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はじめに 
 
我が国の原子力施設で発生した低レベル放射性廃棄物のうち、原子炉施設等

の操業で発生した低レベル放射性廃棄物の一部は事業者等により埋設処分が

行われているが、原子力発電所の廃止措置等に伴い発生する炉心等廃棄物（仮

称）や再処理施設で発生した長半減期低発熱放射性廃棄物（以下「ＴＲＵ廃棄

物」という。）は、これまでに処分がなされていない。 
使用済制御棒、チャンネルボックス、炉内構造物等の炉心等廃棄物（仮称）

の処分に関しては、平成 10 年 10 月に原子力委員会において、一般的と考え

られる地下利用に対し十分余裕をもった深度への処分（余裕深度処分）の概念

が報告された。同報告を踏まえて、原子力安全委員会では平成 12 年９月に「現

行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物処分に係る安全規制の基

本的考え方について」を取りまとめ、余裕深度処分に関して、昭和 60 年の「低

レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基本的考え方につい

て」（以下「基本報告書」という。）に示した安全確保の考え方等は基本的に適

用できるとの考えを示した。また、同じく平成 12 年９月に取りまとめた「低

レベル放射性廃棄物処分の陸地処分の安全規制に関する基準値について（第３

次中間報告）」では、原子炉施設から発生する低レベル放射性廃棄物を余裕深

度処分する場合等の濃度上限値を示した。この報告書を受け、原子炉施設から

発生する放射性廃棄物の余裕深度処分に関する濃度上限値等を定めるため、平

成 12 年 12 月に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以

下「原子炉等規制法」という。）施行令が改正された。 
再処理施設等の操業、解体等によって発生するハル・エンドピース、廃銀吸

着材、硝酸塩を含む濃縮廃液、難燃性廃棄物、不燃性廃棄物等のＴＲＵ廃棄物

に関しては、平成 12 年４月に原子力委員会において、これらを適切に処理し

た後、含まれる放射性核種の種類及び濃度に応じて、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（余裕深度処分）及び廃棄物の特徴を考慮した地層処分にそれぞ

れ区分して処分を行うことが提案された。 
その後、平成 17 年 10 月に原子力委員会が決定し、さらにそれに関する閣議

決定がされた原子力政策大綱において、「余裕深度処分方式については事業者

が調査・試験を実施しているので、その結果を踏まえて、事業の実施に向けて

速やかに安全規制を含めた制度の整備を検討するべきである。」とされている。 
日本原燃(株)は、青森県六ヶ所村において、低レベル放射性廃棄物のうち放

射能レベルの比較的高い廃棄物（発電所の廃止措置等に伴い発生する炉心等廃

棄物（仮称）や、再処理施設等から発生するＴＲＵ廃棄物のうち余裕深度処分

が想定される廃棄物）の埋設施設に係る調査を実施し、その調査結果を平成



 
 

 

2 

18 年９月に公開した。 

原子力安全委員会は、炉心等廃棄物（仮称）の低レベル放射性廃棄物を対象

とした処分事業（余裕深度処分事業）が行われると考えられることにかんがみ、

統一的な考え方に立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、安全審査指針等について平成 17 年９月に検討を開始し、さらに再

処理施設等からの核燃料サイクル廃棄物等を対象として濃度上限値の検討を

行っている。  
このＴＲＵ廃棄物の余裕深度処分に関する濃度上限値が決定されれば、既に

濃度上限値が規定されている炉心等廃棄物（仮称）に加え、当該値以下であっ

て浅地中ピット処分の濃度上限値を超えるＴＲＵ廃棄物については、余裕深度

処分を行うことが考えられる。 
こうした状況のなか、その様な廃棄物の余裕深度処分の事業化を控え、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。）では、放射性廃棄物処分の安全規制全体を俯瞰し、国際的

な安全基準等との整合性に留意するとともに諸外国の安全規制制度も参考に

し、かつ原子力安全委員会の検討動向等も踏まえ、現行の埋設事業に関する安

全規制制度を検証しつつ、低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規

制について検討を行い、中間報告書として取りまとめたものである。 
 
Ⅰ．余裕深度処分を取り巻く状況 
 
１．余裕深度処分の概念 

原子力委員会が、平成10年10月に取りまとめた「現行の政令濃度上限値を超

える低レベル放射性廃棄物処分の基本的考え方について」によれば、原子炉施

設から発生する現行（当時）の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物

（余裕深度処分が行われる放射性廃棄物）を安全かつ合理的に処分するととも

に、数百年の管理期間が経過した後の処分場跡地について一般的な土地利用が

制約されないようにするためには、以下の対策を講じることが必要である。 

①一般的な地下利用に十分余裕を持った深度（例えば地表から50ｍ～100ｍ程

度）に処分 

②放射性核種の移行抑制機能の高い地中を選定 

③コンクリートピットと同等以上の閉じこめ機能を持った処分施設を設置 

④放射性核種の濃度の減少を考慮して数百年間処分場を管理 

また原子力委員会は、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」（平成 12 年３月）

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。この中で、再処理施設及び混合酸化物
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燃料（MOX 燃料）加工施設の運転・解体に伴い発生するＴＲＵ廃棄物の処分

については、浅地中ピット処分、地下利用に余裕をもった深度への処分（余裕

深度処分）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．余裕深度処分に係る調査状況 
日本原燃㈱は、平成14年から平成18年までの間、青森県六ヶ所村において、

低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの比較的高い廃棄物（発電所の廃止

措置等に伴い発生する炉心等廃棄物（仮称）や、再処理施設等から発生するＴ

ＲＵ廃棄物のうち余裕深度処分が想定される廃棄物）を地表から50ｍ～100ｍ

程度の深度へ埋設処分するための埋設施設に係る調査（調査坑の掘削、ボーリ

ング調査等）を行い断層等の地質状況や地下水の動き等を評価し、その調査結

果を平成18年９月に公開した。 

日本原燃㈱では、電気事業連合会とともに今後とも余裕深度処分に関する検

討を進めていくこととしている。 

 
Ⅱ．余裕深度処分の安全確保及び安全評価について 
 

原子力安全委員会は、比較的浅い地下に埋設することが可能な放射性廃棄

物を対象として、昭和 60 年 10 月に処分の安全規制に関する基本的考え方に

関して「基本報告書」を、さらに昭和 63 年３月には「放射性廃棄物埋設施設

の安全審査の基本的考え方」を取りまとめた。 
 その後、原子炉施設の解体に伴い発生する炉心等廃棄物（仮称）の低レベ

ル放射性廃棄物処分に対する安全審査指針の策定に向けて、低レベル放射性

廃棄物から高レベル放射性廃棄物にわたる種々の性状の放射性廃棄物処分の

安全規制に共通する基本的な考えを示すために、国際的動向等を勘案しつつ

検討を行い、平成 16 年６月に「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。）として取りまとめ

た。ここでは、安全評価のためのシナリオの発生の可能性とその影響を組み

合わせたリスク論的考え方の導入、放射線防護基準の策定、介入レベルを考

慮した人為過程に対する扱い等について今後の検討の方向性が示された。ま

た、安全評価の基本として、サイト固有の条件や安全を確保するために施さ

れる工学的対策等を踏まえ、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とさ

れた。特に、余裕深度処分については、安全規制の考え方や安全審査指針な

どの策定に当たっては、当該検討結果を十分踏まえて、廃棄物処分の態様に
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応じた具体的な安全評価の手法等について検討を行う必要があると指摘され

た。 
さらに、炉心等廃棄物（仮称）の低レベル放射性廃棄物を対象とした処分事

業（余裕深度処分）が行われると考えられることにかんがみ、「共通的重要事

項」の指摘を踏まえて、平成 17 年９月から「低レベル放射性廃棄物埋設分科

会」において、全ての施設から発生する低レベル放射性廃棄物の処分を対象と

した安全審査指針の策定を目的として、余裕深度処分に係る安全規制の基本的

考え方の検討を開始している。ここでは、想定する被ばくシナリオを３段階に

分類し、それぞれに対応する評価結果の判断の目安を段階的に設定することを

検討している。 
また、平成 18 年８月からは「放射性廃棄物・廃止措置専門部会」において、

原子炉施設からの廃棄物に加えて、再処理施設等からの核燃料サイクル廃棄物

を対象として、浅地中の人工構築物を設けない素掘りトレンチへの処分（以下

「浅地中トレンチ処分」という。）、浅地中ピット処分及び余裕深度処分の３通

りの埋設方法のそれぞれについて、最新の知見を用いた重要核種の選定とその

濃度上限値の検討を行っている。 
 
Ⅲ．国際安全基準等の動向 
 
１．余裕深度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、原子力施設の安全確保と同様、国

際的にも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。 
 国際安全基準に関しては「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。）が 2001 年 6 月に発効し、我が国は 2003
年（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、国際原子力機関（以下「ＩＡＥＡ」という。）においては、地表下数

十メートルの岩洞中への処分を含む浅地中処分の安全要件として、1999 年に

「放射性廃棄物の浅地中処分」（ＷＳ－Ｒ－１）（以下「ＷＳ－Ｒ－１」という。）

が取りまとめられた。同文書では、処分施設の長期安全性は、サイトの特性、

設計、廃棄物内容物及び制度的管理等の組み合わせで達成され、操業者は処分

施設建設前に安全評価を行い、一方規制当局は安全基準に合致しなければ操業

を認可してはいけないとされている。施設の建設、操業は規制当局の認可後に
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開始され、操業中の安全を担保するため操業者は国の規則にしたがった規定を

用意するとともに処分施設の安全レビューを行い、レビューの結果は規制当局

の認可を受けなければならないとされている。さらに、閉鎖後段階には責任を

有する組織はモニタリング、記録の保存等を実施しなければならないとされて

いる。 
 
２．諸外国の安全規制等の現状 
放射性廃棄物の分類については、必ずしも国際的に合意されたものが存在す

るわけではない。我が国において余裕深度処分を想定している炉心等廃棄物

（仮称）及びＴＲＵ廃棄物の特徴に近いと考えられる放射性廃棄物の処分事業

や計画について、比較的進展が見られるフィンランド、スウェーデン、フラン

ス、英国及び米国の５ヶ国の安全規制の整備状況等を調べた。特に、フィンラ

ンド及びスウェーデンについては、我が国において考えられている余裕深度処

分と類似の概念で低中レベル放射性廃棄物の本格的な処分が既に実施されて

いる。 

 

（１）フィンランド 

1987 年に原子力利用、放射性廃棄物管理の実施等に関する一般原則を規定し

た「原子力に関する法律（原子力法）」、1988 年には「原子力令」が制定された。 

その後、1991 年に「運転廃棄物処分施設の安全性のための一般規則に関する

政府決定」（政府決定 398/91）がなされ、同年に「原子力プラントの操業から

の低中レベル放射性廃棄物の処分に関する指針」（STUK Guide YVL8.1。2003 年

改訂）が定められた。 

低中レベル放射性廃棄物のうちイオン交換樹脂等の運転廃棄物は、中間深度

での処分方法で、TVO 社によるオルキルオト処分場（地下 60ｍ～95ｍ程度）及

び Fortum 社によるロヴィーサ処分場（地下 110ｍ程度）において処分が実施さ

れている。また、低中レベル放射性廃棄物のうち炉内構造物等の廃止措置廃棄

物は、操業中の低中レベル放射性廃棄物の運転廃棄物の処分場に隣接・拡張し

たエリアにおいて処分される予定である。 

なお、処分に係る安全規制として、事業許可等の各種手続きや安全指標のほ

か、国による記録の保存、事業の許可発給に当たっての事業者による安全レビ

ューの実施、さらに事業者による閉鎖後のサーベイランス計画の策定が制度化

されている。 
 

（２）スウェ―デン 

1984 年に放射性廃棄物処分場等を含む原子力施設に関する許可の必要性及

び許可保有者に関する責任等を定めた「原子力活動に関する法律(原子力活動
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法)」及び「原子力活動令」、1988 年に放射線の有害な影響から人間及び環境を

保護することを目的とした「放射線防護に関する法律（放射線防護法）」が制

定された。 

 低中レベル放射性廃棄物については、短寿命と長寿命に区分して処分が行わ

れることとされている。 

短寿命低中レベル放射性廃棄物のうちイオン交換樹脂等の運転廃棄物は、

SKB社によりフォルスマルクに立地しているSFR1処分場において、中間深度（水

深約５ｍの海底から 50ｍ以深）での処分が実施されている。短寿命低中レベル

放射性廃棄物のうち発電所の廃止措置に伴い発生する廃棄物については、SFR1

処分場を拡張して設けられる SFR3 処分場で処分することが検討されている。

また、長寿命低中レベル放射性廃棄物は上記処分場とは別の処分場での処分が

検討されている。 

なお、処分に係る安全規制として、事業許可等の各種手続きや安全指標、操

業中の事業者による処分場の安全性の継続的把握の責任が明確化されている

ほか、国等による記録の保存、安全性に関する報告書の国への提出が制度化さ

れている。 
 

（３）フランス 
放射性廃棄物に関する安全規制は 1961 年に制定された「大気汚染・悪臭対

策法」が適用され、1963 年に同法に基づき放射性廃棄物処分等の原子力基本

施設(INB)の安全規制の基本となる政令(INB に関するデクレ)が制定された。 
 長寿命中レベル放射性廃棄物については、2006 年６月に制定された「放射

性廃棄物と放射性物質の持続可能な管理に関する計画法」に基づき、高レベル

放射性廃棄物との併置による地層処分場の設計に関する調査・研究が 2015 年

まで実施される。また、長寿命低レベル放射性廃棄物については、地下 15ｍ程

度への処分が 2013 年の操業開始予定で検討されている。一方、短寿命中レベ

ル放射性廃棄物については、オーブ処分場において浅地中処分が行われている。 
 
（４）英国 

1965 年に放射性物質の処分施設を含む原子力施設の設置・操業を目的とし

たサイト使用に関する許認可を定めた「原子力施設法」、1993 年に放射性廃棄

物の処分を行う場合に必要となる承認事項等を定めた「放射性物質法」が制定

された。さらに、放射性物質法の規制指針として「低中レベル放射性廃棄物陸

地処分施設：許可要件に関するガイダンス」が 1997 年に定められている。 
 中レベル放射性廃棄物の処分方法については、地層処分と処分場決定までの

中間貯蔵を組み合わせた管理方法が政府の諮問委員会により勧告され、2006
年 10 月に環境・食糧・農村地域省はこの勧告を基本的に受け入れる政府の計



 
 

 

