 

・2005年3月末時点の積立
額：約3,600億円 

米
国 

使用済燃料 
ガラス固化体
(国防用が主) 

・地層処分 
・ニッケル基合金［アロイ

22］（外筒）、ステンレス
鋼（内筒）のオーバーパ
ックに収納 

・トンネルの液滴防護のた
めのドリップシールドの
設置。緩衝材はない。 

・処分坑道に横置 

地下 200 ～
500mの凝灰
岩 

・エネルギー省 (DOE)、
DOEの国立研究所等が研
究開発を実施。 

・ユッカマウンテンに地下
特性調査施設を設置し、
調査を実施 

ユッカマウ
ンテン 

2002年： 連邦議会の立地承認決議 
未定： 建設認可申請 
2010年： 操業開始 
（参考）2004年の裁判所判決は放
射線防護基準の遵守期間１万年は
無効であるとしたため、EPA、
NRCは規則（遵守期間等）を見直
し中。このため、2005年予定の建
設許可申請が遅れている。 

エネルギー省
(DOE)民間放射
性廃棄物管理局
（OCRWM） 

・1982年放射性廃棄物政
策法：連邦政府の処分
責任、OCRWMの設置
を規定 

・1982年放射性廃棄物政
策法：選定手順、選定
指針の策定手順を規定 

・サイト選定指針(エネル
ギー省(DOE))：推薦の
一般指針、適合性評価
方法及び基準を規定 

・1982年放射性廃棄物政策
法 

・1992年エネルギー政策法 
・ユッカマウンテン処分規
制基準(原子力規制委員
会(NRC)、修正中) 

・ユッカマウンテン環境放
射線防護基準(環境保護
庁(EPA)、修正中) 

・原子力規制
委 員 会
(NRC) 

・環境保護庁
(EPA) 

・放射性廃棄物基金 
・民間の原子力発電事業者
は販売電力量当たり1ミ
ル／kWhを拠出 

・2004年12月末時点の積
立額：229億米ドル(約2
兆4,000億円) 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド 

使用済燃料 ・地層処分 
・２重構造（外側：銅製、
内側：鋳鉄製）の容器
（キャニスタ）に収納 

・緩衝材：ベントナイト 
・ベースオプションは縦置
（代替オプションとして
横置も検討中） 

地 下 深 度
420mの花崗
岩（二段と
なる場合、
下 段 は
520m） 

・実施主体であるPosiva社
が研究開発計画を策定し
て実施(フィンランド技術
研究センター等の外部機
関や大学、民間などが支
援)。 

・地下研究所はないが、オ
ルキルオトに地下特性調
査施設(ONKALO)を建設
中であり並行して、調
査・研究を実施中。 

オルキルオ
ト 

2001年：オルキルオトの立地決定 
2012年：建設許可申請 
2020年：操業開始 

Posiva社 ・原子力法：発生者責任
を規定 

・廃棄物管理目標政府決
定：発生者の義務、処
分の目標時期を規定 

・原子力法：「原則決定」
手続による処分サイト
の政府決定、国会承認
を規定 

・原子力法 
・放射線法 
・処分安全基準の政府決定  
・処分安全指針(放射線・
原子力安全センター
(STUK)) 

・放射線・原
子力安全セ
ン タ ー
(STUK) 

・環境省(YM) 

・国家放射性廃棄物管理基
金 

・KTMにより毎年決定さ
れる基金への積立目標額
に基づき、廃棄物管理義
務のある許可取得者(電
力２社)が基金へ拠出 

・2005年3月末時点の基金
残高：13億9,000万ユー
ロ(約1,918億円) 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン 

使用済燃料 ・地層処分 
・銅製キャニスタ（内部に
鋳鉄製インサート） 

・緩衝材：ベントナイト 
・ベースオプションは縦置
（代替オプションとして
横置も検討中） 

地下 400 ～
700mの花崗
岩 

・実施主体であるSKB社が
研究開発計画を策定して
実施 

・エスポ岩盤研究所（SKB
社の地下研究所） 

・詳細特性調査は、処分場
建設段階で実施 

オスカーシ
ャム 
エストハン
マル 

2001～2002年： サイト調査地区選
定 

2002～2008年：サイト調査の実
施、詳細特性調査
1地点を選定 

2008年：   立地及び建設許可申請 
2017年：      初期操業開始 
2023年：      本格操業開始 

スウェーデン核
燃料・廃棄物管
理会社（SKB） 

・原子力活動法：発生者
責任を規定 

・原子力活動法：発生者
がサイト選定手続を含
めた研究開発計画を策
定することを規定 

・環境法典：環境影響の
ある活動に対する許可
手続を規定 

・原子力活動法 
・放射線防護法 
・放射線防護規則(放射線
防護機関(SSI)) 

・ 終処分安全規則(原子
力施設検査機関(SKI)) 

・持続的開発
省 

・原子力施設
検 査 機 関
(SKI) 

・放射線防護
機関(SSI) 

・放射性廃棄物基金 
・原子力発電会社が、毎年
政府が決定する拠出金（
発電電力量単価方式と担
保金）を放射性廃棄物基
金に拠出 

・2004年末時点の基金残高
：364億SEK 
（約5,460億円） 

ベ
ル
ギ
ー 

ガラス固化体 
使用済燃料 
ＴＲＵ廃棄物5)

・地層処分 
・ガラス固化体、使用済燃

料ともにステンレス製の
容器に収納 

・緩衝材：ベントナイト 
・処分坑道に横置 

粘土層 ・ベルギー原子力研究セン
ター（SCK-CEN）が実
施。 

・地下研究所はモルに
HADESを設置 

未定 2017年頃：サイト選定開始 
2025年以降：処分場建設開始 

ベルギー放射性
廃棄物・濃縮核
分裂性物質管理
機関(ONDRAF/ 
NIRAS) 

・1979～1980年予算法の
修正法：ONDRAF/NI
RASの設置、放射性廃
棄物を管理する責任を
規定 

・ONDRAF/NIRAS使
命・権限令：使命、権
限を規定 

・未整備 ・ 放射線防護・連邦原子力
管理庁(FANC)設置法1) 

・ 放射線防護令 

・連邦原子力
管理庁(FA
NC) 

・ONDRAF/NIRASが管

理する長期基金

（ONDRAF/ NIRAS使

命・権限令） 
・シナトム社が管理する使

用済燃料管理引当金（バ

ックエンド引当金法） 

カ
ナ
ダ 

使用済燃料 ・地層処分 
(地下500～1,000m) 

・鋼製コンテナ＋銅製シェ
ル 

・緩衝材：ベントナイト 
・坑道内横置き又は処分孔

縦置き 

結晶質岩、
堆積岩 

・ カ ナ ダ 原 子 力 公 社
（AECL）などが研究開
発を実施。 

・ホワイトシェル地下研究
所 

未定 未定（2005年11月、適応性のある
段階的管理方式を政府に提案。当
面60年間はサイト貯蔵、集中貯蔵
を実施し、その後に地層処分） 

核燃料廃棄物管
理機関(NWMO) 

・核燃料廃棄物法：原子
力事業者に対し廃棄物
管理組織の設置を義務
づける旨規定 

・核燃料廃棄物法：総督
が選択する廃棄物管理
アプローチを廃棄物管
理組織が実施する旨を
規定 

・原子力安全管理法 
・処分規制指針・ドラフト

(カナダ原子力安全委員
会(CNSC)) 

・処分場立地規制(CNSC
） 

・カナダ原子
力安全委員
会(CNSC) 

・電力会社3社及びカナダ
原子力公社(AECL)によ
る信託基金 

・2004年末時点の残高：
7.7億カナダ・ドル(約
655億円) 

 

ド
イ
ツ 

ガラス固化体 
使用済燃料 
ＴＲＵ廃棄物 
(ハル・エンド
ピース等の発
熱性廃棄物)5)

・地層処分 
・二層構造のオーバーパッ
クに収納し、岩塩層に直
接埋設 

・定置方式は、横・縦置き
方式を検討中 

岩塩（サイ
ト選定手続
きの検討の
結果、再検
討の予定) 

・連邦放射線防護庁(BfS)及
びドイツ廃棄物処分施設
建設・運転会社(DBE)が
研究開発を実施。 

・ゴアレーベン3)でのサイト
適合性調査は2000年10月
以降凍結中 

ゴアレーベ
ン（サイト
選定手続き
の検討の結
果、再検討
の予定） 

1979年：ゴアレーベンを処分候補
地として決定（連邦と州
のバックエンド決議2)によ
る） 

2002年：サイト選定手続委員会
(AkEnd)が５段階の選定
手続きについて勧告 

連邦放射線防護
庁(BfS) 
(処分場建設・操
業はドイツ廃棄
物処分施設建
設・運転会社
(DBE)に委託) 

・原子力法：連邦政府の
処分責任及び第３者機
関への委任について規
定 

・BfS設置法：設置、職
務を規定 

・未整備 ・原子力法 
・放射線防護令 
・ 鉱山での放射性廃棄物処
分の安全基準(原子炉安
全委員会(RSK)) 

・ 鉱山法4) 

・連邦環境･自
然保護･原
子炉安全省
(BMU) 

・連邦放射線
防護庁(BfS) 

・州政府 

・公的な基金制度はなく、
電力会社が引当金を積立 

・BMUの2002年公表時で
の積立額：約350億ユー
ロ(約4兆8,000億円)のう
ち約55%が放射性廃棄物
管理を対象 
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処分方策・実施 安全規制  
対象廃棄物 処分概念、オーバーパッ

ク、緩衝材、定置概念 
候補岩種、

処分深度 
研究開発、地下研究所、

地下特性調査施設 
処分候補

地 
処分場の開発段階及び 

スケジュール 
実施主体 実施体制の根拠法 サイト選定の根拠法・

基準 
安全規制法・基準 規制機関 

資金確保 

フ
ラ
ン
ス 

ガラス固化体 
使用済燃料 
ＴＲＵ廃棄物 
(長寿命中レベ
ル放射性廃棄
物) 5)

・ 地層処分 
・ ステンレス鋼製キャニス
タに入ったガラス固化体 
(CSD-V)を炭素鋼或いは
耐食性合金のオーバーパ
ックに収納。 

・ 使用済燃料を炭素鋼或い
は耐食性合金のオーバー
パックに収納。 

・ 一次パッケージに入った
TRU廃棄物をコンクリー
ト容器に収納。 

・ 緩衝材：ベントナイト(使
用済燃料) 

・定置方式：横置き,或いは
縦置き 

地下150m以
深 の 粘 土
層、花崗岩 

・実施主体であるANDRA
が粘土層のビュール地下
研究所で調査を実施中。 

未定（ビュ
ールが処分
場となり得
る地下研究
所サイトと
して許可さ
れている） 

1999年：ビュール地下研究所建設
許可 

2006年：政府、3研究開発分野(地
層処分、長期貯蔵、核種
分離・変換)の総括評価。
処分場建設法案を議会に
提出 

放射性廃棄物管
理機関 
（ANDRA） 

・放射性廃棄物管理研究
法：ANDRAの処分責
任を含む長期管理責任
を規定 

・ANDRA 設置令：権
限、組織を規定 

・未整備（1991年放射性
廃棄物管理研究法は地
下研究所の設置を規
定。） 

・ 大気汚染と悪臭の対策に
関する法律 

・原子力基本施設(INB)に
関するデクレ 

・安全基本規則(原子力安
全・放射線防護総局
(DGSNR)) 

・原子力安全
・放射線防
護総局(DG
SNR) 

 

・ 処分費用はフランス電力
株式会社(EDF)等の廃棄
物発生者が負担すること
になっている。 

・EDFは2004年末時点で3
9億ユーロ(約5,400億円)
を引き当てている。 

ス
ペ
イ
ン 

ガラス固化体 
使用済燃料 
 

2010年まで中断中であり、
その間、①核種分離・変
換、②地層処分に関する研
究を実施。併せて、2010年
の集中中間貯蔵施設の操業
を計画。 
以下は、地層処分に関する
研究での概念。 
・地層処分 
・深度300～500m 
・炭素鋼性キャニスタ 
・緩衝材：ベントナイト 
・坑道横置 

地層処分に
関する研究
での包括的
施設設計で
は、粘土と
花崗岩にお
ける 300 ～
500mの深度
が念頭に置
かれた。 

・ENRESAが研究開発計画
を 策 定 し て 実 施
（CIEMAT：エネルギ
ー・環境・技術研究セン
ターなどが協力）。 

・ 自国には地下研究所を持
たないが、グリムゼル、
エスポ、モン・テリ、ビ
ュールで共同研究に参
画。 

 

未定 1986年：段階的なサイト選定プロ
ジェクトを開始（望まし
い地層抽出→望ましい地
方→望ましい地域） 

1998年：サイト選定プロジェクト
の中止 

1999年：2010迄のモラトリアムを
決定。 

2010年： 終管理方針の決定 
 
(以下地層処分ｵﾌﾟｼｮﾝ採用の場合) 
2025年：建設開始 
2070年：処分場閉鎖 

放射性廃棄物管
理公社 
（ENRESA） 

・放射性廃棄物管理公社
(ENRESA)設置令 

・左記王令で、ENRESA
の任務としてサイト選
定を規程（選定プロセ
スは未整備） 

・原子力安全審議会(CSN)
が1985年に 終処分サ
イト選定のための13の
客観的基準を公開 

・未整備 ・ 原子力安全
審議会 
(CSN) 

・電力法 
・放射性廃棄物管理公社

(ENRESA)設置令 
・ENRESAの事業及び資
金調達管理令 

・2004年末時点の積立額：
約17.9億ユーロ(約2,480
億円) 

ス
イ
ス 

ガラス固化体 
使用済燃料 
ＴＲＵ廃棄物5)

・地層処分 
・ ガラス固化体は鋳鉄製の
オーバーパックに収納 

・ 使用済燃料は鋳鉄製のキ
ャニスタに収納 

・ 緩衝材：ベントナイト 
・処分坑道に横置 

地下約650m
の 堆 積 岩
（オパリナ
ス粘土）ま
たは地下約
1,000mの結
晶質岩 

・ 放射性廃棄物管理共同組
合(NAGRA)が研究開発計
画を策定して実施（パウ
ル・シェラー研究所、大
学、民間などが協力）。 

・結晶質岩についてはグリ
ムゼル試験サイト、堆積
岩（オパリナス粘土）に
ついてはモン・テリ岩盤
研究所を設置して、調査
を実施。 

未定（スイ
ス北部の結
晶質岩地域
及びオパリ
ナス・クレ
イ地域が有
望） 

2002年： 国内における処分の実
現可能性実証 

2006年：処分の実現可能性実証に
関する連邦評議会によ
る評価・方針決定 

2050年頃：処分場の操業開始 

未定 
（放射性廃棄物
管理共同組合
(NAGRA）は研
究開発、サイト
選定を担当） 

・原子力法：発生者の管
理義務を規定 

・原子力法：地球科学的
調査、建設等許可の前
提となる「概要承認」
の手続を規定 

・原子力法 
・放射線防護法 
・処分防護目標(原子力施
設安全本部(HSK)) 

・ 連邦評議会 
・ 環境・運輸
・エネルギ
ー・通信省
(UVEK) 

・エネルギー
庁(BFE) 

・原子力施設
安 全 本 部
(HSK) 

・ 発電所の閉鎖前に発生す
る費用は各原子力発電事
業者が引当 

・ 発電所の閉鎖後に発生す
る費用については、原子
力発電会社が毎年、5年
毎に確定される拠出金を
放射性廃棄物管理基金に
拠出 

・2004年末時点の基金への
積立額：20億9,200万ス
イスフラン（約1,863億
円） 

英
国 

ガラス固化体 
使用済燃料 

未定（少なくとも50年間は
貯蔵） 

未定 未実施 未定 未定（基本方針の議論の段階） 未定 ・未整備 ・未整備 ・未整備 ・保健安全執
行部 (HSE)
等 

 

1)「放射線防護・連邦原子力管理庁（FANC）設置法」：放射線防護と規制機関の設置をともに規定した法律。 2)「連邦と州のバックエンド決議」：原子力法にサイト選定の規定がなく、連邦・州首相がゴアレーベンを処分候補地にすることについて協議し、決議したもの。 3)処分候補地の地下に設される
サイト特性調査施設。 4)処分場は鉱山とみなされ、非原子力の安全及び賠償措置を規定する鉱山法が適用される。 5)高レベル放射性廃棄物とTRU廃棄物を併置処分。 
＜その他＞ 