7 

画を公表した。 
 
（５）米国 

1985 年に低レベル放射性廃棄物に関する責任及び実施の手続きを定めた「低

レベル放射性廃棄物政策修正法」が制定された。また、低レベル放射性廃棄物

処分の安全規制のための連邦規則である 10 CFR Part 61「放射性廃棄物の陸

地処分のための許認可要件」が定められている。 
 低レベル放射性廃棄物の処分方法は、10 CFR Part 61 に規定された区分に

応じて浅地中処分が実施されているとともに、比較的放射能レベルが高い廃棄

物については地層処分等が検討されている。 
 
Ⅳ．余裕深度処分事業に係る安全規制について 

 
 １．余裕深度処分に係る安全規制について 
  余裕深度処分事業に係る安全規制に当たっては、現行の原子炉等規制法の

安全規制体系を検証し、IAEA の国際安全基準のＷＳ－Ｒ－１等との整合性を

踏まえ検討事項を抽出し、その対応の検討を進めた。 
 
（１）原子炉等規制法による放射性廃棄物の埋設事業等に係る安全規制の検証 

現行の原子炉等規制法では、廃棄物埋設事業を行う者は、まず経済産業大臣

の許可を受けるとともに、埋設施設は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。また、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。 
余裕深度処分の安全規制については、これら現行の「廃棄物埋設事業」の安

全規制や他の原子力施設の安全規制を踏まえ検証を行った。 
 

（２）ＩＡＥＡの国際安全基準及び合同条約との整合性等 
ＩＡＥＡ等の国際機関等によって取りまとめられた安全要件のＷＳ－Ｒ－

１及び合同条約等は、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、国際的な安全基準等に留意して極力整合的な制度とするとともに、

各国の炉心等廃棄物（仮称）及びＴＲＵ廃棄物の処分に係る規制制度も参考に

して検討を行った。 
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２．余裕深度処分事業に係る安全規制における検討事項及びその対応 

これまでの原子力委員会及び原子力安全委員会における余裕深度処分の検

討結果や事業者による余裕深度処分の検討も踏まえ、未規定の埋設深度につ

いて検討するとともに、施設の設計等の確認、廃棄体の技術基準、記録の保

存、安全レビュー及びモニタリングについて制度等の見直しの必要性等につ

いてもその対応を検討した。 
 
（１）埋設深度について 
  余裕深度処分の埋設深度については、原子炉等規制法施行令第 31 条第２項

において、「通常人の利用に供されることがなく、かつ、放射性物質が地表付

近まで浸出したとしてもその過程において放射能が十分に減衰する地下の深

さとして経済産業省令で定める深さ」と規定され、現在その経済産業省令は定

められていない。 

この「通常人の利用に供されることがなく」の部分に関しては、これまで埋

設深度について原子力委員会では、「現行の政令濃度上限値を超える低レベル

放射性廃棄物処分の基本的考え方」（平成 10 年 10 月）において、住宅建設な

どの一般的であると考えられる地下利用はもとより高層建築物などの建設を

制約しなくても人間が廃棄物に接触することは避けられ、これに伴う被ばくは

生じないとして、一般的な地下利用に余裕を持った処分の深度を、例えば地表

から 50ｍ～100ｍに想定している。また、その他地下鉄、上下水道、共同溝な

どのような利用を含めても、人間が廃棄物に接触する可能性は十分小さくなる

と考えられると指摘されている。また、地下の処分施設の深度に達する地下利

用として、大規模な空洞が必要となる地下発電所等があるが、これらの調査に

あたっては、事前に国による記録の保存等により処分施設の存在は十分認知さ

れるものと考えられると指摘されている。 

 今回、一般的であると考えられる地下利用の状況を改めて調査、整理したと

ころ原子力委員会が平成 10 年に取りまとめた結果と概ね同様であった。 

  原子力安全委員会でも、「現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃

棄物処分に係る安全規制の基本的考え方について」（平成12年９月）において、

余裕深度処分では「一般的であると考えられる地下利用に対して十分余裕を持

った深度（例えば、地表から50ｍ～100ｍ程度）」等を選ぶことにより、「管

理型処分」が適用でき、昭和60年の「基本報告書」で示した安全確保の考え方

等が基本的に適用できるとしている。 

また、同施行令の「放射性物質が地表付近まで浸出したとしてもその過程に

おいて放射能が十分に減衰する」の部分に関しては、上記平成10年の原子力委

員会の報告書において、例えば放射性核種の移行抑制機能の高い地中を選ぶ、
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難透水性材料を設置する、またこれらの組み合わせによって、放射性物質の漏

出と生活環境への移行が抑制されるとしている。つまり、余裕深度処分施設の

安全性は地質、埋設深度等の天然バリアの状況を考慮し適切な工学的対策（人

工バリア）等を設けて確保することとなるため、その様な観点からすると、放

射性物質の移行過程において放射能が十分に減衰する埋設深度を定量的に一

概に規定することは困難である。 

以上より、余裕深度処分の埋設深度としては、一般的であると考えられる土

地利用の状況を考慮し、事業開始当初において少なくとも地下 50ｍ以深とす

る方向で検討することが適当である。 

なお、原子力安全委員会の「低レベル放射性廃棄物埋設分科会」におけるこ

れまでの検討において、比較的深い地下に埋設することが適切な放射性廃棄物

は、地表からの離隔を目的とする深度の確保が超長期的にも可能であるかを安

全評価の観点から確認しておくことが重要との趣旨の議論がなされており、安

全審査において、個々の申請における具体的な地点の地質、地下水等の状況、

具体的な埋設深度、工学的対策等も含めて施設全体の長期的な安全性を確認す

ることが重要である。 
 

（２）余裕深度処分施設の設計・建設の確認等について 
 現行の低レベル放射性廃棄物埋設施設は、原子炉等規制法第５１条の６第１

項の規定に基づき、技術上の基準に適合することについて経済産業大臣の確認

を受けることが義務づけられ、廃棄物埋設施設等に係る技術上の基準は、「核

燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する

規則」（以下「埋設規則」という。）第６条及び埋設規則に関連する告示に規定

されている。 

余裕深度処分施設は、廃棄物埋設地の天然バリア及び人工バリア並びに附属

施設から構成され、原子力委員会の「現行の政令濃度上限値を超える低レベル

放射性廃棄物処分の基本的考え方について」において示されているように、「放

射性核種の処分施設から生活環境への移行は人工バリアと天然バリアの組み

合わせによって防止又は抑制される」ものである。 

人工バリアについては、立地地点の天然バリアに応じて適切に設計・施工さ

れることが必要であり、安全審査において天然バリアの機能や人工バリアの基

本設計の妥当性を確認することになる。そしてその後、建設・埋設段階では、

その基本設計等が適切に反映されていることを確認することになるが、処分空

洞等を掘削することによって施設設置位置のより詳細な地質等の情報を追加

して得ることができ、その状況に応じた適切な人工バリアが具体的に施工され

ることになるため、人工バリアの施工については、その技術上の基準への適合

の確認を施設確認によって行うことが適当である。また、余裕深度処分の人工
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バリアは、透水性の低い材料等の使用も見込まれることからそれも含めて、施

設確認の際の人工バリアの技術基準を埋設規則等に新たに定めることが必要

である。 

その他の余裕深度処分施設（附属施設）についても、従来の低レベル放射性

廃棄物の埋設施設と概ね類似の施設であるため、施設確認によって技術上の基

準への適合の確認を行うことが適当である。 

このため、余裕深度処分施設の人工バリアの設計・建設の確認に関する技術

基準についての具体的な検討を本小委員会の下のワーキンググループ（以下

「ＷＧ」という。）において行う。 
 
（３）廃棄体の技術基準について 

現行の低レベル放射性廃棄物の廃棄体は、原子炉等規制法第５１条の６第２

項の規定に基づき、技術上の基準に適合することについて経済産業大臣の確認

を受けることが義務づけられ、廃棄体の技術上の基準は、埋設規則第８条及び

埋設規則に関連する告示において、経済産業大臣が定める方法により容器に固

型化すること等が規定されている。 

余裕深度処分については、炉心等廃棄物（仮称）や一部のＴＲＵ廃棄物を対

象としており、これまで処分してきた発電所の操業中に発生する廃棄物に比べ

ると多様な形態がある。 

このため、余裕深度処分の廃棄体の技術基準については、廃棄物の特性を踏

まえて埋設規則等に新たに定めることが必要であり、廃棄体の放射能濃度の測

定を行う検認方法とともに、ＷＧにおいて検討を行う。なお、技術基準は要求

性能に基づいた規定（性能規定化）とし、（社）日本原子力学会標準として検

討されている廃棄体の確認基準について、その適用性を評価して活用すること

も考えられる。 
 
（４）記録の保存について 

「現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物処分の基本的考え

方について」（平成 10 年 10 月、原子力委員会原子力バックエンド対策専門部

会）において、「現行の低レベル放射性廃棄物の処分においては、処分に関す

る記録は廃棄物埋設事業者及び国（国の指定機関を含む。）において保存され

る。また、事業者が管理を終了し廃棄物埋設事業を廃止する際には、事業者か

ら国に記録が引き渡され、その後も、処分場の所在地、処分された廃棄物の性

状及び数量、含まれる放射性核種の濃度などの処分に関する記録が、国におい

て期限を切らずに保存される。対象廃棄物についても、現行の低レベル放射性

廃棄物と同様に、処分に関する記録を適切に保存する。」とされている。 

また、合同条約では、処分施設の閉鎖後に、施設の所在地、設計及び在庫目
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録に関する記録であって、規制機関が要求するものが保存されること等につい

て適切な措置を取ることを締約国に求めている。 
さらに、ＩＡＥＡの安全要件文書のＷＳ－Ｒ－１においては、閉鎖後段階に

は責任を有する組織は、土地の利用制限に関して必要となる記録を保存するこ

と等によって、処分施設の知見を確実に維持するために役立つ管理を実施しな

ければならないとされている。 
なお、我が国において考えられている炉心等廃棄物（仮称）の余裕深度処分

と類似の概念で本格的な処分が既に実施されている国（フィンランド、スウェ

ーデン）の安全規制制度においては、国等が記録を保存することとされている。 
このため、余裕深度処分においては、埋戻し後も、処分に関する記録の保存

を国も行うことが適当である。 
具体的には、例えば現行の原子炉等規制法第 51 条の６及び埋設規則第５条

に基づき事業者が廃棄物埋設地を土砂等で覆うとき等に経済産業大臣が確認

を行うこととされているため、この確認記録等を保存することによって対応可

能と考えられる。 
なお、現在ＩＡＥＡが行っているＷＳ－Ｒ－１の改訂作業において、埋設施

設の埋戻し後の管理に関する計画や、将来世代がいかなる将来的な決定も行え

るよう処分施設等の情報を伝える措置に関する計画が準備されるべきとし、埋

設施設の埋戻し後の管理として考慮されるものの一つとして、マーカーについ

ての利用が指摘されている。マーカーの利用については、その位置付けや技術

的可能性等について検討を行うべきである。 
 
（５）操業中及び埋戻し後の安全レビューについて 

ＩＡＥＡの安全要件文書のＷＳ－Ｒ－１においては、「規制上の要件に従っ

て、操業者は、規制当局による認可を受けるため、あるいは、規制当局への

情報として提出されるべき処分施設の全ての安全評価と閉鎖計画について、

定期的に系統だったレビューを行い、更新しなければならない。」とされてい

る。 

我が国において考えられている炉心等廃棄物（仮称）の余裕深度処分と類

似の概念で本格的な処分が既に実施されている国（フィンランド、スウェー

デン）の安全規制制度においては、安全性に関する報告書を定期的に国へ提

出することが義務づけられているか、または許可発給にあたっての条件とさ

れている。 
余裕深度処分は、長期間にわたる事業であることから、地下施設の開発に

伴い得られる地質データや最新の知見等を踏まえ、事業の各段階の特徴に応

じた適切なタイミングや頻度で、事業許可の際に確認した長期的な安全性が

維持されていることを確認するため、事業者に対して事業者自身による安全
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レビューの実施を義務づけることが重要であり、また、透明性や信頼性の確

保の観点から、規制機関は事業者の評価結果を確認することが必要である。

なお、例えば原子炉施設に関して、原子炉等規制法第３５条の保安等のため

に講ずべき措置の規定に基づき、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する

規則」において最新の知見による評価が制度化されていることから、余裕深

度処分についても、同様に保安措置の一環として安全レビューを埋設規則に

定めることが必要である。 
この安全レビューについては、その結果、問題が認められた場合の対応や

地震等に係る安全性の再確認も含めて、事業の進展に応じたその具体的な内

容はＷＧにおいて検討を行う。 
 
（６）モニタリング（放射線管理等）について 

ＩＡＥＡの安全要件文書のＷＳ－Ｒ－１においては、「責任を有する組織は、

適切な閉鎖後のモニタリング計画を実行しなければならず、このモニタリン

グ計画は規制当局によって承認されなければならない。」とされている。 

我が国において考えられている炉心等廃棄物（仮称）の余裕深度処分と類

似の概念で本格的な処分が既に実施されている国（フィンランド、スウェー

デン）の安全規制制度においては、フィンランドでは事業者に閉鎖後のサー

ベイランス計画の策定が義務づけられており、スウェーデンでは操業中に限

定されているものの、閉鎖後における最終処分場の安全性を判断するための

状況について事業者が継続的に把握する責任があるとされている。 
我が国の低レベル放射性廃棄物処分に係るモニタリングについては、経済

産業大臣の認可を受ける保安規定に記載する事項として埋設規則第２０条第

１項第３号に「放射能の減衰に応じた廃棄物埋設についての保安のために講

ずべき措置に関すること」と規定されており、事業者はこれに基づき処分場

の操業期間中の地下水の放射性物質濃度等のモニタリングを実施しており、

処分場の覆土後も管理期間中は必要に応じてモニタリングを行うこととして

いる。 
このため、余裕深度処分においても、経済産業大臣の認可を受ける保安規

定において、事業の各段階の特徴に応じて事業者による安全性を判断するた

めのモニタリング内容を規定することが必要であり、必要な技術開発の項目

も含め、地下水等のモニタリング項目（地下水位、放射性物質濃度等）、頻度

等の具体的な内容についてＷＧで検討を行う。 
 
３．ワーキンググループにおける検討 
上記２．において余裕深度処分に係る安全規制における検討事項及びその対

応について検討しその方向性を示したが、（２）の余裕深度処分施設の設計・
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建設の確認等、（３）の廃棄体の技術基準、（５）の操業中及び埋戻し後の安

全レビュー及び（６）のモニタリング（放射線管理等）については技術的な

検討要素が大きいため、本小委員会の下のＷＧにおいてさらに専門的な検討

を行うこととする。 
 
Ⅴ．今後の進め方 
 

今後、国においては、本小委員会の検討結果や原子力安全委員会における

検討状況を踏まえ、余裕深度処分の合理的な安全規制を整備することが必要

である。また、ＷＧにおける技術的な検討結果について本小委員会で報告を

受けるとともに、国においては事業者による検討の進展に応じた適切なタイ

ミングで、それを埋設規則等に反映していくことが重要である。 
なお、現在、原子力安全委員会では、「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に係る安全規制の基本的考え方等の審議が進められて

いる。このため、この検討状況を踏まえて、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。 
また、原子力安全委員会の「放射性廃棄物・廃止措置専門部会」において審

議されている濃度上限値等の検討結果を踏まえ、必要となる原子炉等規制法施

行令等の改正を行うことが重要である。 

さらに、ＩＡＥＡでは近年、放射性廃棄物処分に係る国際安全基準の見直

しを進めつつあり、今後、その整備状況等を踏まえ必要に応じて検討を行う

こととする。 
 

おわりに 
 
今回の本小委員会における余裕深度処分の安全規制に係る検討結果等を踏

まえ、浅地中ピット処分及び浅地中トレンチ処分の安全規制への反映につい

ても、必要な検討を進めることが重要である。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



（付録１） 
用 語 解 説 

 
 

さ 
○ 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。 
 

○ 制度的管理 
国際原子力機関（IAEA）の用語集では、「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「放射性廃棄物の浅地中処分」（WS-R-1）においては、 
「合理的である限り、また、将来世代に対する過度の負担を負わせてはなら 
ないという原則に従って、閉鎖された処分場の安全性は、広範かつ継続的な

能動的手段を必要とする制度的管理に依存してはならない。しかしながら、

閉鎖された処分施設に対する継続的な管理は、特に、人間侵入を防止するこ

とによって、処分場の安全性を高めるかもしれない。このような管理は、例

えばモニタリング、監視（もし必要ならば、修復措置）などの能動的なもの

と、例えば土地の利用制限など受動的なもの、あるいはその両者の組み合わ

せがあり得る。」としている。 
 
○ 浅地中処分 
  低レベル放射性廃棄物の処分のうち、地表付近（数十メートル程度まで）

で行われる処分のこと。ＩＡＥＡの定義によれば、地下数メートルの素堀り

トレンチ処分、コンクリートピット処分、地下数十メートルの岩洞への処分

を含む処分概念である。これに対して、地層処分は、地下数百メートルへの

処分概念について用いられている。 
 
○ 浅地中トレンチ処分 
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コンクリートピットなどの人工バリアを設けず、素堀りの溝状などの空間

に廃棄物を定置して埋設する処分方法。原子炉等規制法においては、原子炉

施設から発生するコンクリートなどの放射性廃棄物を対象として処分場跡地

に居住した場合などを考慮し、素堀り処分が可能な放射性核種の濃度上限値

が設定されている。 
 

○ 浅地中ピット処分 
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。 
 

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。 
 

○ 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 2,300Ｗ／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

性物質の生活環境への移行抑制が期待できる岩体や土壌など。 
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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

廃棄物の埋設事業申請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。 
 

○ 廃止措置 
許可・指定を受けた事業又は原子炉に係る主たる活動が終了した後、原子

炉等規制法の規制を終了するまでの間に行う施設の解体、保有する核燃料物

質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染された

物の廃棄等の一連の措置をいう。廃止措置では、まず配管内などに付着して

いる放射性物質を除去し（系統除染）、その後５～１０年ほど放射性物質の量

の減少を待つため安全に貯蔵し（安全貯蔵）、最終的に解体することとしてい

る（解体撤去）。 
 
ま 
○ 埋設施設 

廃棄物の埋設や人工バリアの設置のために土地を掘削した場所、及び廃棄

物を埋設し埋め戻した場所（廃棄物埋設地）とその附属施設をいう。附属施

設としては、廃棄物受入れ施設、放射線管理施設等がある。 
 

○ マーカー 
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、地

層処分施設に関する情報の入手可能性を維持するための措置の一つとして示

されている位置標識。 
 
や 
○ 余裕深度処分 

一般的であると考えられる地下利用に対して十分な余裕を持った深度（例
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えば、地表から 50～100 メートル程度）に埋設する処分を指す。この処分の

対象廃棄物は、原子炉等規制法施行令第３１条第２項に示される廃棄物であ

り、具体的には原子炉施設（実用発電用原子炉施設としては軽水炉及びガス

炉、試験研究用原子炉としては重水炉、高速炉その他の試験研究炉）の運転

と解体に伴い発生する炉内構造物、使用済制御棒、チャンネルボックスなど

である。 
 
ら 
○ （シナリオの発生の可能性とその影響を組み合わせた）リスク（論的考え方） 

放射線により健康への有害な影響が生じる確率や不確実性。ある線量をも

たらす事象の発生確率と、その被ばくによる健康への重大な影響を引き起こ

す確率との積で表現される。（「ICRP Pub.46」を参考） 
 

○ 炉心等廃棄物（仮称） 
余裕深度処分の対象となる低レベル放射性廃棄物で、使用済制御棒、チャ

ンネルボックス、炉内構造物などを指す。 
 

○ 炉内構造物 
原子炉圧力容器内の炉心を構成する部材の総称。燃料集合体、制御棒など

を直接に支持または拘束する構造物。 
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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） ＜平成18年12月31日まで＞ 

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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資料－２ 

低レベル放射性廃棄物処分に係る検討経緯等 

 

 

昭和６０年１０月 原子力安全委員会「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分

の安全規制に関する基本的考え方について」 

         ・時間の経過に伴って放射能の消失が有意に期待できる放

射性固体廃棄物を陸地において処分し、放射能が十分に

減衰するまでの間、放射能レベルに応じた段階的管理に

依存して放射能の影響を防止する方法に関する安全規制

の基本的な考え方を提示。 

平成１０年１０月 原子力委員会「現行の政令濃度上限値を超える低レベル放

射性廃棄物処分の基本的考え方について」 

・原子炉施設から発生する低レベル放射性廃棄物のうち、

浅地中処分の政令濃度上限値を超える廃棄物を安全かつ

合理的に処分するとともに、数百年の管理期間が経過し

た後の処分場跡地について一般的な土地利用が制約され

ないようにするための概念、すなわち「一般的であると

考えられる地下利用に対して十分余裕を持った深度」へ

の処分概念を提示。 

平成１２年 ３月 原子力委員会「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」 

・超ウラン核種を含む放射性廃棄物について、廃棄物の物

理化学的性状と放射性核種濃度に応じた適切な区分を行

い、それぞれの区分に応じた処分方策（浅地中処分、余

裕深度処分、地層処分）を講じることとする基本的考え

方を提示。 

平成１２年 ９月 原子力安全委員会「現行の政令濃度上限値を超える低レベ

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」 

           ・原子炉施設から発生する低レベル放射性廃棄物のうち、

浅地中処分の政令濃度上限値を超える廃棄物について、

浅地中処分対象廃棄物と同様に放射能レベルに応じた段

階的管理に依存して放射能の影響を防止する「管理型処

分」が適用できるとの考え方を提示。 

平成１２年 ９月 原子力安全委員会「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分

の安全規制に関する基準値について（第３次中間報告）」 

           ・原子炉施設から発生する低レベル放射性廃棄物のうち、

浅地中処分の政令濃度上限値を超える廃棄物を余裕深度
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処分する場合、ならびに原子炉施設の解体などに伴って

発生する放射性コンクリート以外の放射性固体廃棄物で

あって容器に固型化しないものを人工構築物を設置しな

い埋設施設に浅地中処分する場合について、政令濃度上

限値を算出。 

平成１２年１２月 原子炉等規制法施行令の改正 

・原子炉施設から発生する上記廃棄物の濃度上限値を制定 

・埋設深度については省令で定める旨を規定 

平成１６年 ６月 原子力安全委員会「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」 

・不確実性を伴う長期間の安全評価を行うには、シナリオ

の発生の可能性とその影響を組み合わせたリスク論的考

え方の適用が有効であるとし、廃棄物処分の安全規制へ

の導入の検討を進める必要性を提言。 

平成１７年 ９月 原子力安全委員会低レベル放射性廃棄物埋設分科会 

・全ての施設から発生する低レベル放射性廃棄物の処分を

対象とした安全審査指針の策定を目的として、余裕深度

処分に係る安全規制の基本的考え方を提示（検討中）。 

平成１７年１０月 原子力政策大綱 

・余裕深度処分方式について、事業の調査・試験結果を踏

まえて、事業の実施に向けて速やかに安全規制を含めた

制度の整備を検討すべき旨を記述。 

平成１８年 ８月 原子力安全委員会放射性廃棄物・廃止措置専門部会 

・ＴＲＵ廃棄物の余裕深度処分に係る濃度上限値の策定（検

討中）。 
 

以上 
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資料－３

法令等該当条項 「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」

許可段階 安全評価 【埋設規則】

第２条第２項（添付すべき書類）
第６号　核燃料物質等による放射線の被ばく
管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明
書

低レベル放射性廃棄物（現行埋設処分）に係る規制の現状

現行の規制（人工構築物を設置した施設）
大項目 中項目

II.用語
本基本的考え方において使用する用語の意義は、次のとおりである。
(1)　廃棄物埋設地
　廃棄物を埋設するために又は人工バリアを設置するために土地を掘削した場所、及び廃棄物を埋設し、埋め戻した場所をいう。なお、人工バリアを設置する場合は、その
人工バリアを含む。
(2)　廃棄物埋設施設
　廃棄物埋設地及びその附属施設をいい、附属施設としては、廃棄物受入れ施設、放射線管理施設等がある。
(3)　段階管理
　段階管理とは、一般公衆の線量を合理的に達成出来る限り低く抑えるため、浅地中に埋設した廃棄物の放射能が時間の経過に伴って低減し放射能のレベルが安全上支
障のないレベル以下になるまでの間、廃棄物の種類、放射能レベル等に応じて廃棄物埋設地の管理を行うことをいう。
　　その管理の内容は、埋設処分する廃棄物の形態、廃棄物中に含まれる放射性物質の種類及び放射能濃度、人工構築物の設置の有無等に応じて異なり、それぞれ基
本的に以下に示すようなものである。
①　人工構築物を設置した廃棄物埋設施設に埋設する場合
1)　第1段階
　人工バリアにより放射性物質が人工バリアの外へ漏出することを防止するとともに、人工バリアから放射性物質が漏出していないことを監視する必要がある段階をいう。
2)　第2段階
　人工バリアと天然バリアにより放射性物質の生活環境への移行を抑制するとともに、放射性物質の人工バリアからの漏出及び生活環境への移行を監視する必要がある
段階をいう。
3)　第3段階
　主として天然バリアにより放射性物質の生活環境への移行を抑制するとともに、特定の行為の禁止又は制約をするための措置を講じる必要がある段階をいう。

IV.線量評価
4-1　平常時評価
　平常時における一般公衆の線量は、段階管理の計画、廃棄物埋設施設の設計並びに敷地及びその周辺の状況との関連において、合理的に達成できる限り低いもので
あること。
4-2　安全評価
　技術的にみて想定される異常事象が発生するとした場合、一般公衆に対し、過度の放射線被ばくを及ぼさないこと。

V.放射線管理
5-1　閉じ込めの機能
　人工構築物を設置した廃棄物埋設施設に埋設する場合においては、第1段階において放射性物質を廃棄物埋設地の限定された区域に閉じ込める機能を有する設計であ
ること。
5-3　放射線防護
(1)　廃棄物埋設施設は、直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による一般公衆の線量が合理的に達成できる限り低くできるように放射線しゃへいがなされていること。
(2)　人工構築物を設置しない廃棄物埋設施設に埋設する場合は、放射性物質の飛散の可能性がある場合はこれによる一般公衆の線量が、合理的に達成できる限り低く
できるように対策が講じられていること。
(3)　廃棄物埋設施設においては、放射線業務従事者の作業条件を考慮して、適切な放射線しゃへい、換気等がなされていること。
5-4　放射線被ばく管理
　廃棄物埋設施設においては、放射線業務従事者の線量を十分に監視し、管理するための対策が講じられていること。

VIII.管理期間の終了
　被ばく管理の観点から行う廃棄物埋設地の管理は、有意な期間内に終了し得るとともに、管理期間終了以後において、埋設した廃棄物に起因して発生すると想定される
一般公衆の線量は、被ばく管理の観点からは管理することを必要としない低い線量であること。

評価期間 【埋設規則】

第２条第２項（添付すべき書類）
第６号　核燃料物質等による放射線の被ばく
管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明
書

IV.線量評価
4-1　平常時評価
　平常時における一般公衆の線量は、段階管理の計画、廃棄物埋設施設の設計並びに敷地及びその周辺の状況との関連において、合理的に達成できる限り低いもので
あること。
4-2　安全評価
　技術的にみて想定される異常事象が発生するとした場合、一般公衆に対し、過度の放射線被ばくを及ぼさないこと。

VIII.管理期間の終了
　被ばく管理の観点から行う廃棄物埋設地の管理は、有意な期間内に終了し得るとともに、管理期間終了以後において、埋設した廃棄物に起因して発生すると想定される
一般公衆の線量は、被ばく管理の観点からは管理することを必要としない低い線量であること。
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法令等該当条項 「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」

現行の規制（人工構築物を設置した施設）
大項目 中項目

段階管理及び管理期間 【埋設規則】

第２条第２項（添付すべき書類）
第６号　核燃料物質等による放射線の被ばく
管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説
明書

【線量当量告示】
第３条　周辺監視区域外の線量限度

（解説）
II. 6　地震及び地震以外の自然現象に対する設計上の考慮について
　「適切な期間」とは、廃棄物埋設地にあっては第1段階の期間とし、廃棄物埋設地の附属施設にあっては廃棄物埋設事業を適切に進めるうえで必要とされる期間とす
る。

II. 7　管理期間の終了について
(1)　人工構築物を設置した廃棄物埋設施設に埋設する場合は、原子炉施設から発生する廃棄物中に含まれる放射性物質のうち、放射能量が多く、廃棄物埋設施設の
放射線防護上重要なコバルト60、セシウム137等は、300年～400年経過すれば一千分の一から一万分の一以下に減衰しこれらの放射能量は極めて少なくなることや、
外国における例も参考として、「有意な期間」としては、300年～400年をめやすとして用いることとする。