処分方策・実施 安全規制  
対象廃棄物 処分概念、オーバーパッ

ク、緩衝材、定置概念 
候補岩種、

処分深度 
研究開発、地下研究所、

地下特性調査施設 
処分候補

地 
処分場の開発段階及び 

スケジュール 
実施主体 実施体制の根拠法 サイト選定の根拠法・

基準 
安全規制法・基準 規制機関 

資金確保 

オ
ラ
ン
ダ 

ガラス固化体
(商用発電所) 
 
使用済燃料(研
究炉) 

全ての放射性廃棄物は少な
くとも100年間貯蔵を行う政
策となっており（1984年に
政府が議会に提出した報告
書）、処分施設の建設計画は
現状では無い。 
長期貯蔵が可能な施設とし
て、地上の高レベル廃棄物
処 理 ・ 貯 蔵 施 設
（HABOG）が2003年9月に
操業を開始。 

   1984年：中間貯蔵施設のサイティ
ング開始 

1994年：HABOGの許認可申請準
備開始 

1999年：HABOGの認可取得、建
設開始。 

2003年：操業開始 
 

放射性廃棄物中
央 機 構
（ COVRA ：
Central 
Organisation for 
Radioactive 
Waste） 

・放射性廃棄物収集業務
を行うものとしての
COVRAの任命に関す
る令 
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高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る諸外国における許認可制度の現状 

処分事業 
の工程 

米 国 
規制機関：NRC、EPA 
実施機関：DOE 

フィンランド 
規制機関：KTM、YM、STUK 
実施機関：ポシヴァ社 

スウェーデン 
規制機関：持続的開発省、SKI、SSI 
実施機関：SKB 

ドイツ 
規制機関：州政府、BMU 
実施機関：BfS 

スイス 
規制機関：連邦評議会､UVEK､BFE､HSK 
実施機関：未定 

フランス 
規制機関：DGSNRを管轄する大臣(産業、 

環境、厚生省)、DGSNR 
実施機関：ANDRA 

（
文
献
調
査
） 

概
要
調
査
地
区
選
定 

－ 

●KTM(貿易産業省)、STUK(放射線･原子力安全セ

ンター)、YM(環境省)によるサイト確定調査結果

の審査、見解書の提出 

○SKI(原子力発電検査機関)及び政府が研究開

発実証計画を審査及び評価 
●政府はSKB社のサイト選定基準に同意 
●SKB 社のフィージビリティ調査計画策定

は、SKI及びSSI(放射線防護機関)と事前協

議が必要 

－ － － 

（
概
要
調
査
） 

精
密
調
査
地
区
選
定 

○DOE(エネルギー省)は、EPA(環境保護

庁)と協議し、NRC(原子力規制委員会)
の同意を得て｢サイト推薦一般指針｣を

策定 
 
○DOE 長官は５サイトについて環境ア

セスメントを行い、３サイトを大統領

に推薦 

○KTM、STUK、YM による概略サイト特性調査

結果の審査、見解書の提出 
○KTM、STUK、YM による環境影響評価報告書

への見解書の提出 

○SKI 及び政府による研究開発実証計画の審

査 
●SKB 社のサイト調査地区選定結果を政府が

承認 

○州政府は地下調査活動許可申請書を審

査･許可発給(鉱山法による計画確定手続

き*1) 
【環境適合性審査を含む】*2 

○UVEK（環境・運輸・エネルギー・通信

省）は地球科学的調査の許可申請を審査･

許可発給 
 
○HSK(原子力施設安全本部)は地球科学的

調査を監督 

－ 

立 

地 

段 

階 

（
精
密
調
査
） 

最
終
処
分
施
設
建
設
地
選
定 

○NRC によるサイト特性調査(計画･内

容)のレビュー及び立入検査 
○DOEは、EPAと協議し、NRCの同意

を得て｢ユッカマウンテンサイト適合

性基準｣を策定 
○NRC によるサイト特性調査の予備的

なコメント 
○NRC及びEPAは、環境影響評価書を

レビュー 
●NRC は DOE(エネルギー省)と重要技

術課題(KTI)に関する協議 

○ポシヴァ社による政府への原則決定申請書に対

し、KTM、STUK、YMによる見解書の提出 
・安全評価実施 
－最大被ばく個人：少なくとも数千年までは、

0.1ｍＳｖ／年未満、それ以降は放射性物質

放出量拘束値未満 
－大きな集団の個人：最大被ばく個人の 1/10

から1/100 
○政府による原則決定、議会による承認 
【最終処分地決定】 

○KTM、STUKによる建設許可申請までの研究開

発･設計計画の審査、見解書の提出 
●STUK による地下特性調査施設の建設･調査の

監督 

【スウェーデンでは、詳細特性調査と処分場建

設とが一つの申請として審査されるため、

｢地下施設による調査｣に相当する事項は｢建

設段階｣に含めている。】 

【上記計画確定手続きでは、サイト特性調査

から処分場閉鎖までの計画の許可が一括

して行われる。】 

○連邦評議会は概要承認申請を審査･決定、

連邦会議が承認 
○UVEK は地球科学的調査の許可申請を

審査･許可発給 
○HSK(原子力施設安全本部)は地球科学的

調査を監督 

○DGSNR(原子力安全･放射線防護総局)
は、地下研究所の建設･研究活動許可申請

について技術的な観点から政府へ勧告 
【環境影響評価の実施】 
【政府が地下研究所の建設･研究活動を許

可】 
○DGSNR は研究施設の立孔･実験孔･横坑

掘削申請を審査･承認 
○DGSNRは、工事進捗状況報告を受理 

事業許可 
段階 

○NRCは建設認可申請の審査･発給 
【環境影響評価書を含む】 

・ユッカマウンテン全体に対する建

設認可 
・認可対象 
－地上エリア 
－地下エリア 
 地下施設 
地下構造物 
埋め戻し材 
地下構造物に至る開口部（斜

坑、立坑、ボーリング孔等で、

その他密閉材も含まれる） 
・安全評価実施（評価期間10,000年

間、100万年間（規則見直し中）） 
○修正認可申請の審査･発給 
・必要な場合 

○STUK による予備的安全評価の審査、見解書の

提出 
・安全評価実施 

○YMによる建設許可申請書への見解書提出 
○政府による建設許可発給 
・処分場全体に対する建設許可 
・許可対象 
－使用済燃料の封入施設 
－地下施設（使用済燃料を処分するための母

岩中の場所とそれらに連絡する補助的な場

所） 

○SKI 及び政府は詳細特性調査/処分場建設の

許可申請書を審査 
・安全評価実施（評価期間少なくとも10,000
年間） 

○政府は事業の許容性を判断 
○政府は詳細特性調査/処分場建設の許可を発

給 
○環境裁判所は環境法典による許可を発給 

○州政府は処分場の建設･操業許可申請書

を審査･許可発給(原子力法による計画確

定手続き*1) 
【環境適合性審査を含む】 

・安全評価実施 
○連邦政府は州政府の許可手続きを監督 

○UVEK は処分場建設許可申請を審査･許

可発給 
【環境影響評価の実施】 
・安全評価実施（期間の定めなし） 

○DGSNR は設置許可申請書の予備的安全

解析書等を審査*3 
【環境影響評価の実施】 
【産業大臣が設置許可を発給】 

 

建設段階 

○各種報告の受領 
○立入検査 

○STUKによる安全要件等の確認 
○STUKによる規制、計画等の遵守管理監督 
○STUKによる施設変更承認 

○SKI による最終処分場のバリア機能を低下

させるような不具合情報の徴取 
【上記計画確定手続きでは、建設から操業ま

での計画の許可が一括して行われる】 
○建設許可申請者は計画段階及び建設段階

のための品質管理プログラムを提出 
○HSK は品質管理プログラムの詳細要求

事項を規制 

○DGSNR は廃棄物受入の６ヶ月前まで

に提出される安全解析書等を審査*3 
【設置許可における要求事項】 

 

資料－１８

56 



 

                  57 

フランス 
米 国 フィンランド スウェーデン ドイツ スイス 

処分事業 規制機関：DGSNRを管轄する大臣(産業、 
規制機関：NRC、EPA 規制機関：KTM、YM、STUK 規制機関：持続的開発省、SKI、SSI 規制機関：州政府、BMU 規制機関：連邦評議会､UVEK､BFE､HSK 