(2)　「被ばく管理の観点からは管理することを必要としない低い線量」とは、線量の評価値が放射線審議会基本部会報告「放射性　固体廃棄物の浅地中処分における規
制除外線量について」(昭和62年12月)に示された規制除外線量である10マイクロシーベルト/年を超えないことをめやすとする。
　なお、発生頻度が小さいと考えられる事象については、線量の評価値が10マイクロシーベルト/年を著しく超えないことをめやすとする。

II.用語
　本基本的考え方において使用する用語の意義は、次のとおりである。
(3)　段階管理
　段階管理とは、一般公衆の線量を合理的に達成出来る限り低く抑えるため、浅地中に埋設した廃棄物の放射能が時間の経過に伴って低減し放射能のレベルが安全
上支障のないレベル以下になるまでの間、廃棄物の種類、放射能レベル等に応じて廃棄物埋設地の管理を行うことをいう。
　その管理の内容は、埋設処分する廃棄物の形態、廃棄物中に含まれる放射性物質の種類及び放射能濃度、人工構築物の設置の有無等に応じて異なり、それぞれ基
本的に以下に示すようなものである。
①　人工構築物を設置した廃棄物埋設施設に埋設する場合
1)　第1段階
　人工バリアにより放射性物質が人工バリアの外へ漏出することを防止するとともに、人工バリアから放射性物質が漏出していないことを監視する必要がある段階をい
う。
2)　第2段階
　人工バリアと天然バリアにより放射性物質の生活環境への移行を抑制するとともに、放射性物質の人工バリアからの漏出及び生活環境への移行を監視する必要があ
る段階をいう。
3)　第3段階
　主として天然バリアにより放射性物質の生活環境への移行を抑制するとともに、特定の行為の禁止又は制約をするための措置を講じる必要がある段階をいう。

VII.その他の安全対策
7-2　地震以外の自然現象に対する設計上の考慮
　廃棄物埋設施設は、敷地及びその周辺における過去の記録、現地調査等を参照して、予想される地震以外の自然現象を考慮して適切な期間安全上要求される機能
を損なわない設計であること。

VIII.管理期間の終了
　被ばく管理の観点から行う廃棄物埋設地の管理は、有意な期間内に終了し得るとともに、管理期間終了以後において、埋設した廃棄物に起因して発生すると想定され
る一般公衆の線量は、被ばく管理の観点からは管理することを必要としない低い線量であること。
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法令等該当条項　【埋設規則】 「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」

建設・操業段階 施設確認 第6条第1項（技術上の基準）
第1号　申請書記載の総放射能量を超えない
こと

II.用語
(3)　段階管理
　段階管理とは、一般公衆の線量を合理的に達成出来る限り低く抑えるため、浅地中に埋設した廃棄物の放射能が時間の経過に伴って低減し放射能のレベルが安全上支
障のないレベル以下になるまでの間、廃棄物の種類、放射能レベル等に応じて廃棄物埋設地の管理を行うことをいう。
　その管理の内容は、埋設処分する廃棄物の形態、廃棄物中に含まれる放射性物質の種類及び放射能濃度、人工構築物の設置の有無等に応じて異なり、それぞれ基本
的に以下に示すようなものである。

第6条第1項（技術上の基準）
第2号　埋設時の雨水浸入防止

V.放射線管理
5-1　閉じ込めの機能
　人工構築物を設置した廃棄物埋設施設に埋設する場合においては、第１段階において放射性物質を廃棄物埋設地の限定された区域に閉じ込める機能を有する設計で
あること。

VI.環境安全
6-2　放射線監視
(2)廃棄物埋設施設においては、第1段階及び第2段階において、又は埋設段階において、廃棄物埋設地から地下水等に漏出し、生活環境に移行する放射性物質の濃度等
について適切に監視するための対策が講じられていること。

第6条第1項（技術上の基準）
第4号　土砂等の充てん

（解説）
Ⅱ．2　用語について
(1)　本基本的考え方において使用した「人工バリア」とは、埋設された廃棄物から生活環境への放射性物質の漏出の防止及び低減を期待して設けられるコンクリートピット
(廃棄物を埋設するに当たり、その空隙の充填に用いる土砂等の充填材を含む。)、廃棄物を一体的に固型化して埋設するいわゆるモノリス等の人工構築物をいう。
　また、廃棄物を容器に固型化する場合に使用する固型化材料及び容器を含む。

第6条第1項（技術上の基準）
第5号　爆発性の物質、腐食物質、危険物の
除外

VII.その他の安全対策
7-3　火災・爆発に対する考慮
　廃棄物埋設施設においては、火災・爆発の発生を防止し、かつ、万一の火災・爆発時にも施設外への放射性物質の放出が過大とならないための適切な対策が講じられ
ていること。

第6条第1項（技術上の基準）
第6号　埋設物・設備が容易に露出しないよう
に、周辺土壌より透水性の大きくない土砂等
で覆う

（解説）
Ⅱ．2　用語について
(2)　本基本的考え方において使用した「天然バリア」とは、人工構築物又は埋設された廃棄物の周囲に存在し、埋設された廃棄物から漏出してきた放射性物質の生活環境
への移行の抑制等が期待できるような土壤等をいう。

第6条第1項（技術上の基準）
第7号　申請書記載の構造・設備を有すること

II.用語
(3)　段階管理
　段階管理とは、一般公衆の線量を合理的に達成出来る限り低く抑えるため、浅地中に埋設した廃棄物の放射能が時間の経過に伴って低減し放射能のレベルが安全上支
障のないレベル以下になるまでの間、廃棄物の種類、放射能レベル等に応じて廃棄物埋設地の管理を行うことをいう。
　その管理の内容は、埋設処分する廃棄物の形態、廃棄物中に含まれる放射性物質の種類及び放射能濃度、人工構築物の設置の有無等に応じて異なり、それぞれ基本
的に以下に示すようなものである。

III.基本的立地条件
　廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺において、大きな事故の誘因となる事象が起こるとは考えられないこと。また、万一、事故が発生した場合において、その影響を拡
大するような事象も少ないこと。

IV.線量評価
4-1　平常時評価
　平常時における一般公衆の線量は、段階管理の計画、廃棄物埋設施設の設計並びに敷地及びその周辺の状況との関連において、合理的に達成できる限り低いもので
あること。

4-2　安全評価
　技術的にみて想定される異常事象が発生するとした場合、一般公衆に対し、過度の放射線被ばくを及ぼさないこと。

大項目 中項目
現行の規制（人工構築物を設置した施設）
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法令等該当条項　【埋設規則】 「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」

大項目 中項目
現行の規制（人工構築物を設置した施設）

V.放射線管理
5-3　放射線防護
(1)廃棄物埋設施設は、直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による一般公衆の線量が合理的に達成できる限り低くできるように放射線しゃへいがなされていること。
(3) 廃棄物埋設施設においては、放射線業務従事者の作業条件を考慮して、適切な放射線しゃへい、換気等がなされていること

5-4　放射線被ばく管理
　廃棄物埋設施設においては、放射線業務従事者の線量を十分に監視し、管理するための対策が講じられていること。

VI.環境安全
6-1 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出管理
　廃棄物埋設施設においては、廃棄物埋設地の附属施設から発生する放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物を適切に処理する等により、周辺環境に放出する放射性
物質の濃度等を合理的に達成できる限り低くできるようになっていること。
安全評価

6-2　放射線監視
(1)　廃棄物埋設施設においては、廃棄物埋設地の附属施設から放出する放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出の経路における放射性物質の濃度等を適切に
監視するための対策が講じられていること。
　また、放射性物質の放出量に応じて、周辺環境における放射線量、放射性物質の濃度等を適切に監視するための対策が講じられていること。

VII.その他の安全対策
7-4　電源喪失に対する考慮
　廃棄物埋設地の附属施設においては、外部電源系の機能喪失に対応した適切な対策が講じられていること

VIII.管理期間の終了
　被ばく管理の観点から行う廃棄物埋設地の管理は、有意な期間内に終了し得ることともに、管理期間終了以後において、埋設した廃棄物に起因して発生すると想定され
る一般公衆の線量は、被ばく線量の観点からは管理することを必要としない低い線量であること。

（解説）
Ⅰ．(2) 各段階における管理の具体的内容
①　人工構築物を設置した廃棄物埋設施設に埋設する場合
1)　第1段階
　周辺監視区域を設け、当該区域への立入りを制限するとともに、埋設保全区域を設定し、巡視及び点検を実施する。
　また、廃棄物埋設地に設けた人工バリアから放射性物質が漏出していないことを放射性物質の漏出等の監視によって確認するとともに、万一、漏出が認められた場合に
は、その補修等所要の措置を講じる。
2)　第2段階
　周辺監視区域を設け、当該区域への立入りを制限するとともに、埋設保全区域を設定し、巡視及び点検を実施する。
　また、人工バリアから漏出し、生活環境に移行する放射性物質の濃度等を地下水の測定の実施等により監視する。

（解説）
Ⅱ．3　基本的立地条件について
(1)　自然環境
　大きな事故の誘因を排除し、また、万一事故が発生した場合における影響の拡大を防止する観点から、廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺における以下のような事象
を考慮して、安全確保上支障がないことを確認する必要がある。
(1)　自然環境
①　地震、津波、地すべり、陥没、台風、高潮、洪水、異常寒波、豪雪等の自然現象
②　地盤、地耐力、断層等の地質及び地形等
③　風向、風速、降水量等の気象
④　河川、地下水等の水象及び水理

Ⅱ．4　線量評価について
(2) 安全評価
廃棄物埋設地の附属施設については、以下のような事故の発生の可能性を検討し、一般公衆の被ばくの観点から重要と思われる事故を選定して一般公衆の線量を評価
する。
i　誤操作による廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散
ii　配管等の破損、各種機器の故障等による放射性物質の漏出
iii　火災等

Ⅱ．6　地震及び地震以外の自然現象に対する設計上の考慮について
　「適切な期間」とは、廃棄物埋設地にあっては第1段階の期間とし、廃棄物埋設地の附属施設にあっては廃棄物埋設事業を適切に進めるうえで必要とされる期間とする。
　また、「安全上要求される機能を損なわない」とは、廃棄物埋設地にあっては、閉じ込め機能等が失われないこととする。
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法令等該当条項　【埋設規則】 「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」

大項目 中項目
現行の規制（人工構築物を設置した施設）

第6条第2項（技術上の基準）
第1号　外周仕切設備を設置する方法により
埋設を行う場合、放射線障害防止のため、経
済産業大臣の定める方法により施工

（解説）
Ⅱ．6 地震及び地震以外の自然現象に対する設計上の考慮
　「適切な期間」とは、廃棄物埋設地にあっては第1段階の期間とし、廃棄物埋設地の附属施設にあっては廃棄物埋設事業を適切に進めるうえで必要とされる期間とする。
　また、「安全上要求される機能を損なわない」とは、廃棄物埋設地にあっては、閉じ込め機能等が失われないこととする。

第6条第2項（技術上の基準）
第2号　外周仕切設備は、自重、土圧、地震
力等に対して構造耐力上安全であること

（解説）
Ⅱ．6 地震及び地震以外の自然現象に対する設計上の考慮
　「適切な期間」とは、廃棄物埋設地にあっては第1段階の期間とし、廃棄物埋設地の附属施設にあっては廃棄物埋設事業を適切に進めるうえで必要とされる期間とする。
　また、「安全上要求される機能を損なわない」とは、廃棄物埋設地にあっては、閉じ込め機能等が失われないこととする。

第6条第2項（技術上の基準）
第3号　内部仕切設備により開口部の面積

50m2を超えないこと、容量を250m3を超えな
いこと

V.放射線管理
5-3 放射線防護
(1) 廃棄物埋設施設は、直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による一般公衆の線量が合理的に達成できる限り低くできるように放射線しゃへいがなされていること。

（解説）
Ⅱ．2 用語について
(1) 本基本的考え方において使用した「人工バリア」とは、埋設された廃棄物から生活環境への放射性物質の漏出の防止及び低減を期待して設けられるコンクリートピット
（廃棄物を埋設する当たり、その空隙の充填に用いる土砂等の充填材を含む。）廃棄物を一体的に固型化して埋設するいわゆるモノリス等の人工構築物をいう。

第6条第2項（技術上の基準）
第4号　外周仕切設備、内部仕切設備の点
検、漏えい防止措置

（解説）
Ⅰ.(2)各段階における管理の具体的内容
①　人工構築物を設置した廃棄物埋設施設に埋設する場合
1) 第1段階
　周辺監視区域を設け、当該区域への立入りを制限するとともに、埋設保全区域を設定し、巡視及び点検を実施する。
　また、廃棄物埋設地に設けた人工バリアから放射性物質が漏出していないことを放射性物質の漏出等の監視によって確認するとともに、万一、漏出が認められた場合に
は、その補修等所要の措置を講じる。
2) 第2段階
　周辺監視区域を設け、当該区域への立入りを制限するとともに、埋設保全区域を設定し、巡視及び点検を実施する。
　また、人工バリアから漏出し、生活環境に移行する放射性物質の濃度等を地下水の測定の実施等により監視する。

第6条第2項（技術上の基準）
第5号　埋設終了後、埋戻し前に覆いをするこ
と

（解説）
Ⅱ．2 用語について
(1) 本基本的考え方において使用した「人工バリア」とは、埋設された廃棄物から生活環境への放射性物質の漏出の防止及び低減を期待して設けられるコンクリートピット
（廃棄物を埋設する当たり、その空隙の充填に用いる土砂等の充填材を含む。）廃棄物を一体的に固型化して埋設するいわゆるモノリス等の人工構築物をいう。

確認の実施
第5条（廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋設
に関する確認の実施） 特になし。

第1号
放射線管理施設以外の廃棄物埋設施設の組
立てに関する事項それぞれの施設の主要な
部分の寸法の測定ができるとき。

第2号
放射線管理施設の主要な部分の寸法の測定
ができるとき。
第3号
廃棄物埋設地を土砂等で覆うときその他経済
産業大臣が適当と認めたとき。
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法令等該当条項　【埋設規則】 「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」

閉　鎖
（埋戻し）

第6条第1項（技術上の基準）
第6号　埋設物・設備が容易に露出しないよう
に、周辺土壌に比して透水性の大きくない土
砂等で覆うこと

（解説）
Ⅱ．2 用語について
(2)　本基本的考え方において使用した「天然バリア」とは、人工構築物又は埋設された廃棄物の周囲に存在し、埋設された廃棄物から漏出してきた放射性物質の生活環境
への移行の抑制等が期待できるような土壌等をいう。

第6条第1項（技術上の基準）
第4号　土砂等の充てん

第6条第2項（技術上の基準）
第5号　埋設終了後、埋戻し前に覆いをするこ
と

第16条
廃棄物埋設施設の巡視及び点検

第17条
廃棄物埋設地の保全

閉鎖後段階 第22条の2
廃止措置として行うべき事項

・附属施設の解体
・核燃料物質に汚染の除去
・核燃料物質等に汚染された物の廃棄
・放射線管理記録を指定機関へ引渡し

廃止措置完了後の管理
第22条の8
廃止措置の終了確認の基準

VIII.管理期間の終了
　被ばく管理の観点から行う廃棄物埋設の管理は、有意な期間内に終了し得るとともに、管理期間終了以後において、埋設した廃棄物に起因して発生すると想定される一
般公衆の線量は、被ばく線量の観点からは管理することを必要としない低い線量であること。

記録の管理
第13条
記録

特になし。

VIII.管理期間の終了
　被ばく管理の観点から行う廃棄物埋設の管理は、有意な期間内に終了し得るとともに、管理期間終了以後において、埋設した廃棄物に起因して発生すると想定される一
般公衆の線量は、被ばく線量の観点からは管理することを必要としない低い線量であること。

現行の規制（人工構築物を設置した施設）

閉鎖完了後の管理

（解説）
Ⅱ．2 用語について
(1) 本基本的考え方において使用した「人工バリア」とは、埋設された廃棄物から生活環境への放射性物質の漏出の防止及び低減を期待して設けられるコンクリートピット
（廃棄物を埋設する当たり、その空隙の充填に用いる土砂等の充填材を含む。）廃棄物を一体的に固型化して埋設するいわゆるモノリス等の人工構築物をいう。

（解説）
Ⅰ.(2) 各段階における管理の具体的内容
①　人工構築物を設置した廃棄物埋設施設に埋設する場合
1) 第1段階
　周辺監視区域を設け、当該区域への立入りを制限するとともに、埋設保全区域を設定し、巡視及び点検を実施する。
2) 第2段階
　周辺監視区域を設け、当該区域への立入りを制限するとともに、埋設保全区域を設定し、巡視及び点検を実施する。
3) 第3段階
　埋設保全区域を設定し、巡視及び点検を実施するほか、当該区域での農耕作業等の特定行為の制約又は禁止を行う。

閉鎖作業

廃止措置事項

大項目 中項目
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資料－４

諸外国における炉心等廃棄物（仮称）の処分の考え方

フランス 英国 フィンランド スウェーデン 米国

処分の実施状況
短寿命中レベル廃棄物に
ついてはオーブ処分場にお
いて浅地中処分を実施中

（検討中）

セラフィールド処分場の
計画が頓挫

運転廃棄物について、低、
中レベルに区分して、地下
の岩盤空洞に処分（オルキ
ルオト処分場、ロヴィーサ
処分場）

短寿命の運転廃棄物につ
いては、地下の岩盤空洞に
処分（SFR 1処分場）

クラスC廃棄物について
は、浅地中処分を実施中
（リッチランド処分場、他）

処分の検討状況

（処分施設の設計・建設など）

長寿命中レベルについて
は、管理研究として、地層
処分（高レベル廃棄物との
併置）を検討中（サイト未選
定）

長寿命低レベルについて
は、2013年の操業開始予
定で検討中（サイト未選定）

放射能レベルの高い放射
性廃棄物については、地層
処分と処分場決定までの中
間貯蔵を組み合わせた管
理方法を検討中（サイト未
選定）

廃止措置廃棄物について
は、運転廃棄物の処分場
に隣接して岩盤空洞に処分
することを計画

炉内構造物等の長寿命廃
棄物の処分場（SFL 3-5）に
ついては予備的安全評価
の段階（サイト未選定）

短寿命の廃止措置廃棄物
についてはSFR 3処分場
(既存の運転廃棄物処分場
SFR 1を拡張して設置)で処
分することを計画

クラスC超え(GTCC)カテゴ
リーの廃棄物については、
地層処分等の方法を検討
中であり、サイト未選定。

規則では、一定濃度以下の
廃棄物および個別に承認
が得られた廃棄物は浅地
中処分となり、その他は地
層処分しなければならない
と規定されている。

埋設深度

長寿命の中レベル廃棄物
については地層処分を検
討中

長寿命の低レベル廃棄物
については地下15m程度へ
の処分を検討中

短寿命の中レベル廃棄物
についてはコンクリートピッ
トを地表面下に設置

（未定）

運転廃棄物については、地
下110m程度（ロヴィーサ処
分場）、60-95m程度（オル
キルオト処分場）に処分

廃止措置廃棄物について
は、中間深度（運転廃棄物
と同一深度）への処分を計
画

長寿命廃棄物については、
300m以深に地層処分する
案で予備的安全評価を実
施

短寿命の廃止措置廃棄物
については、運転廃棄物と
同一深度（水深5mの海底
から50m以深）への処分を
計画

クラスC廃棄物については
30m以浅の浅地中に処分

GTCCカテゴリーの廃棄物
については、地層処分等の
方法を今後検討

2
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フランス 英国 フィンランド スウェーデン 米国

廃棄体

長寿命の中レベル廃棄物
については、廃棄物を圧縮
してキャニスタ に入れ、そ
れをステンレス鋼製のコン
テナに収容することを計画

長寿命の低レベル廃棄物
については、コンクリート容
器に収納し、コンクリートで
充填することを計画

短寿命の中レベル廃棄物
については、金属製容器あ
るいはコンクリート容器に収
納後、コンクリートピット内
に設置

（検討中）

ロヴィーサ処分場では、炉
内構造物（廃止措置廃棄
物）を原子炉容器に詰めて
コンクリート充填することを
計画

炉内構造物を鋼製の内部
容器に収納し、それを長尺
コンクリート容器に収容し、
鋼製容器と長尺コンクリー
ト容器の間にコンクリートで
充填することを計画

リッチランド処分場（クラス
C）では、炉内構造物を原
子炉容器に詰めて低密度
コンクリートで充填してい
る。

定期安全レビュー

長寿命の中レベル廃棄物、
長寿命の低レベル廃棄物
についての規制はいずれも
ない。

（参考）短寿命の低中レベ
ル廃棄物に係る規定では、
開発者は、早期の許可申
請に続いて、管轄機関との
間で合意したプログラムに
従い情報を提出、それを受
けて管轄機関は、コメントを
フィードバック。プロジェクト
の進捗にあわせて、調査段
階、サイトの許認可、建設
開始、操業開始などのタイ
ミングで順次更新することと
なっている。

承認当局は、放射性廃棄
物の処分の承認に付帯す
る制限及び条件の定期的
再審査を実施しなければな
らない。

事業者による操業許可申
請に関する政府決定にお
いて、処分場の操業許可条
件として、安全性に関する
定期的な報告書の作成等
を義務づけ。

処分場の安全性に関する
統合解析及び総合評価を
少なくとも10年に一度実施
し、規制機関への報告を義
務づけ。

操業段階では、許認可取得
者は、許認可の条件および
本規定の要件に従って処
分活動を行う。地上での活
動や廃棄物の処分を行う権
限をもつ機関は、定期的に
許認可の更新を受けなけ
ればならない。この時、操
業経過は検査され、操業の
継続を許可するか否認する
かの決定がなされる。
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フランス 英国 フィンランド スウェーデン 米国

閉鎖後の受動的な管理

（記録の保存、土地利用制限な
ど）

長寿命の中レベル廃棄物、
長寿命の低レベル廃棄物
についての規制はいずれも
ない。

（参考）短寿命の低中レベ
ル廃棄物に係る規定では、
記録は2部用意され、安全
に保管しなければならな
い。そのうち１部は貯蔵の
操業期間中にサイト内で保
管することとなっている。

開発者は、セーフティケー
スに影響を与える詳細な情
報を記録するための包括
的な情報記録システムを設
定・維持。

記録の複製は、複数の場
所に、また耐久性の高い形
態において維持。

施設に対する管理の撤廃
後、記録は公開図書として
保管。

国(STUK)は、安全確保に
必要な時に不動産に関す
る方策について禁止令を出
す権利を有する（土地利用
制限）。

上記措置に関する備えとし
て、事業者は、国による処
分完了の確認までの間、処
分施設の周辺に適切な防
護領域を確保するものとす
る。

国は廃棄物タイプ等に関す
る記録の長期間保管を手
配する（期限は示されてい
ない）。

（参考）事業者の管理義務
が消滅した後は、国がその
管理責任を有する。

業務が廃止される場合には
国または地方の記録保管
所に放射性廃棄物の性状
等に関する文書を移管（文
書は数百年間保存）。

（参考）規制機関が処分場
閉鎖を承認した後、介入措
置が必要な場合、国の責任
となる。

許認可取得者は、規定ある
いは許認可条件により規定
された期間、記録を保存。
また、原本あるいは、写し、
マイクロフィルムとし、判読
可能で正確かつ完全な状
態で保持することができる
電子媒体で記録を保存。

許認可取得者は、処分サイ
トにある放射性廃棄物の埋
設場所と量を記録し、許認
可の終了時に、定められた
公的機関に譲渡。

放射性廃棄物の処分は、
連邦あるいは州政府が所
有している土地でのみ許
可。

閉鎖後の能動的な管理

（放射線管理；モニタリングなど）

長寿命の中レベル廃棄物、
長寿命の低レベル廃棄物
についての規制はいずれも
ない。

（参考）短寿命の低中レベ
ル廃棄物に係る規定では、
施設設計にあたって、操業
段階およびモニタリング段
階の間、放射性物質の拡
散がないことを検証するた
めに、効率的で、連続的
で、信頼性の高いモニタリ
ングを実施しなければなら
ない。特に、表層水、浸透
水、排水、地下水等のモニ
タリングを行う。拡散が起
こった場合、モニタリングに
よって原因となる廃棄物を
特定しなければならないと
なっている。

当該施設の安全性の確保
は、管理が撤廃された後の
モニタリング又は監視に依
存するものであってはなら
ない。その後に行われるモ
ニタリング活動は、主として
公衆を安心させるためのも
のである。

処分の安全性に対して有
害な影響を及ぼさない信頼
できる技術的閉鎖後監視
の準備がなされなければな
らない。

閉鎖はSTUKによる閉鎖計
画の承認後に開始される。
閉鎖計画には閉鎖後の
サーベイランス計画を含ま
なければならない。

閉鎖後に行う能動的管理
に関する規定はない

処分サイトが閉鎖された
後、操業後のサーベイラン
スに対して責任を負う許認
可取得者は、モニタリング
システムを継続しなければ
ならない。モニタリングシス
テムは、処分サイトからの
放射性核種の漏出を検知
できるものであること。
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＜参考＞

フランス 英国 フィンランド スウェーデン 米国

廃棄物区分の考え方

（高レベル以外）

主要核種の半減期の長さ
に応じて長寿命と短寿命に
区分

一部の長寿命廃棄物は別
区分（長寿命低レベル）

α核種、βγ核種の濃度
に応じて低レベルと中レベ
ルに区分

低中レベル放射性廃棄物
は運転廃棄物と廃止措置
廃棄物に分類される

運転廃棄物については、放
射能濃度に応じて低レベル
と中レベルに区分して処分
されている（但し、放射化金
属は除外）
廃止措置廃棄物について
は現在検討中

主要核種の半減期の長さ
に応じて長寿命と短寿命に
区分され、前者はSFL 3-5
で処分、後者はSFR 1また
はSFR 3で処分される廃棄
物とされている（実施主体
による区分）

処分費用負担方法により、
SFR 1での処分対象とする
運転廃棄物とSFR 3で処分
される廃止措置廃棄物に分
類

低レベル廃棄物について、
核種ごとの濃度上限値を規
定し、低い方から順に、クラ
スＡ、クラスＢ、クラスＣ、
GTCCに区分

エネルギー省（ＤＯＥ）は低
レベルとＴＲＵ廃棄物を分類

炉心等廃棄物（仮称）の廃棄物
区分上の位置づけ

長寿命及び短寿命中レベ
ル

ガス冷却炉の黒鉛は長寿
命低レベル

主に中レベル
主に廃止措置廃棄物(イオ
ン交換樹脂等は運転廃棄
物として処分）

炉内構造物等は長寿命廃
棄物(イオン交換樹脂等は
運転廃棄物としてSFR 1で
の処分対象）

主にＧＴＣＣ

原子炉容器と炉内構造物と
の一括処分ではクラスＣ

3
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ＩＡＥＡ基準（廃棄物処分）と原子炉等規制法の比較検証

第２章
（人の健康と環境の防護のための

要件）
第３章
（安全評価と安全要件の遵守）

第４章
（組織上・技術的な安全要件）

第５章
（廃棄物の受入れ要件）

第６章
（受容できるサイトの特性）

第７、８、９章
（処分施設の設計、建設、操業（レ

ビュー））
第１０章
（閉鎖）

第１１章
（閉鎖後段階（能動的管理、受動的

管理）

○埋設許可

（安全評価、災害防止

等）

○施設確認（設計・建設）

○廃棄体確認

○保安規定

○廃止措置計画認可

【安全小委、WG】

①埋設深度
②人工バリア等
の技術基準

③廃棄体の技術
基準

④記録保存
⑤モニタリング
⑥定期安全ﾚﾋﾞｭｰ

【原安委】
・安全評価
・線量防護基準
・濃度上限値

資料－５

IAEA基準WS-R-1
「放射性廃棄物の浅地中処分」

原子炉等規制法 検証事項等
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WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約）と低レベル放射性廃棄物規制制度等の比較 

 
WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

1.序論 

＜背景＞ 

・本件は、固体状・固型化放射性廃棄物を地

表面近くに定置する処分に関するもの。「浅

地中処分」には、地表面下数十ｍの岩洞中

への処分を含む。「処分」とは、再取り出し

の意図なしに廃棄物を定置すること。（1.2）

・浅地中処分に適した廃棄物は、短寿命核種

と低濃度の長半減期核種を含む廃棄物。適

切な規制の下であれば、浅地中処分は、廃

棄物を安全に隔離し、健康と環境の防護を

達成する現実的・実用的方法。（1.3） 
・浅地中処分施設の使用期間には 3 つの段階、

操業前、操業、閉鎖後がある。（1.4） 
＜目的＞ 
 ・本文書の目的は、浅地中処分施設の安全性

を確保する上で必要な国際的経験が示して

きた要件の提示。（1.5） 
＜摘要＞ 

・固体状・固型化放射性廃棄物の浅地中処分

に適用。（1.6） 
・新規の浅地中処分施設を計画する際の安全

要件を提示。（1.7） 
＜構成＞ 
 ・本文書は 12 章で構成。（1.8） 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
①埋設深度 