の工程 環境、厚生省)、DGSNR 
実施機関：DOE 実施機関：ポシヴァ社 実施機関：SKB 実施機関：BfS 実施機関：未定 

実施機関：ANDRA 
○NRCは廃棄物受入許可（操業許可）申
請の審査･発給 
・ユッカマウンテン全体の操業を許可
（初期の操業の処分スペースの建設
が完了したとき） 

・許可対象 
建設認可と同じ。 

・安全評価実施（評価期間10,000年間、
100万年間（規則見直し中）） 

○修正許可申請の審査･発給 
・修正が必要な場合 

回収を困難にする行動 
構造物の解体 
設計及び操業手順に対する実質
的な変更 

○各種報告の受領 
○立入検査 

○STUKによる最終安全評価審査、見解書の提出 
・安全評価実施 

○YMによる操業許可申請書への見解書提出 
○政府による操業許可発給 
○KTMによる安全要件、核物質防護･緊急時計画、

保障措置、原子力損害賠償責任の確認 
○STUKによる作業管理･監督 
○STUKによる操業方法変更承認 
 

○SKI及び政府は初期操業許可申請書を審査 
・安全評価実施（評価期間少なくとも10,000

年間） 
○政府は初期操業の許可を発給 
○SKI 及び政府は施設拡張及び本格操業許可

申請書を審査 
・安全評価実施（評価期間少なくとも10,000

年間） 
○政府は施設拡張及び本格操業の許可を発給 
 

【建設段階の許可から大幅な計画変更がな

い場合は、操業段階での許可は不要】 
○UVEK は処分場操業許可申請を審査･許

可発給 
・安全評価実施 

 
 

○DGSNR は操業に先立ち提出される最終

安全解析書等を審査*3 
 

・安全評価のレビュー（性能確認プログラ

ム） 
サイト特性調査、建設、定置及び操業段

階の全体を通じ、性能評価の遵守に影響

を及ぼす可能性のある許認可申請にお

いて仮定された条件に重要な変化が起

こった場合に、それらを特定するために

実施される。 
・レビュー結果の反映 

具体的な反映は不明確だが、NRCの審

査が終了するまでは、廃棄物の回収可

能性を維持。 

・安全評価のレビュー 
安全要求事項との関係で、解析の結果に決定的

な影響をもつ新しい情報が出現した場合には、

安全評価を更新する。 
・レビュー結果の反映 

具体的な反映については不明確 

・安全評価のレビュー 
最終処分場のバリア機能のいずれかに、安全

性報告書で予測されたもの以外に閉鎖後の

安全性を低下させるような不具合が建設中

または運転監視中に見いだされた場合は、

SKIに遅滞なく報告しなければならない。こ

れは、そのような不具合の疑いが生じた場

合、あるいは将来そのような不具合が生じる

可能性がある場合にも適用される。 
これら不具合について安全性報告書を更新

し、SKIによる評価及び承認を受ける。 
・レビュー結果の反映 

具体的な反映については不明確 

・安全評価のレビュー 
施設の建設の基礎をなす安全解析に一定

の変動幅で用いられた稼働パラメータの

確証が必要である。特に、高レベル放射性

廃棄物の搬入に対する最終処分地層の熱

力学的反応及び岩盤力学的現象を監視し

なければならない。初期データとの顕著な

相違を確認したときは、最終処分施設の安

全に対する影響を解析し、必要があれば最

終処分施設の以降の稼働を修正しなけれ

ばならない。 
・レビュー結果の反映 

上記下線部 

・安全評価のレビュー 
申請者は、概要承認、建設、操業及び閉鎖

許可の各段階で、安全評価を提出しなけれ

ばならない。処分場の建設及び操業中に進

められる調査によって、地球科学的調査で

得られた処分場システムに関する安全関

連情報の補完を行う。閉鎖後に関する安全

評価は、処分場システムに関して積み重ね

られ、改善された知見を基に、再精査を実

施することとする。 
・レビュー結果の反映 

具体的な反映については不明確 

・安全評価のレビュー 
(建設及び操業の各段階において、安全解析

書の提出を規定。各段階で DGSNR が審

査。) 
・レビュー結果の反映 
具体的な反映については不明確 

操業段階 

・回収可能性に対する考慮 
廃棄物定置から５０年間は回収可能性

を維持（閉鎖前） 
 

・回収可能性に対する考慮 
人工バリアが処分済放射性物質を実際的見地か

ら閉じ込めることが要求されている期間（人工バ

リアに対する性能目標は数千年） 
（閉鎖後も維持） 

 

・回収可能性に対する考慮 
回収を容易にする措置、または侵入を困難に

する措置が安全性に与える影響をSKIに報告

することを義務づけ 
 

SKN（後にSKI と統合）はSKB に対し、

定期的な研究開発計画の策定において、実証

段階として初期操業の組み込みの検討を提

案。SKB は初期操業段階を設け、この段階

では回収可能性を維持する計画を発表し、

SKI及び政府の承認を受けている（閉鎖前） 

・回収可能性に対する考慮 
検討されていない 

 

・回収可能性に対する考慮 
操業許可の条件として、廃棄物の回収が閉

鎖までに多額の費用をかけずに可能であ

ることを要求 
（閉鎖前） 

・回収可能性に対する考慮 
未定 

閉鎖段階 

○NRC は閉鎖の修正許可申請の審査･発

給 
【環境影響評価書を含む】 

・修正が必要な場合 
永久閉鎖 

・安全評価実施（評価期間10,000年間、
100万年間（規則見直し中）） 

○各種報告の受領 
○立入検査 

○STUKによる処分終了確認 ○SKI 及び政府は処分場閉鎖許可申請書を審

査 
・安全評価実施（評価期間少なくとも10,000
年間） 

○政府は閉鎖の許可を発給 
 

【原子力法の計画確定手続きは、施設又は操

業の大幅な計画変更の場合にあっては、計

画確定手続きが必要】 

○BFE(エネルギー庁)は処分場閉鎖申請を

当該州に伝え、３ヶ月以内に見解を表明

するよう要請 
・安全評価実施 
○連邦評議会はモニタリング終了後の閉鎖

作業を指示 

○DGSNR は閉鎖に係る解体の各段階の書

類を審査*3 
【産業大臣が閉鎖許可を発給】 

管理段階 － － （未定） （未定） ○連邦評議会は期限付きで追加的な監視を

命じることが可能 （未定） 

事業廃止 
段階 

○NRC は許可終了の修正許可申請の審

査･発給 
・修正が必要な場合 

永久閉鎖、地表施設の除染・解体

後 
 以後、ＮＲＣは関与なし 

○KTMによる廃棄物管理義務の消滅命令 
【廃棄物所有権の国への移転】 

 
 
 

（未定） （未定） 

○連邦評議会は、規定通りの閉鎖後、また

は監視期間の終了後、処分場が原子力施

設ではないと確認 
・安全評価実施（再精査） （未定） 

事業廃止 
後 

・DOE長官はサイト監視を継続 
・監視の終了は予定されていない 

○STUKによる土地利用制限、記録の保存 
○STUKによる閉鎖後モニタリング （未定） （未定） － （未定） 

○：法律に基づく規制機関の行為  ●：法律に基づかない規制機関の行為 
 
 

＊1：計画確定手続き：鉱山法による計画確定手続きで、あらゆる規制法令手続きを一括許可。処分場建設段階では、原子力法による計画確定手続きが行われる。 ＊2：ゴアレーベンサイトの手続きでは、環境適合審査手続きが規定されていなかったことから実施されていない。 
＊3：現行の原子力施設について適用される法律が適用された場合を示す。2006年の総括評価により地層処分が最適とされた場合には、処分場建設許可等に関する法律案が提出される予定。  
 【出典】第17回廃棄物安全小委員会資料 



高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る安全規制制度の段階的整備

西暦 事業段階 原子力安全・保安院による法整備及び許認可手続き

2000

2010

2020

2030

2050

【出典】原子力安全委員会「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ついて（第一次報告）」（H12.11）を加工

原子力発電環境整備機構（NUMO）設立

NUMOによる概要調査地区選定最終処分の
計画改定(*)

概要調査地区における調査
（地質調査、ボーリング調査等）

NUMOによる精密調査地区選定)
最終処分の
計画改定(*

・精密調査地区における詳細な調査
・安全評価に必要なデータの整備
・処分技術の実証　等

NUMOによる最終処分施設建設地選定
最終処分の
計画改定(*)