資料－６ 
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2 

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

2. 人の健康と環境の防護のための要件 
＜通則＞ 

・国際合意された 新原則・要件を適用した

国の放射線防護システムに従って、健康と

環境の防護が必要。処分場操業中・閉鎖後

に被ばくを及ぼす様々な経路の評価、被ば

く防護の要件合致の保証、に特に注意が必

要。(2.1) 
・浅地中処分に放射線防護の 適化と線量限

度の原則は適用可能（正当化は、廃棄物発

生行為全体で考慮されるので、個別に 適

化は不要）。(2.2) 
・操業段階の作業者・公衆の放射線防護・安

全性要件は、他施設と同様。しかし、将来

世代の防護に特別の安全要件が必要。(2.3) 
＜操業段階＞ 

・国の放射線防護要件は、ＢＳＳを十分考慮

し、操業段階に適用。(2.4) 
・操業段階での作業者・公衆の放射線防護は

適化され、線量限度を適用。(2.5) 
＜閉鎖後段階＞ 

・閉鎖後段階の放射線安全基準（線量基準又

はリスク基準）を設定すべき。(2.6) 
・閉鎖後段階で起こり得る処分場の潜在的変

動形態(modes of evolution)に関し、公衆の

線量限度 1mSv/y 等の適切な割合（ＩＣＲ

Ｐは 0.3mSv/y 未満を勧告）を超えないよ

う設計されるべき。(2.7) 
・低確率事象に対しては、リスク拘束値と比

較するか確率と線量を別々に考慮するかを

決定。(2.8) 

 

 

法第 51 条の 16 保安・特定核燃料物質の防護のため

に講ずべき措置 

法第 51 条の 18 保安規定 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
 
法第 51 条の 16 保安・特定核燃料物質の防護のため

に講ずべき措置 

法第 51 条の 18 保安規定 
埋設規則第 20 条 保安規定 
線量告示 
埋設規則第 15 条 線量等に関する措置 
線量告示第 6 条 放射線業務従事者の線量限度 
線量告示第 3 条第 1 項 周辺監視区域外の線量限度 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置 
法第 51 条の 3 許可の基準 
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 7 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 4 
共通的重要事項 5 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 4 
共通的重要事項 5 
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3 

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

 
・（ 大線量を受ける）決定グループ(critical 

group)の線量・リスクを適切に評価し、閉 
鎖後段階の安全基準と比較すべき。将来起

こるかも知れない(may occur)被ばくも考

慮すべきであり、あらゆる時点で処分場に

影響を与える可能性のある(could affect)事
象の解析に基づき、決定グループを想定す

べき。(2.9) 
・長期安全性は、サイト特性、設計、廃棄物

形態・内容物、操業手順及び制度的管理の

組み合わせで達成。処分システムは、①廃

棄物の隔離、②核種放出の管理、③受容で

きない放出の影響緩和、を意図。浅地中処

分には、重要安全要素である閉鎖後一定期

間のサイト監視を含む。地表面下数十ｍの

岩洞処分は、能動的な制度的管理なしでも

閉鎖後の安全が達成できるかも。(2.10) 
・廃棄物の効果的、安全な隔離は、全体的な

処分システム性能に依存。廃棄物受入要件、

人工バリア設計は、サイト固有の安全評価

に基づいて設定。代替方法として、一般的

サイト要件に基づきそれら要件を設定し、

個々施設に必要なその他要件の設定もある

かもしれない。(2.11) 
＜環境防護＞ 

・放射線の危険性から人を防護できれば、環

境保護の必要性を満足する、と通常は考え

られる。化学的汚染など放射線以外の環境

影響も考慮。(2.12) 

 
法第 51 条の 3 許可の基準 
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置 
 
 
 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置 
 
 
 
 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
法第 51 条の 6 廃棄物埋設に関する確認 
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置 
埋設規則第 6 条 廃棄物埋設施設等の技術上の基準 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設告示 
 
 
（法律では対象外。県の要綱で対応） 
 

 
安全審査指針 解説Ⅱの 4 
共通的重要事項 5 
 
 
 
 
 
 
基本的考え方 第 2 章第 1 節 
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4 

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

3.安全評価と安全要件の遵守 
＜通則＞ 

・操業者は、処分施設建設前に、操業期間・

閉鎖後期間を通した包括的で系統立った安

全評価を行う。規制当局は、安全評価及び

その他情報に基づき、安全基準に合致しな

ければ操業を認可してはいけない。(3.1) 
・安全評価は反復プロセスであり、操業前、

操業中及び閉鎖後段階で、得られた経験と

モニタリング結果を考慮したさらなる安全

評価が必要になるだろう。(3.2) 
・安全評価は、処分システム性能、特に健康・

環境への潜在的放射線影響を評価する手続

きであり、操業中と閉鎖後段階の両方の考

慮を含む。不測の人間侵入の可能性は、能

動的な制度的管理が有効と考えられる間は

無視し得ると仮定できる。安全評価結果は、

処分場が設計目標と安全基準に合致すると

いう合理的な保証を与える基礎となる。

(3.3) 
・安全評価は、(a)全ての状況に対するシステ

ム性能の推定(estimate)、(b)推定された性

能の信頼度評価、(c)安全要件を満足するこ

との全体的評価、から構成。(3.4) 
・処分場の計画・設計において、能動的管理

が行われない期間などの安全への配慮も払

われる。その期間での性能推定の主な方法

は以下の通り。(3.5) 
(a)安全性に影響を与えるかも知れない

要因・事象・過程の系統だったレビュ

ーから選ばれた状況について、処分シ

 
 
法第 51 条の 2 事業の許可 
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請 
 
 
 
法第 51 条の 2 事業の許可 
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請 
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置 
埋設規則第 22 条の 3 廃止措置計画の認可の申請 
法第 51 条の 3 許可の基準 
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置 
 
 
 
 
 
 
 
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請 
 
 
 
法第 51 条の 16 保安及び特定核燃料物質の防護の

ために講ずべき措置 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本的考え方 第 2 章第 1 節 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①埋設深度 
・埋設規則第 2 条第 1 項第

2 号の規定は浅地中処分施

設を想定した記載のため

見直しが必要。 
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WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

ステム・内容物・周辺環境の将来挙動

をモデル化して評価。 
(b)処分施設の設計・建設の品質を考慮

し、処分システムのバリア・構成要素

に予測される性能のレビュー。 
・安全要件合致の信頼性は、安全評価の結果

及び設計・建設の性質・品質から得られる。

可能性のある様々な事象・欠陥からの影響

に耐える堅牢さと能力を示すべき。(3.6) 
・3.5 項の方法は、不確実性のために、安全基

準合致を保証できない。設計通り隔離する

という他の定性的な証拠（ナチュラルアナ

ログ研究結果、設計・深層防護、限度解析、

独立ピアレビューなど）によって処分性能

の定量的推定を補足するなどにより、遵守

の合理的保証が達成されるだろう。(3.7) 
＜安全評価要件＞ 

・安全評価で考慮すべき起こり得る・起こり

えない事象・過程は、規制当局によって決

定又は承認。(3.8) 
・閉鎖後段階の安全評価で、制度的管理期間

中のいかなる管理も考慮できるが、それら

管理と期間は許認可の条件となる。(3.9) 
・施設の影響評価は、漏出物質が生物圏に入

るという仮定や、現在の人の習慣と生態に

基づく。(3.10) 
・安全評価は適切に文書化され、操業者は、

実際の経験、重要な設計変更、新たな安全

関連情報に基づき、安全評価を更新し、規

制当局によって審査。（3.11） 

 
 
 
 
 
法第 51 条の 2 事業の許可 
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請 
法第 51 条の 6 廃棄物埋設に関する確認 
埋設規則第 6 条 廃棄物埋設施設等の技術上の基準 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
 
 
 
 
 
法第 51 条の 2 事業の許可 
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請 
埋設規則第 3 条 変更の許可の申請 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
共通的重要事項 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 7 
 
 
安全審査指針 解説Ⅰ 
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WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

4.組織上および技術的な安全要件 

＜通則＞ 
・新規の施設は本要件に従う。既設の施設に

対して規制当局は、本安全要件の適用範囲

を決定しなければならない。（4.1） 
・規制当局によって決められた安全要件を遵

守できるように対策をとらなければなら

ない。（4.2）  
＜浅地中処分に特有な要件＞ 

・政府は、浅地中処分の技術的・財政的・法

律的責任を有する機関を明示。特に、閉鎖

後管理が必要なら、その責任組織を特定。

(4.3) 
・規制当局は、規定、規則、指針及び基準を

公布・改訂。(4.4) 
 
 
 
・浅地中処分の操業者は安全性に関する全て

の責任を持ち、安全評価、サイト選定・設

計・建設・操業・閉鎖に必要な活動、閉鎖

後段階で必要な対策を行う。操業者は、受

け取る廃棄体の受入要件を課す(4.5) 
・品質保証要件（特に廃棄物受入）の遵守を

確認するため、操業者は廃棄物発生者の手

順の定期的レビューを行う。規制当局がこ

れら手順が要件遵守担保に有効か確認する

ことを勧告。(4.6) 
・処分システムの不具合や設計ミスの場合に

は、操業者は規制当局に報告し、必要に応

じて修復措置を開始。（4.7） 

 
 
法第 5 章の 2 廃棄の事業に関する規制 
 
 
法第 51 条の 2 事業の許可 
法第 51 条の 18 保安検査 
 
 
法第 51 条の 2 事業の許可 
 
 
 
法第 5 章の 2 廃棄の事業に関する規制 
（埋設規則第 6 条 廃棄物埋設地等の技術上の基

準） 
 
 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設告示 
埋設規則第 20 条 保安規定 
埋設規則第 22 条の 3 廃止措置計画の認可の申請 
 
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す

る確認の申請 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設告示 
 
埋設規則第 13 条の 9 保安活動の改善 
埋設規則第 17 条 廃棄物埋設地の保全 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②人工バリア等の技術基

準 
・余裕深度処分の概念にあ

わせた拡充が必要 
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7 

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

・操業者は、処分開始前に、必要なら閉鎖後

制度管理も含め、全ての処分活動段階の資

金確保策の妥当性を実証し、供用期間中は

定期的にレビュー。(4.8) 
・操業者は記録を保存。事業を譲渡する場合、

後継者は規制当局の承認を受けること。

(4.9) 
 
 
・規制当局の要件に従って、操業者は、安全

性に関する事項を記載した文書を提出又は

利用可能にする。(4.10) 
・廃棄物発生者は、規制当局及び操業者の要

件への適合を担保。(4.11) 
 
・廃棄物発生者は、操業者への廃棄物パッケ

ージの引き渡しが、操業者が定めた仕様等

を満足することを担保するとともに、文書

で保証。（4.12） 
・廃棄物発生者は、操業者が必要とする全て

の情報を文書化し、引き渡す。（4.13） 
＜放射性廃棄物の発生および管理の相互依存 

性＞ 
 ・放射性廃棄物管理の一つのステップに係る

決定は、他のステップにおける影響等を十

分に考慮。（4.14） 

 ・廃棄物発生者、処分施設の操業者、規制当

局間の情報交換を含む協力活動が、規制に

従って確立。（4.15） 

埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請 
 
 
 
法第 51 条の 12 合併 
埋設規則第 10 条 合併の認可の申請 
法第 51 条の 19 廃棄物埋設地の譲受け等 
埋設規則第 21 条 廃棄物埋設地の譲受けの許可の

申請 
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請 
 
 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設告示 
埋設規則第 20 条 保安規定 
外運搬規則 
 
 
 
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す

る確認の申請 
 
 
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す

る確認の申請 
 
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す

る確認の申請 
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8 

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

5. 廃棄物の受入れ要件 

＜通則＞ 
・廃棄物受入の条件が規制当局又は操業者に

よって規定される。操業者が作成した場合

は、規制当局が審査・承認。(5.1) 
 

 
＜放射性核種の含有量及び関連要件＞ 

・適切な安全評価手法を用いて、必要に応じ

て、廃棄物パッケージ、処分施設全体の核

種インベントリー・濃度の限度値を策定。

(5.2) 
・廃棄物パッケージ中の核種の種類・特性・

含有量は、当局が承認した手法により、必

要な精度で決定されなければならない。

(5.3) 
・廃棄物パッケージの表面線量率と表面汚染

密度が、輸送要件等を満足。（5.4） 
・容器に封入されない処分には国の安全要件

を付加。(5.5) 
＜物理・化学・生物学的性質＞ 

・廃棄物パッケージは、十分な機械的強度を

持ち、操業段階の合理的な予測事故に対し

て、容認できない損傷がなく耐えられるよ

う設計・製作。(5.6) 
・ガス・熱の発生、腐食、膨潤が、廃棄物パ

ッケージや周囲バリアの安全性と閉じ込め

性を許容できない程に損なわないよう要件

を制定。(5.7) 
・廃棄物パッケージ中の自由液体量は制限。

いかなる水分も、処分施設での放射性廃棄

 
 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設告示 
 
 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
施行令第 13 条の 9 廃棄物埋設 
 
 
 
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す

る確認の申請 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設規則第 18 条 事業所内の運搬 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
 
 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設告示 
 
 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設告示 
 
 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設告示 

  
 
③廃棄体の技術上の基準

の見直し 
・余裕深度処分の概念にあ

わせた拡充が必要 
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9 

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

物での隔離を阻害しないようなレベル。

（5.8） 
・化学的・生物的危険性を有するかもしれな

い物質の処分では、適用可能な規制を満足。

（5.9） 
＜耐火性＞ 
  ・廃棄物パッケージの燃焼性、発火性、その

他要件を制定。（5.10） 

＜形状と識別＞ 
  ・廃棄物パッケージは、取扱い、輸送、定置

のための装置に適したもので、輸送要件を

満足。（5.11） 
  ・廃棄物パッケージは、固有の適切な認識記

号を記す。（5.12） 

 
 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設告示 
 
 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設告示 
 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設規則第 18 条 事業所内の運搬 
 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設告示 