処分場の設計、処分に係る事業許可申請

管理段階～事業廃止

建設段階

操業段階

閉鎖段階

「安全規制の基本的考え方」

安全審査基本指針

概要調査地区選定の環境要件

・設計要件    ・安全評価シナリオ
・安全指標、基準値

安全審査指針

安全審査

・許可申請手続
・許可要件

認可/確認

・設工認、使用前検査
・施設確認
・設工認、施設確認の技
術基準

確認等

・廃棄体健全性
・廃棄体の受入/定置
・処分坑道埋戻し
・施設定期検査
・保安規定/保安検査
・定期安全レビュー

確認等

・閉鎖措置計画の認可
・閉鎖の要件
・地下施設閉鎖
・地上施設の撤去/解体

確認等

・廃止の確認

精密調査地区選定の環境要件

最終処分施設建設地選定
の環境要件

申 請

事業許可

(*)「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づく改定

安全規制法の整備

処分場の技術基準
（建設～事業廃止）

（
適
宜
見
直
し

）

原子力安全委員

資料－１９
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地層処分に係る主な安全確認手続き 
資料－２０  

 

概要調査

精密調査

文献調査

事業の廃止
事業の廃止

施設の閉鎖
施設の閉鎖

建設・操業
建設・操業

基本設計
基本設計

特廃法第17条大

臣の確認

特廃法第71条
NUMOの解散は別に

法律で定める

特廃法第18条
（記録の永久保存）
特廃法21条
（保護区域の指定）

ガイドライン

処分事業者（NUMO）

事業許可申請

事業許可

閉鎖措置計画
認可申請

認可

申請

保安規定認可

保安検査、定期検査

申請

廃棄体確認

申請

実施計画の
変更申請

承認

実施計画の
変更申請

承認

実施計画の
変更申請

承認

特廃法

規
制
行
政
庁

原子力
安全
委員会

・
原子力
委員会

経
済
産
業
大
臣

基
本
方
針

最
終
処
分
計
画

答申

答申

《
建
設
・
操
業
・
閉
鎖
段
階
》

《
立
地

段
階
》

新たな知見等に基づく安全
評価の実施とレビュー、回収
可能性の維持、原子力損害

賠償制度

【地層処分の安全規制】

環境影響評価

《
廃
止
段
階
》

制度的管理

事業廃止の確認申請

確認

※１
※２

※３
※４

※１
※２

※３

※４

事業許可に際し
ての諮問

答申

許可及び検査の
実施状況の報告

意見

意見
聴取

意見
聴取

概要調査地区の選定
概要調査地区の選定

精密調査地区の選定
精密調査地区の選定

最終処分施設建設地の選定
最終処分施設建設地の選定

原子力
安全

委員会設工認・使用前検査、
施設確認

事業開始届出

概要調査

精密調査

文献調査

事業の廃止
事業の廃止

施設の閉鎖
施設の閉鎖

建設・操業
建設・操業

基本設計
基本設計

特廃法第17条大

臣の確認

特廃法第71条
NUMOの解散は別に

法律で定める

特廃法第18条
（記録の永久保存）
特廃法21条
（保護区域の指定）

ガイドライン

処分事業者（NUMO）

事業許可申請

事業許可

閉鎖措置計画
認可申請

認可

申請

保安規定認可

保安検査、定期検査

申請

廃棄体確認

申請

実施計画の
変更申請

承認

実施計画の
変更申請

承認

実施計画の
変更申請

承認

特廃法

規
制
行
政
庁

原子力
安全
委員会

・
原子力
委員会

経
済
産
業
大
臣

基
本
方
針

最
終
処
分
計
画

答申

答申

《
建
設
・
操
業
・
閉
鎖
段
階
》

《
立
地

段
階
》

新たな知見等に基づく安全
評価の実施とレビュー、回収
可能性の維持、原子力損害

賠償制度

【地層処分の安全規制】

環境影響評価

《
廃
止
段
階
》

制度的管理

事業廃止の確認申請

確認

※１
※２

※３
※４

※１
※２

※３

※４

事業許可に際し
ての諮問

答申

許可及び検査の
実施状況の報告

意見

意見
聴取

意見
聴取

概要調査地区の選定
概要調査地区の選定

精密調査地区の選定
精密調査地区の選定

最終処分施設建設地の選定
最終処分施設建設地の選定

原子力
安全

委員会設工認・使用前検査、
施設確認

事業開始届出

【出典】第 19 回廃棄物安全小委員会資料を加工 
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安全評価とは
○安全評価とは、「サイト固有の条件や安全を確保するために

施される工学的対策を踏まえ、人に健康影響を及ぼす可能
性のある種々の現象を考慮した適切なシナリオを設定して評
価を行い、その評価結果が、あらかじめ定められた放射線防
護上の要件を満足していることを確認すること」

○シナリオとは、「埋設された廃棄物が人間及びその生活環境
に及ぼす潜在的影響の程度を、主として放射線障害防止の
観点からあらかじめ評価するために想定する将来の様々な
状況であり、設定される評価経路と対応する評価モデル及び
評価パラメータによって構成される」。

○シナリオは自然過程を介して人間の生活に影響を及ぼすシ
ナリオ（自然過程シナリオ）と、人為過程を介するシナリオ（人
為過程シナリオ）に分けられる。

（原子力安全委員会：共通的重要事項）

地層処分における安全評価の基本的考え方

シナリオ
解析

評価モデル
パラメータ

評価解析 安全基準値

安全評価のイメージ

河川河川

岩盤岩盤

処分場処分場

帯水層帯水層

堆積層堆積層

断層破砕帯断層破砕帯

地下水の流れ
放射性物質が溶け出した地下水
の流れ

地下水シナリオ

突発的な事象（地震・断層活
動）、火山活動等）

地下水シナリオ以外
緩慢に進行する事象（隆起・侵
食等）

意図的な活動（破壊行為：安全評価の対象外）
人為過程
シナリオ 不注意による人の行為（ボーリング等：予測は不可能で

あり、様式化シナリオを定め、対策の妥当性を確認等）

自然過程
シナリオ

資料－２１

【出典】第１８回廃棄物安全小委員会資料を加工 図はNUMO作成

今後原安委で検討
（参考）国際
基準：.0.3mSv/年
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評価期間と放射線防護基準
線量基準
（mSv/年）

注）線量からﾘｽｸを換算する場合、たとえば、ICRPpub60表３致死がん0.05,非致死
がん0.01及び重篤な遺伝的影響0.013のﾘｽｸ換算値が採用できる。

0.01

リスク基準

（死亡等／年）

10-6

10-5

オーダー

3.5

米国（１００万年追加を検討中）

仏（少なくとも１万年）

１０００年 １万年 １００万年

0.1

0.15

0.25

ＩＣＲＰ勧告、ＩＡＥＡ基準

公衆の線量限度

ＩＣＲＰ勧告、ＩＡＥＡ基準

0.3
1.0

規制免除

フィンランド（数１０００年で区分）

スウェーデン（１０００年で区分）

防護能力の評価（１０００年から
最大１００万年）

放出放射能量で評価（数千年以降）

0.05 運転中

原子炉線量目標値

スイス

スイス
低発生可能性の場合

ドイツ

定量的評価を実施

資料－２２

【出典】第１８回廃棄物安全小委員会資料
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資料－２３

諸外国における高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る安全評価の評価期間及び安全基準・指標

安全基準・指標  安全基準・指標における評価期間の

位置付け 線量 リスク その他の安全指標 

ＩＣＲＰ － 線量拘束値として 0.3ｍSv／年（自

然過程に基づく評価。線量／確率

分離アプローチ） 

リスク拘束値として 10－５／年のオー

ダー（自然過程に基づく評価。統合ア

プローチ） 

 

ＩＡＥＡ － 0.3ｍSv／年未満 10－５／年オーダーを超えない  

カナダ 対象廃棄物に伴う汚染物質がその
有害性を維持する期間や工学バリ
アの設計寿命等の要素を考慮して
設定。 

放射線吸収線量の上限として 1ｍ

Sv／年（併せて、1ｍSv／年の 1/3

の線量拘束値を示唆(ICRP の勧告

を例示)） 

（ICRPのリスク拘束値 10－５／年を例

示） 

 

フィンランド 十分予測可能な期間（少なくとも数

千年） 
①公衆の中で最も被ばくした者

［0.1ｍSv／年］ 

②集団の平均 [①の 1/100～

1/10]。 

  

 十分予測可能な期間以降（数千年以

降） 

  核種毎の固有拘束値（放

出放射能量）等 

 期間の概念無し（想定外事象単独で

評価） 

 【想定外事象】 

結果として生じる影響×発生確率が、

線量値あるいは放出放射能量拘束値を

下まわること（影響が 0.5Svを超える

可能性がある場合、その年間発生確率

のオーダーは最大でも 10-6）。 

 

フランス 少なくとも 10,000 年間について天

然バリアの安定性を立証 

 

【基準状況】 

0.25ｍSv／年（発生が確実である

かきわめて可能性の高い事象） 

【偶発的事象に関する仮想状況】 

リスク概念([当該事象の発生確率]×

[それに伴う被ばく効果])の使用を検

討することができる。処分場の設計で

考慮しなければならない仮想状況に関

連する(線量当量として表現される)個

人被ばくは、確定的影響を生じさせる

と考えられるレベルを大きく下回る水

準に維持されなければならない。 

 

ドイツ － 0.3ｍSv／年を超えない －  

スウェーデン 処分場閉鎖後の最初の 1,000 年間

とそれ以降の二つの期間について

処分場の防護能力を評価［SSIFS 

1998:1］（後者の期間は、最大 100

万年までとし、少なくとも 10 万年

ないしは氷期１サイクルの期間

［SSIFS 2005:5］） 

注) SSI Report 2000:18 では、1,000

年以内を、現実的な定量分析に基

づいて評価を行える期間として

おり、1,000 年以降については、

隔離能力を示す安全指標として

計算することが求められている。 

－ 

 

10－６／年を超えない[SSIFS 1998:1]

（ただし、極めて少人数に限定される

場合には最大リスクが 10-5/年を超え

ないならば基準を満足すると見なすこ

とができる[SSIFS 2005:5]） 

 

リスクは、「放射線量を受ける確率と

放射線量による有害な影響の積」とし

て定義されている。 

 

スイス 具体的な期間を示さず、「いかなる

時点においても」基準を満たすこと

を要求。 

【発生が合理的に予想されるプロ

セス及び事象】 

0.1ｍSv／年を上回らない 

【発生確率の低いプロセス及び事象】 

放射線学的な死亡リスクとして 10－６

／年を上回らない 

 

処分後 1万年まで 0.15ｍSv／年を超えない 米国 

1 万年より後、地質学的に安定した

期間（百万年）まで 

3.5ｍSv／年を超えない 

－  

ＩＣＲＰ  ：ICRP Pub.81「長寿命放射性固体廃棄物の処分に対して適用されるものとしての放射線防護勧告」（1999）  
ＩＡＥＡ  ：DS154（IAEA安全基準シリーズWS-R-4「安全要件：放射性廃棄物の地層処分」）（2005）  
カナダ   ：カナダ原子力安全委員会(CNSC)が、G-320「放射性廃棄物管理の長期的な安全性に関する評価（ドラフト）」（2005）  
フィンランド：放射線・原子力安全センター（STUK）の「使用済燃料処分の長期安全性の指針YVL8.4」(2001) 

フランス  ：原子力施設安全局(DSIN)の安全基本規則No.Ⅲ.2.f「放射性廃棄物の深地層処分場の閉鎖後の安全性を確保するために、同処分場

設置の設計・建設段階で採用すべき目標の規定」（1991）  
ドイツ   ：原子炉安全委員会(RSK)の「鉱山における放射性廃棄物の最終埋設処分のための安全基準」(1982) 
スウェーデン：放射線防護機関（SSI）のSSIFS 1998:1「廃棄物等管理防護規則」、SSIFS 2005:5「廃棄物等管理防護規則ガイドライン」  
スイス   ：スイス連邦原子力安全検査局(HSK)及び連邦原子力施設安全委員会(KSA)のHSK-R-21「放射性廃棄物処分に関する防護の目標」(19

93) 
米国     ：環境保護庁(EPA)； 40 CFR Part 197「ネバダ・ユッカマウンテンに関する環境放射線防護基準」（2005、見直し中）。原子力規制委員会(NRC)；   

10 CFR Part 63「ネバダ・ユッカマウンテンにおける地層処分場への高レベル放射性廃棄物の処分」（2005、見直し中） 
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諸外国の高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る安全評価の考え方及び指標・基準等 資料－２４ 

国名及び文書名 評価対象 シナリオ設定の考え方 評価方法 評価期間 安全指標及び基準値 

個人線量 長期的な安全性評価にあたり以下のシナリオを想定。 

1. 通常の経時的変化 

2. 極端な条件あるいは自然に発生する破壊的事象 

3. 閉じ込め破損シナリオ 

放射線吸収線量の上限として 1mSv／年。併せて、規制線量

限度(1ｍSv／年)の 1/3 を上回らない設計目標値(線量拘束

値)、放射線学的なリスクに関する目標値として 10－5／年を

示唆(ICRP勧告を例示)。 

カナダ 

G-320「放射性廃棄

物管理の長期的な

安全性に関する評

価 」 ド ラ フ ト

(2005) 人間侵入 閉じ込め破損シナリオとして、人間侵入シナリオを想

定。人間侵入シナリオにはバリア貫通も含まれる。 

目的に応じて、シナリオ、評価アプローチ及び各評

価モデルの性質が決定づけられ、サイト固有のデー

タを評価モデルに入力し、得られる計算値を安全指

標の目標値と比較する。 

法律によって定められた目標や原則に時間

的な制限は設定されていないが、評価におい

て使用される対象期間の決定の際には、廃棄

物に伴う汚染物質がその有害性を維持する期

間や工学バリアの設計寿命等の要素を考慮。 

偶発的な人間侵入シナリオでは規制限度を上回る線量が

予測される可能性があり、その場合には当該侵入が発生する

可能性、当該評価に含まれる不確実性、さらには線量限度の

保守性に照らして解釈しなければならない。 

個人防護 

・個人線量 

・廃棄物から環境への

放出放射能量 

地下水シナリオとして考慮すべき３つのシナリオを提

示：①家庭用水としての使用、②植物の潅漑用及び動物

への水やりとしての使用、③水路及び川床の使用 

潜在的な将来の展開に関するシナリオ解析を行い、

放射性廃棄物からの放射能放出量と、結果として生

じる線量の解析を行い、安全要求事項との比較を行

う。 

・十分予測可能な期間（少なくとも数千年

間）：個人線量が評価対象 

・上記の期間以降：放出放射能量が評価対象 

・十分予測可能な期間（個人線量）：①公衆の中で最も被ば

くした者［0.1mSv］、②集団の平均[①の 1/100～1/10]

・上記の期間以降（放出放射能量）：核種毎の固有拘束値等

フィンランド 

・使用済燃料処分

の安全性に関す

る政府決定(99) 

・使用済燃料処分

の長期安全性の

指針YVL8.4(01) 

想定外事象 

（上記同様に、個人線量

と放出放射能量） 

想定外事象として３つの事象を提示:①井戸掘削、②廃

棄物に接触するコアドリル、③処分場環境での相当な岩

の動き 

付随的な事象の安全に対する重要性を評価するも

のとし、結果として生じる影響（線量／放出量）を

計算して、その発生の確率を掛ける。 

期間の概念無し（想定外事象単独で評価） 結果として生じる影響（線量／放出量）×発生確率が、上記

の基準値を下まわること（影響が 0.5Svを超える可能性があ

る場合、その年間発生確率のオーダーは最大でも 10-6）。 

基準状況 発生が確実、極めて可能性の高い事象についてシナリオ

を設定。 

処分場の変遷のモデル化、特に地下水の循環及び放

射性核種の移行のモデル化による評価。 

少なくとも１万年間の天然バリアの安定性を

立証。天然バリアの安定性が問題となる期間

以降も定量的な評価を実施。 

0.25ｍSv／年 フランス 

「安全基本規則 

No.Ⅲ.2.f」(1991

年 6 月) 偶発的な事象に対する

仮想状況 

自然によるもの、人間活動に関連したシナリオの設定。 被ばくを生じさせる状況の発生確率を考慮するリ

スク概念の使用を検討。 

記録が維持されているため、処分場への人間

侵入が想定されない期間を 500 年と規定。 

仮想状況に関連する個人被ばくは、確定的影響を生じさせる

レベルを大きく下回る水準に維持。 

ドイツ 

「鉱山における放

射性廃棄物の最終

埋設処分のための

安全基準」(1983) 