6. 受容できるサイトの特性 

＜通則＞ 
・廃棄物処分システムは、人・環境への潜在

的影響が許容限度内にあること、全体的な

安全目標への合致、を担保する上で必要な

廃棄物の隔離、核種漏出の制限を提供。(6.1) 
・設計・安全評価で重要なサイト特性を判断

する際に、地質、水理、地球化学、地質構

造・地震、表層過程、気象、気候、人間活

動影響を考慮。(6.2) 
＜地質＞ 

・サイトは、要件を満足するとともに、処分

システムの安全性を確保する上で役立つよ

うな地質を有する地域内に存在。（6.3） 
＜水理＞ 

・サイト選択の望ましい要素には、サイトか

ら到達可能な環境への放射性核種の移行を

 
 
法第 51 条の 2 事業の許可 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 

 
 
 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 3 
 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 3 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 3 
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10 

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

制限する性質が含まれる。（6.4） 
・処分施設は、地下水源が許容できないよう

なレベルで汚染することを防げるような場

所に設置。（6.5） 
＜地球科学＞ 
 ・地球化学的な性質が、処分施設からの放射

性核種の移行を制限するために役立つこと

を検討。地球化学的性質が人工バリアの耐

久性を損なうべきでない。（6.6） 
＜地質構造と地震＞ 

・断層、地震活動、火山活動等の重大な地質

活動の変化等が、処分施設の隔離能力を損

なう強さで起こることが予想されない。

（6.7） 
＜表層過程＞ 

・地形の安定性に影響を与える過程の頻度と

強さは、放射性廃棄物を隔離するための処

理システムの能力に著しい影響を与えるこ

とがない。（6.8） 
・表層面に設置された処分施設の場合、敷地

は十分に排水し、洪水の可能性が殆どない

ような地形、水理特性を有す。（6.9） 
＜気象および気候＞ 
 ・降水量、蒸発量、予想される極端な気象条

件によって起こりうる結果は、評価される。

閉鎖後段階の可能性のある気候変動のいか

なる結果も考慮。（6.10） 
＜人間活動の影響＞ 

・サイトは、合理的に予測される(人間)活動が

隔離能力を損なわない場所。(6.11) 
・土地利用・所有権は、対象地域で予見され

 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 

 
安全審査指針 解説Ⅱの 3 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 3 
 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 3 
 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 3 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 3 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 3 
 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 3 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 3 
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WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

る開発・地域計画と関連付けて考慮。(6.12)

7.処分施設の設計 

・処分施設は、必要な期間、廃棄物を十分隔

離できるよう設計。(7.1) 
・設計は、閉鎖後の能動的維持管理の必要性

を 小化し、いかなる環境影響も減少させ

るようサイト特性を補完。設計は、操業要

件、閉鎖計画、その他（外部事象からの廃

棄物の保護等）を考慮。(7.2) 
・人工バリアには、廃棄物パッケージ、周辺

への核種移行を防止・遅延させるための人

工構造物（地下空洞、覆い、内張、充填材、

埋戻し材など）が含まれる。(7.3) 
・司法判断によって、再取り出しを要求され

るかも。再取りだしを設計要件とするなら、

長期間の性能を損なわないよう設計段階で

考慮。(7.4) 
・操業中、必要なら閉鎖後段階も、処分シス

テムの閉じ込め性能を確認するモニタリン

グ計画（処分システムの長期性能を損なっ

てはいけない）が実施できるよう設計。(7.5) 
 

 
法第 51 条の 2 事業の許可 
法第 51 条の 6 廃棄物埋設に関する確認 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
 
 
（定義） 
 
 
 
（対応記述なし） 
 
 
 
埋設規則第 17 条 廃棄物埋設地の保全 
埋設規則第 20 条 保安規定 
埋設規則第 22 条の 3 廃止措置計画の認可の申請 

 

 

 

安全審査指針 Ⅶ 

 

8.建設 

 ・浅地中処分施設の建設には、サイトの準備、

建設、構築物の建設、モニタリング設備の

設置等の行為が含まれる。（8.1） 

・建設作業は、規制当局の認可後（通常、詳

 
（定義） 
 
 
法第 51 条の 2 事業の許可 
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WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

細設計認可、品質保証計画制定後）に開始。

(8.2) 
・建設作業の一部は安全性に関係し、材料・

技術・管理方法の仕様とともに、詳細設計

で明確に示される。(8.3) 

埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請 
埋設規則第 20 条 保安規定 
法第 51 条の 6 廃棄物埋設に関する確認 
埋設規則第 6 条 廃棄物埋設施設等の技術上の基準 

9.操業 

＜通則＞ 
・操業には、設計条件や許認可条件に従って

行う一時貯蔵、廃棄物処理を含むこともあ

る。(9.1) 
・操業は規制当局の認可後に開始。(9.1) 

 
・認識された技術的、管理上の原則が適用。

特に、適切な管理が確保。適切な資質を有

する職員が雇用され、訓練され、効果的な

安全対策が確立。（9.2） 
・規制当局は、環境モニタリング計画、環境

影響評価に必要な指針を用意。(9.3) 
・操業者は、操業段階以降に利用するため、

操業段階の情報を記録。(9.4) 
＜操業管理＞ 

・操業者は、国の規則に従った安全操業を担

保するため、制限値・条件を組み入れた規

定を用意。(9.5) 
・操業は、文書化された手順、指示に従って

行う。操業者は、手順、指示が慎重、適切

に作業者に守られていることを担保。（9.6） 
・操業者は、以下の事象の際のとるべき行動

の手順を制定。 
  緊急事態又は非定常的な発生事象 
  受入要件に適合しない廃棄物を受け入れ

 
 
（定義） 
 
 
埋設規則第 5 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋

設に関する確認の実施 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
 
埋設規則第 16 条 廃棄物埋設施設の巡視及び点検 
埋設規則第 20 条 保安規定 
埋設規則第 13 条 記録 
 
 
埋設規則第 15 条 線量等に関する措置 
埋設規則第 20 条 保安規定 
線量告示 
埋設規則第 20 条 保安規定 
埋設規則第 13 条の 3～9 品質保証 
 
埋設規則第 20 条 保安規定 
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WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

た時 
手順書には規制当局に対する報告を行う時

期を明記。（9.7） 
＜操業開始＞ 
  ・操業者は、操業開始計画を実施。（9.8） 
 
＜廃棄物受入＞ 

・操業者は、規制当局の認可を受けた受入要

件を満足した廃棄物のみを受け入れている

ことを担保。(9.9) 
・廃棄物発生者は、操業者、規制当局が要求

するような文書を個々の廃棄物とともに提

供。（9.10） 
＜廃棄物定置＞ 

・廃棄物は、限度値・条件に従い、設計概念

と合致するよう定置。(9.11) 
 
＜放出管理＞ 

・操業者は、適切なモニタリングを準備・維

持し、当局要件合致の担保に必要な措置を

採る。(9.12) 
＜緊急事態準備＞ 
・操業者は、事業所内緊急時計画を準備。(9.13) 

＜職員の雇用と訓練＞ 
 ・操業者は、安全に操業するために実施すべ

き仕事と活動を定義し、分析。組織を構築

し、職員の責任と権限を明確に示す。（9.14） 
 ・全ての職員のための訓練計画が策定。訓練

計画は定期的に更新。処分施設の操業期間

中、再訓練が継続的に実施。（9.15） 
＜保安措置＞ 

 
 
 
 
埋設規則第 5 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋

設に関する確認の実施 
 
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準 
埋設告示 
埋設規則第 20 条 保安規定 
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す

る確認の申請 
 
 
埋設規則第 5 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋

設に関する確認の実施 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
埋設規則第 19 条 事業所内の廃棄 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
埋設規則第 20 条 保安規定 
埋設規則第 23 条 危険時の措置 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
埋設規則第 20 条 保安規定 
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14 

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

・処分施設の安全性を損ねる行動を防ぐため

の予防措置を採るとともに、防護上重要な

区域への侵入を検知・防御する備えが必要。

(9.16) 
＜レビュー＞ 

・規制要件に従って、操業者は、全処分施設

の安全評価と閉鎖計画について、定期的に

系統立ったレビュー・更新を行い、規制当

局の認可を受けるため、又は情報として提

出する。(9.17) 
・定期的な系統だったレビューは、(a)処分施

設操業、(b)環境影響評価、(c)作業者・公衆

の被ばく制限、に関連した準備、文書作成

のためにも行われる。(9.17) 
・さらに、規制要件に従って、操業者が、責

任、品質保証の監査結果、操業条件、試験、

環境試料採取・分析の頻度、作業者の健康・

安全、記録保管を網羅するレビューを行い、

規制当局に提出。(9.18) 
 

埋設規則第 14 条 管理区域への立入制限等 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
 
埋設規則第 5 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋

設に関する確認の実施 
 
 
 
埋設規則第 5 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋

設に関する確認の実施 
 
 
法第 51 条の 18 保安規定 
埋設規則第 13 条の 8 保安活動の評価 
埋設規則第 20 条 保安規定 

 
 
 
 
 
⑥安全レビュー 
WS-R-1 の 9.17 の要件に

関して、安全評価を定期的

に繰り返し実施すること

を義務づけることに関す

る検討が必要。 

10.閉鎖 

＜通則＞ 
・処分施設の閉鎖は、処分システムの 終的

な形状を整備する系統だった行為。(10.1) 
・操業者は、閉鎖作業開始前に規制当局に閉

鎖計画を提出し、承認を得る。(10.2) 
・閉鎖計画は、妥当なデータに基づいて更新

された閉鎖後の安全評価が含まれ、また、

閉鎖後段階での放射線モニタリング計画、

監視計画、記録管理を含む管理を規定し、

これら管理の責任組織を特定。(10.2) 

 
 
（定義） 
 
埋設規則第 4 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋

設に関する確認の申請 
埋設規則第 5 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋

設に関する確認の実施 
埋設規則第 20 条 保安規定（廃止措置） 
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15 

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

・材料・技術を含む閉鎖方法と期待される性

能が閉鎖計画に記載される。閉鎖方法は、

安全評価の信頼性を向上するため、利用可

能な材料・技術から見て 適化する。(10.3) 
＜閉鎖プロセス＞ 

・閉鎖過程は、構造物・装置等の除染・撤去・

閉鎖、除染廃棄物の処分、処分記録の更新、

必要に応じてモニタリングの実施・継続、

を含む。（10.4） 
・表面上、地表面付近での処分には、閉鎖に

は 終的な覆土の設置が含まれるかもしれ

ない。トンネル、岩洞処分には、人工的な

連絡路の閉鎖措置が含まれるかもしれな

い。（10.5） 
・閉鎖計画は、将来世代に過度の負担を負わ

せない原則に従い、制度的管理期間中の処

分施設のアクセス可能部分の維持・修復の

必要性と整合しなければならない。(10.6) 
・閉鎖過程は、将来あり得る修復措置や安全

再評価に必要かも知れない全ての記録情報

の照合を含む。(10.7) 
・閉鎖活動完了後に、規制当局は、閉鎖活動

が満足できる方法で実施され、適切な状態

にあること、必要文書が入手可能なこと、

閉鎖後管理措置が採られていること、を確

認。(10.8) 
 

埋設規則第 4 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋

設に関する確認の申請 
埋設規則第 5 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋

設に関する確認の実施 
埋設規則第 6 条 廃棄物埋設施設等の技術上の基準 
埋設規則第 4 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋

設に関する確認の申請 
埋設規則第 20 条 保安規定（廃止措置） 
 
埋設規則第 5 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋

設に関する確認の実施 
 
 
 
埋設規則第 17 条 廃棄物埋設地の保全 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
埋設規則第 13 条 記録 
 
 
埋設規則第 5 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋

設に関する確認の実施 
埋設規則第 13 条 記録 
埋設規則第 20 条 保安規定 
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16 

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

11.閉鎖後段階 

＜通則＞ 
・閉鎖処分場の安全性は、能動的手段を必要

とする制度的管理に依存してはならない。

ただし継続的管理（能動的なモニタリン

グ・監視、受動的な土地利用制限など）は、

人間侵入防止により、安全性を高めるかも

しれない。(11.1) 
・管理の特徴と期間は、規制当局によって規

定され又は同意を得る。その際、放射能減

衰、潜在的危険性、計画された活動、情報

保存を考慮。(11.2) 
・能動的・受動的管理の期間・有効性は、安

全評価で考慮する。操業者は、管理終了後

期間でも、隔離能力・閉じ込め能力に影響

を与え得る事象による結果が、安全要件を

満足する証拠を提供する。(11.3) 
・能動的・受動的管理（侵入防止、施設維持、

モニタリング、記録保存等）の実施機関を

特定。(11.4) 
＜能動的管理＞ 

・規制当局は、サイトが要件を満足する信頼

性を高めるために能動的管理の継続を要求

するかもしれない。(11.5) 
・責任組織は、人間等の処分場接近を減らす

対策を採る。(11.6) 
・責任組織は、適切な維持計画を実施（排水

システムの定期的検査、覆土の植生管理、

防護フェンスの定期的検査など）。(11.7) 
・責任組織は、閉鎖後の適切なモニタリング

計画（当局が承認）を実行。(11.8) 

 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置 
 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
 
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請 
 
 
 
 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
埋設規則第 17 条 廃棄物埋設地の保全 
埋設規則第 20 条 保安規定 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 

 
 
基本的考え方 第 2 章第 2 節 
 
 
 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安全審査指針解説Ⅱの 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤放射線管理（モニタリン

グ） 
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WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

・モニタリング計画には次を含む。(11.8) 
(a)処分施設・周辺の放射線その他のモニ

タリング 
(b)隔離システム性能を確認するための

システムパラメータの測定 
・計画外の環境放出が検知されたら、必要に

応じて放出抑制、影響緩和のための介入措

置を採る。(11.9) 
＜受動的管理＞ 

・責任組織は、土地利用制限、記録保存によ

って受動的管理を実施。(11.10) 
・規制当局は、処分施設の位置・内容物を長

期に認知させ続けるために、記録保存等の

受動的管理システムを考慮。(11.11) 
 

埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
 
 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 

WS-R-1 の 11.8 について、

余裕深度処分での対応を

定める必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
④記録の保存 
WS-R-1 の 11.11 の要件に

対して、現行の埋設規則第

13 条の記録では、長期の

記録保存が明確でなく、対

応を定める必要がある。 
12.品質保証 

＜通則＞ 
・処分システムの安全性に関係する全ての活

動、建築物、システム及び構成要素に対し

て包括的な品質保証計画（施設の計画、サ

イト選定、設計、建設、操業、安全評価の

過程の様々なステップ、閉鎖、記録保存、

制度的管理活動までの全ての関連活動を含

む）を適用。(12.1) 
・品質保証計画の要素は、処分施設の安全性

に関する活動等を考慮し、それらに従って

設計。（12.2） 
・建設開始から能動的な制度的管理終了まで

の全期間にわたる処分場の包括的な責任を

 
 