住民の個人被ばく線量 － 具体的な異常シナリオを作成し、全体システムの中

の部分システム及び事象経過を、十分保守的な仮定

に基く適当なモデルにより模擬し、自然科学的方法

で立地別の安全解析を行う。 

法律によって定められた目標や原則において

は、評価時間枠は、特に限定されていない。 

個人被ばく線量≦0.3mSv/年 

主要なシナリオ 外的な条件の予測される進展及び内的な条件に関する

現実的な、またはそうする理由がある場合、保守的な想

定に基づくシナリオを設定。安全評価の対象期間に起き

る確率が高いか、起きる確率が低いことを示すことがで

きないものを含む。 

発生確率の低いシナリ

オ 

主要なシナリオにおける事象の進展が異なるバリエー

ションのほか、バリア損傷状況下における将来の人間活

動を考慮するシナリオを設定。 

特徴、事象及びプロセスを網羅し、決定論的方法及

び確率論的方法を用い、不確実性を考慮した安価を

実施。 

 

最大リスクを受けるグループに属する代表的個人リスク

10-6/年以下（ただし、極めて少人数に限定される場合には 

最大リスクは 10-5/年以下を許容） 

 

スウェーデン 

SSIFS 1998:1  

廃棄物等管理防護

規則 

 

SSIFS 2005:5  

廃棄物等管理防護

規則ガイドライン 

 

SKIFS 2002:1  

廃棄物等最終処分

安全規則 

他のシナリオ 

 

個々のバリア及びその機能がもつ意義を解明するため

に、発生確率とは無関係に選択され、調査対象とされる

事象の進展及び状況を含むシナリオを設定。処分場に侵

入した人間が受ける影響を解明する事例、未閉鎖状態で

監視されない処分場がもたらす影響を解明する事例を

含む。 

処分場の防護能力を擾乱することにより結果とし

て起こる影響は、最大被ばくを受けるグループの個

人に対する線量を計算することによって説明され

なければならず、擾乱を受けていない処分場に対す

るリスク解析とは別個に報告。人間侵入による直接

的な結果として起こる影響については、説明不要。

・処分場閉鎖後の最初の 1,000 年間とそれ以  

 降の二つの期間について処分場の防護能力  

 を評価（後者の期間は、最大 100 万年まで  

  とし、少なくとも 10 万年ないしは氷期１サ

イクルの期間） 

注）SSI Report 2000:18 では、1,000 年以内

を、現実的な定量分析に基づいて評価を行

える期間としており、1,000 年以降について

は、隔離能力を示す安全指標として計算す

ることが求められている。 

 

 

個人被ばく線量の上限は規定されていない。 

スイス 

HSK-R-21 

「放射性廃棄物処

分の防護目標」 

(1993) 

個人防護 経時的に処分場システムに影響を及ぼし得るプロセス

及び事象を基に、発生し得る幾つかの変遷シナリオを設

定。発生確率の低いプロセス及び事象については、リス

ク評価で考慮。発生確率が極めて低いか、放射線以外の

影響がはるかに大きいプロセス及び事象、人間侵入につ

いては、安全解析で考慮不要。 

処分場の挙動予測モデルに基づき、処分場システ 

ムの経時的変遷を示し、防護目標達成を証明。 

許認可手続きの各段階(概要承認、建設、操業及び

閉鎖許可)で、安全解析を要提出。 

 

具体的期間を示さず、「いかなる時点において

も」基準を満たすことを要求。 

 

個人線量：いかなる時点においても、年間 0.1mSv を以下。

個人の放射線学的死亡リスク：いかなる時点においても、 

年間 100 万分の 1以下。 

個人防護 性能評価で考慮する特性、事象及びプロセスは、発生確

率（10－8／年以上）により選定。 

特徴、事象及びプロセス、シーケンスの発生確率、

不確実性を考慮した性能評価を実施。 

人間侵入 （連邦規則で設定人間侵入に係る様式化したシナリオ

を使用。） 

1 回の地下水探査のためのボーリングによる影響

を、規制側が設定したシナリオにより評価。 

①処分後 1万年 

②1万年より後、地質学的に安定した期間内 

「地質学的に安定した期間」とは、処分後 100

万年で終了すると定義されている。 

①処分後 1万年：0.150ｍSv／年 

②1万年より後、地質学的に安定した期間内：3.5mSv／年 

米国 10 CFR Part 

63「ネバダ州ユッ

カマウンテンの地

層処分場における

高レベル放射性廃

棄物の処分」 

（2005、見直し中） 
地下水防護 性能評価で考慮する特性、事象及びプロセスは、発生確

率（10－5／年以上）により選定。 

特徴、事象及びプロセス、シーケンスの発生確率、

不確実性を考慮した性能評価を実施。 

処分後の 10,000 年間 0.04mSv／年（β・光子を放出する放射性核種）ほか 

 【出典】第 18 回廃棄物安全小委員会資料 
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地層処分事業の段階的実施についての国際的議論
１．IAEAのWS-R-4「放射性廃棄物の地層処分」によれば以下のとおり。

地層処分施設の開発（立地、設計、建設）、操業及び閉鎖は数十年にわたって実施される可能性がある。いくつかの国に
おける地層処分の現状の計画では、処分施設が一連の段階を経て開発されることが予想されている。

こうした段階的なアプローチには、必要とされる科学的、及び技術的データの秩序だった蓄積と評価、サイト候補地の評
価、処分概念の開発、データを段階的に改善しながら行う設計及び安全評価に関する反復研究、技術面及び規制面のレ
ビュー、公衆との協議及び政治的決断が含まれる。

段階的なアプローチでは、処分施設の設計と操業管理のための幅広い選択肢を考慮することによって、新しい技術情報、
廃棄物管理及び材料技術の進歩に対応し、さらに社会的、経済的、及び政治的な側面に対応できる柔軟性が加味される
ことが期待される。

このアプローチには開発において与えられた段階を逆転したり、さらに適切な場合には一旦定置した廃棄物を回収するよ
うな選択肢が含まれることがある。

２．OECD/NEA「長期的な放射性廃棄物管理に関する意志決定の段階的なアプローチ」(2004,No.4429）によれば以下の

とおり。
－段階的アプローチの採用によって公衆の関与プロセスと社会的な学習が容易になる。
－段階的な意思決定によって決定の可逆性が実現する。

可逆性は、ひとつ又は一連のステップをプログラムの後の段階で取り消すことを意味する。
可逆の例：サイト選定の決定、設計オプションの採用、施設の改造、廃棄体の回収等。
可逆性により、以下の対応が可能となる。

・サイト設計に関する新たな技術情報
・廃棄物管理の新たな技術開発
・経済、社会、政治的状況、受容性の変化
・規制上の要求の変化

可逆性は、廃棄物管理施設の開発計画のいかなる段階でもフォールバックポジション（後戻りの可能性）を考慮し、
それを取り入れることで確かなものとなる。

【出典】第１９回廃棄物安全小委員会資料
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【出典】IAEA: WS-R-4 Geological Disposal of Radioactive Waste Draft(2005)
（ ）内はWS-R-4のパラグラフに対応

１．定義＊

ある施設又は活動の安全を裏付ける論拠及び証拠を収集したものであり、通常、安全評価の結果及びこれらの
結果の信頼性の証明が含まれる。

２．目的

○セーフティケース及び安全評価は、処分事業の各段階で規制機関又はその他の必要な意思決定へ情報を与えるた

めに必要な技術情報を提供する目的で作成される (3.42)。
○規制機関及び他のステークホルダー（利害関係者）によるレビューのために、セーフティケース及びその裏づけ

の安全評価を開発することは、地層処分施設の開発、操業及び閉鎖の中核である。セーフティケースは地層処分

施設の安全性を証明し、安全性に対する信頼に寄与するものである。セーフティケースは、施設に関する全ての

重要な意思決定に対する重要なインプットである (3.40)

３．誰がいつ作るのか？
○ セーフティケース及び安全評価は、処分場の開発、操業、閉鎖の各段階において、事業者が実施、更新 (3.42)
○セーフティケースは、プロジェクトの開発につれて順次開発して精緻化し、また、地層処分施設開発の重要な各