埋設規則第 13 条の 3 品質保証 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
 
 
 
埋設規則第 13 条の 3～9 品質保証 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請 
埋設規則第 20 条 保安規定 
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WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

有する操業者が存在し、品質保証計画の策

定・実施に責任を持つ。(12.3) 
＜立地＞ 
  ・サイト選定に関連した品質保証活動は、サ

イト選定の初期段階で策定。計画は、文書

化された証拠の作成、保存を規定。（12.4） 
＜設計、建設および操業＞ 
  ・処分場の設計、建設、操業の間は、設計管

理の手続きを遵守。（12.5） 
＜廃棄物の受入＞ 

・品質保証計画では、処分場の安全性は操業

者の活動と廃棄物発生者が行う活動に依

存。（12.6）  
 
・廃棄物発生者は、処理の種類と性能等、処

理施設の安全性に影響を与えるかもしれな

い性質と適切な性能について、操業者の要

求する文書を提供。（12.7） 
  ・操業者は、廃棄物発生者から渡された情報

の品質、廃棄物発生者の品質保証計画のレ

ビューを実施。（12.8） 

 
＜閉鎖および閉鎖後＞ 
  ・処分場の閉鎖と閉鎖後の活動に対する品質

保証計画が存在。特に、閉鎖までに記録さ

れた全ての情報の収集と保存を規定。

（12.9） 

＜品質保証における規制当局の役割＞ 

  ・規制当局は、品質保証要件を策定又は承認。

規制当局は、操業者の品質保証計画を審査

し、実施状況と品質管理記録を系統的に検

 
 
 
埋設規則第 13 条の 3～9 品質保証 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
埋設規則第 13 条の 3～9 品質保証 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
埋設規則第 13 条の 3～9 品質保証 
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す

る確認の申請 
埋設規則第 20 条 保安規定 
埋設規則第 13 条の 3～9 品質保証 
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す

る確認の申請 
埋設規則第 20 条 保安規定 
埋設規則第 13 条の 3～9 品質保証 
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す

る確認の申請 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
埋設規則第 13 条の 3～9 品質保証 
埋設規則第 20 条 保安規定 
 
 
 
埋設規則第 20 条 保安規定 
埋設規則第 20 条の 2 保安規定の遵守状況の検査 
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WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

 査。（12.10） 

 

 

付録（閉鎖後段階のための線量とリスク規準） 

  ・放射線学的な安全規準が、処分場の操業

及び閉鎖後段階で必要となる。将来世代の

健康に対する影響が現在受け入れられてい

る影響よりも大きくならないよう配慮が必

要。（A-1） 

  ・処分場の閉鎖後に、長期間にわたる処分

場からの放射性核種の漏出に関しては不確

実性を有している。いくつかのシナリオに

対する安全基準は、発生の確率又は考慮す

る事象の不確実性を取り入れた方法で立案

する必要がある。（A-2） 

  ・IAEA の安全原則では「放射性廃棄物は人

の健康に対する受容可能な防護のレベルを

保障する方法で管理すべき」と述べている。

この防護のレベルは国際機関の勧告を考慮

し導き出される。（A-3） 

  ・放射性廃棄物の管理施設は BSS の要件を

操業段階に対して適用できるが、BSS の線量

限度は潜在被ばくに対して適用されない。

（A-4） 

  ・ICRPは低線量又は低線量率の放射線被ば

くから致死癌が発生する可能性として 5×

10-2Sv-1という値を導き出した。（A-5） 

  ・放射線誘発性の健康影響の発生に対する

限度は線量限度と同様に適用することもで

きるが、線量を受ける確率を考慮した適用

も可能である。（A-6） 

 
 
 
 
線量告示 
 
 
 
 
法第 51 条の 3 許可の基準 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
安全審査指針 解説Ⅱの４ 
安全審査指針 解説Ⅱの７ 
共通的重要事項 ５ 
 
 
 52

thab1813
テキストボックス



20 

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」（要約） 低レベル放射性廃棄物規制制度 原子力安全委員会 

 原子炉等規制法、埋設規則等 報告書 

備 考 

  ・リスクは以下のように定義される。 

  リスク＝（線量を受ける確率）×（線量が

有害な健康影響を増加させる確率）（A-7） 

  ・リスクに基づく評価法の主な利点。 

  (a)影響と同様に確率を考慮に入れる 

  (b)異なるシナリオの影響を重要度の観点

で比較するための基礎を与える 

  (c)全ての種類の影響を合算する(A-8) 

  ・リスクの概念は把握することが容易では

ないし、多数の欠点がある。このため、発

生確率と生じる染料を分けるべきという提

案につながっている。（A-9） 

 

 
（注）WS-R-1： Near Surface Disposal of Radioactive Waste  SAFETY REQUIREMENT（1999,IAEA） 53

法： 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） 
   埋設規則： 核原料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則（昭和 63 年 1 月 13 日総理府令第 1 号） 
   外運搬規則： 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和 53 年 12 月 28 日総理府令第 57 号） 

線量告示： 核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示（平成 12 年 12 月 26 日科技庁告示第 13 号） 
基本的考え方： 「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基本的考え方について」（昭和 60 年 10 月 11 日原子力安全委員会） 
安全審査指針： 「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」（昭和 63 年 3 月 17 日原子力安全委員会） 

   共通的重要事項： 「放射性廃棄物処分の安全規制における共通的重要事項について」（平成 16 年 6 月 10 日原子力安全委員会） 
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資料－７

一般的であると考えられる地下利用の状況に係る調査結果（原子力委員会報告書において示されている深度との比較）

分類 地下利用の項目
原子力委員会報告書（※１）

に示されている深度
地下利用の状況の

調査結果（深度）（※２）
地下利用の状況調査結果（最大深度）

を示す根拠となった施設事例
当該施設事例の出典資料

個人住宅の基礎 ～数m 新たなデータなし － －

高層建築物の基礎と
その地下室

99.9％以上が地下4階まで
最頻値は４階
最大値は7階

軒高150m以上の直接基礎高層建築物26棟及
び軒高101m以上の杭基礎高層建築物24棟の
地下階数分布

 国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課　大深度地下利用企
画室（2001）：大深度地下利用技術指針・同解説　参考資料－５　建
築物に関する諸データ、11pgs．

上水道 ～43m ～85.55m 85.55m(鏡岩配水池）
岐阜城金華山山腹に2万m3の地下配水池　岐阜市水道部鏡岩配水
池（1999）：トンネルと地下第30巻9号

61.7m(葉山浄化センター）
断面420ｍ2地下空洞内の下水処理場　葉山浄化センター（1996）：ト
ンネルと地下第27巻4号

47.95m（恵曇処理場）
松浦、三水（1990）：山腹にトンネル方式で下水処理場をつくる　島根
県鹿島町恵曇処理場、トンネルと地下、第21巻、5号

74.18m（西梅田電圧線）
岡田、安藤（1996）：西梅田シールド工事の設計と施工、電力土木
No.266、pp.92-96

69.48m（長沢・津久井幹線）
（財）水道技術研究センター、大深度水道管路敷設技術研究会　共
著(2001)：水道施設の大深度地下利用をめざして、水道技術研究セ
ンター報告書

46.15m（新淀川）
（財）水道技術研究センター、大深度水道管路敷設技術研究会　共
著(2001)：水道施設の大深度地下利用をめざして、水道技術研究セ
ンター報告書

地下鉄 ～43m ～49m 49m（大江戸線） 「トンネルと地下」2001年2月　『大江戸線全線開業記念特集』

地下室 ～最深30m ～最深30m 30m（国立国会図書館）
国立国会図書館50年史編纂委員会編（1999.3）：国立国会図書館50
年史　本編

～36.7ｍ
[支持面+max10m]

36.7m（横浜市西区の高層ビルの直接基礎）
国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課　大深度地下利用企
画室（2001）：大深度地下利用技術指針・同解説　参考資料－５　建
築物に関する諸データ、11pgs．

～81m
[支持面+max10m]

81m（四日市市の高層ビルの杭基礎） 日本建築センター性能評定シート(1997)：ビルディングレター’97.7

将来の地下利用(地下鉄） ～76m（構想段階）
76m（R2ジオハイブリッド構想（道路鉄道複合ト
ンネルプロジェクト））

当麻他（1991）：アーバン・ジオグリッド構想―その展開と周辺技術
―、地質ニュース447号

将来の地下利用(上水道） ～300m（構想段階） 300m（神戸市大容量送水管）
神戸市水道局ホームページ（2004.10）
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/51/supply/key/pipe.htm

※１：「現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物処分の基本的考え方について（平成10年10月１６日、原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会）」より抜粋

※２：平成１６年度原子力安全・保安院委託事業「核燃料サイクル施設安全対策技術調査（放射性廃棄物処分安全技術調査等のうち放射性廃棄物処分の安全評価技術に係る調査）に関する報告書」等の結果

共同溝 ～60m ～74.18m

～支持面

支持層上面～100mが
現在考えられている

一般の土地
所有者によ
る地下利用

公共的な地
下利用

～72m ～61.7m

高層建築物の基礎

下水道

5
4



資料－８ 

低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に関する本格調査結果について 
 

 
日本原燃（株）では、低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの比較的高い廃棄物の埋設施設の検討に

必要な情報を得るため、濃縮・埋設事業所敷地内（青森県六ヶ所村）の南側台地及びその周辺において、平成

14 年から平成 18 年まで地質・地下水・地盤に関する調査を実施した。調査で明らかになった主な事項は、以

下の通りである。 

・ 地質調査の主な目的は、断層等の地質状況を調べ、地下水が速く移動する場所がないかを確認すること

であり、問題となる場所がないことを確認した。 

・ 地下水調査の主な目的は、地下水の流れる速さや流れる方向を把握することであり、候補地点の鷹架層

は、割目が少なく、地下水の流れる速さは平均して年間 10cm 程度と遅いことを確認した。また、人工

構築物の顕著な劣化を促進するような地下水成分が少ないことを確認した。 

・ 地盤調査の主な目的は、安定した空洞が構築できるかの確認であり、直径約１８ｍの試験空洞が問題な

く構築できることを確認した。 
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図－1 地質調査結果 

  調

図－3 試験空洞 図－2 調査坑鳥瞰図 
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余裕深度処分対象廃棄物

ウラン濃縮・燃料加工ウラン濃縮・燃料加工 原子力発電所原子力発電所 再処理工場再処理工場 MOXMOX燃料加工燃料加工

回収ウラン・回収ウラン・
プルトニウムプルトニウム

使用済燃料使用済燃料ウラン燃料ウラン燃料

MOXMOX燃料燃料

低レベル廃棄物低レベル廃棄物 高レベル廃棄物高レベル廃棄物 低レベル廃棄物低レベル廃棄物

・地層処分対象（ﾊﾙｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ等）
・コンクリートピット処分対象
・素堀り処分対象

・コンクリートピット処分対象
・素堀り処分対象

低レベル濃縮廃液不燃物

可燃物

難燃物

[廃棄物の
例]

・余裕深度処分対象

原子炉
圧力容器

制御棒ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ
(CB)

ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ
(BP)

沸騰水型原子炉
(BWR)

加圧水型原子炉
(PWR)

制御棒 原子炉
圧力容器

[廃棄物の例]
・余裕深度処分対象

（注）CB/BPは再処理工場からも発生

使用済樹脂

・地層処分対象
（ｶﾞﾗｽ固化体）

【第24回廃棄物安全小委員会における電気事業連合会／日本原燃㈱説明資料より】

資料－９
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廃棄体の受入から定置までの流れ

＜地上施設＞

＜地下施設＞

②輸送キャスク
の仮置き

①トレーラーから
の荷降ろし

③廃棄体抜出し

④廃棄体検査
（ＩＤ／外観／標識）

⑤廃棄体仮置き ⑥構内輸送車両への
積載

⑦構内運搬
⑧定置

資料－１０

【第24回廃棄物安全小委員会における電気事業連合会／日本原燃㈱説明資料より】
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施設形状の概略図
（垂直断面）

余裕深度処分において想定される施設形状と
性能評価モデル

廃棄体
充填材 岩

ベント
ナイト

間隙
濃度
一様

拡散
移流分散 拡散

移流分散

公
衆
の
被
ば
く

拡散
移流分散

躯体
ｺﾝｸﾘｰﾄ

拡散
移流分散

生物圏

均
一
混
合
層

低拡散
バリア

埋め戻し材 モルタル層（低拡散バリア）

ベントナイト（低透水バリア）

性能評価モデル

原子力安全委員会「埋設分科会」資料H18.9.19

廃棄体

躯体
コンクリート

主にモルタル層（低拡散バリア）とベントナイト（低透水バリア）に
バリア機能を期待

資料－１１
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余裕深度処分対象の廃棄体形態の例
廃棄体の区分 固体状のもの固体状のもの 容器に固型化容器に固型化

廃 棄 体 形 態
の 概 要

使 用 容 器 角型厚肉容器 角型厚肉容器、またはドラム缶

製 作 概 要 固体状廃棄物をそのまま、容器に密閉
液体状廃棄物等を固型化材料で均一に固型化

若しくは、固体状廃棄物の間隙に固型化材料を充填

放射化金属等 ◎ ○ （充填固化）

放射化ｺﾝｸﾘｰﾄ等 ◎ ○ （充填固化）

使用済樹脂 △ ○ （均一固化）

◎ （均一固化）
溶離廃液

（樹脂から放射性物質を
溶離させた廃液）

－

対象

廃棄物

(例)

放 射 性

○ ○ 電 力
AAB 000

放 射 性

○ ○ 電 力
AAB 000

【凡例】 ◎： 主な組合せ ○ ：可能性のある組合せ △： 今後検討

日本原子力学会標準委員会 第24回原子燃料サイクル専門部会資料（2006.10.11）を一部修正

資料－１２
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余裕深度処分事業の安全規制について

事業許可（安全評価）
↓

建設段階・埋設段階（操業段階） 管理段階

埋戻し
（地下施設の閉鎖）

↓

事業廃止
（廃止措置の
終了確認）

↓

施設確認【施設確認技術基準】

廃棄体確認【廃棄体技術基準】

数十年 ～数百年（管理期間）

廃止措置計画認可申請
【地上施設の撤去／解体等】

記録保存

保安の措置
【事業者が実施・・・・安全レビュー等】
【国の認可等・・・ 保安規定（モニタリング、保全区域の設定等）、保安検査等】

資料－１３
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