段階で提示される (3.43)
○セーフティケースを裏付ける安全評価は、地層処分施設の開発及び操業を通じて実施、更新され、サイトデータ

が適用可能となったときに、より精緻化される (3.44)

４．規制との関係
○セーフティケースは、地層処分施設の開発の初期には許認可決定の根拠として作成し、研究開発、立地及び設計

の活動の指針となる (3.43)
○規制機関は、所定の段階に入る前に更新又は改訂を命じることができ、そのような更新や改訂は、地層処分施設

の開発と操業の次の段階に入るための政策的支援または公衆の支持を得るために必要になる場合がある (3.43)

セーフティケースと安全規制
資料－２６
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１．定義
○IAEA用語集＊：「法律に基づいて指定された当局又は公的機関による放射性廃棄物サイトの管理」

・能動的なもの（モニタリング、サーベイランス及び修復作業）
・受動的なもの（土地利用の制限）
・原子力施設（例えば、浅地中処分場）の設計において考慮される要因の1つ

○IAEA WS-R-4における記述：「制度的管理及び処分施設に関する情報を維持するための措置の例」
・土地利用管理、サイト制限、監視、モニタリング、地元、国及び国際的な記録、永続性のある地表面／地表下
のマーカーの利用

２．制度的管理と安全
最終処分施設は、IAEAの安全要件においては、閉鎖後の制度的管理に拠らず安全性が確保されるよう、施設は、

設計、建設、閉鎖されるべきであり、制度的管理は、閉鎖後施設の受動的安全設計を妨げる不用意な人的活動の可
能性を低減させるものとされている。このように制度的管理は、安全に寄与するとされているが、施設の安全確保
の要件とはされていない。

３．国際基準等での制度的管理の位置づけ、各国における規制制度における扱い
・廃棄物等安全条約：処分施設に関する記録の保存とともに、必要に応じ、監視、立入制限等の能動的又は受動的

な制度的管理の実施について規定。
・IAEA WS-R-4： 制度的管理は、人間侵入の可能性低減や施設の社会的受容性に寄与する旨記述。また、制度的管

理と処分施設に関する情報を維持するための措置を含む計画の準備について規定。
・ICRP (Pub.81)：人間侵入に関連した被ばくの防護は、能動的及び受動的な制度的管理によって、最もよく達成さ

れる旨記述。また、偶然の人間侵入による被ばくの確率あるいは大きさを減らすために合理的な手段がとられて
いることを、防護の最適化を行う際に考察しなければならないとしている。

・諸外国：記録の保存は殆どの国で盛り込まれている。モニタリング、土地の利用制限等は、各国により異なる。
・日本：事業法である特廃法において以下を規定。

記録の永久保存（第18条）、 保護区域の指定、土地掘削の制限等（第21条）

＊ IAEA用語集 Safety Glossary Version 1.2 draft (2005) 【出典】第１９回廃棄物安全小委員会資料

制度的管理
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各国における制度的管理の扱い
国名 内容、有効期間

米国

・記録の保存：現地、州及び連邦政府機関の記録保管所及び土地登記体系、さらには世界の記録保管所における記録の保管。
・土地所有・利用制限等：政府による土地の所有及び資源利用等に関する権益の管理。
・モニタリング・監視等：処分場閉鎖後に、エネルギー長官は、ユッカマウンテン・サイトを監視し続ける。
・標識：実行可能な限り永続的なものとして設計、製造及び設置された標識。

カナダ

・記録の保存：記述なし
・土地所有・利用制限等：受動的な措置を含めることが可能とし、サイトへの接近を必要としないような土地利用の制限を例示。
・モニタリング・監視等：能動的な措置を含めることが可能とし、サイトでのモニタリング、監視及び保守作業などを例示。
・標識：記述なし

スウェーデン

・記録の保存：放射性廃棄物の関係文書の保管を義務付け。業務廃止後は、国または地域の公文書館に移管。
・土地所有・利用制限等：規定なし。
・モニタリング・監視等：規定なし。
・標識：規定なし。

スイス

・記録の保存：処分場所有者は文書の長期保管に向けた文書化制度を確立。閉鎖・監視期間の終了後に連邦省に引き渡す。
・土地所有・利用制限等：連邦庁が処分場の防護区域の土地登記を行い、区域内での影響のある活動について許可を義務づけ。
・モニタリング・監視等：連邦評議会は閉鎖後に期限付きの追加的な監視を要求可能。連邦は以後、さらに環境監視を実施可能。
・標識：連邦評議会は地層処分場の恒久的な標識を定める。

フィンランド

・記録の保存：主要記録や運転期間中に入手される放射性廃棄物の在庫データ等は、閉鎖後の期間中に供託する。
・土地所有・利用制限等：永久処分後（廃棄物の所有権及び管理責任は国家に移転）に、規制当局は土地利用制限を行う権利を
有する。

・モニタリング・監視等：設計原則では長期安全確保のためのモニタリングは不要だが必要に応じて閉鎖後のモニタリングを実施。
・標識：規定なし。

フランス

・記録の保存：処分場の存在に関する記憶を保つための措置として、記録の保存を例示。
・土地所有・利用制限等：規定なし。
・モニタリング・監視等：規定なし。
・標識：処分場の存在に関する記憶を保つための措置として、地表の標識を例示。

ドイツ

・記録の保存：完全な記録文書を、空間的に分離した適切な場所に保管しなければならない。
・土地所有・利用制限等：記述なし。
・モニタリング・監視等：定期的な一般的環境保護測定及び敷地測量を実施。特別な管理・監視プログラムは不要。
・標識：定期的な環境保護測定及び敷地測量を考慮して不要。

資料－２８
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回収可能性の維持に関する国内外での検討

IAEA「放射性廃棄物の地層処分」（WS-R-4、2005年）
・地層処分とは放射性廃棄物を取り出す意図がないことを意味する。ただし、取り出す可能性は除外できない。
・いかなる安全基準又は要件も、廃棄物の回収が可能になる、又は容易になるという理由により、緩和されることがあってはならない。
可逆性を可能とする対策は、安全性又は性能に許容できない悪影響を及ぼすことがないことを確保する必要がある。

・1.16 定置した廃棄物の回収を含め、地層処分施設の開発及び操業期間中にさまざまな活動を逆転することがあるが、これに対する見
通しとその根拠が国際的に議論されている。さらに、回収可能性などリバーシィビリティ(可逆性)を容易にするための設計または操業
上の対策を盛り込んだ処分施設の開発が、いくつかの国家プログラムにおいて検討されている。しかし、いかなる安全基準又は要件も、
廃棄物の回収が可能になるか、又は特別な規定により容易になるという理由で、緩和されることがあってはならない。可逆性を可能と
する対策は、安全性又は性能に許容できない悪影響を及ぼすことがないことを確保する必要がある。

OECD/NEA「放射性廃棄物の地層処分における可逆性と回収可能性 国際レベルでの考え方」（2001年）
・廃棄物を回収可能な方法で定置するよう準備することは、処分場開発における決定の可逆性の面で柔軟性を高める。
メリット ：①技術的安全問題又は安全規準の変更、②資源との関連性、③新しい廃棄物処理技術又は処分技術の利用可能性、

④社会的受容とリスクの認知
デメリット：①操業の安全性、長期安全性に対するマイナス効果に関する不確実性、②最終的な閉鎖と密閉に関する不確実性、

③処分場への無責任な立入又は干渉の機会の増大、④保障措置の強化の必要性
・最終目標は、廃棄物の受動的で安全な隔離を長期間提供することであり、回収可能性は副次的目標あるいは選択肢に過ぎない。
・回収可能性のどのような備えも、操業中及び長期的に十分な安全性と安全保障を保全するやり方で実現されるべき。

EU/EC「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」（2000年）
・処分場システムが具備する能力であり、何らかの理由によって回収が望まれた場合に廃棄物パッケージを回収すること。
その意義：将来の世代にその世代の決定を行うオプションを残すこと。

原子力安全委員会「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ついて（第一次報告）」（2000年）

・第５章 高レベル放射性廃棄物の処分に係る安全規制
第２節 建設・操業段階等における安全確認の考え方
３．閉鎖段階の安全確認

処分場の閉鎖に際しては、建設段階及び操業段階に得られたデータを追加し、安全評価の結果が妥当であることの確認を行う。
また、その妥当性を確認するまでの期間は、高レベル放射性廃棄物の回収の可能性を維持することが重要である。
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