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１．背景及び必要性 
 

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。放射性廃棄

物のうち、使用済燃料の再処理後に生ずる放射能レベルの高い廃液（高レベル放射性

廃液）やこれをガラス固化したものを高レベル放射性廃棄物といい、これ以外の放射

性廃棄物は総じて低レベル放射性廃棄物と呼ばれている。原子力の便益を享受した現

世代は、これに伴い発生した放射性廃棄物の安全な処理・処分への取組に全力を尽く

す責務を、未来世代に対して有している。 
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）では、発生者責任、放射性廃棄物最小化、合理的な処理・処分、国民との相互理

解に基づく実施の４原則が示され、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るべきであるとしている。 
「合理的な処理・処分の原則」等に則り、高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）

は地層処分が計画されており、低レベル放射性廃棄物については、含まれる放射性物

質やその放射能レベルに応じて区分され、それぞれの放射性廃棄物に応じて浅地中ト

レンチ処分、浅地中ピット処分、余裕深度処分及び地層処分といった処分方法が適用

される。これらの処分方法はいずれも地中への埋設を行うものである（資料－１参照）。 
浅地中ピット処分と浅地中トレンチ処分は、共に浅い地中へ埋設処分する方法であ

るが、それぞれコンクリートピット等の人工構築物を設ける場合と設けない場合であ

り、余裕深度処分とは、一般的な地下利用に対して十分余裕を持った深度へ処分する

方法である。一方、地層処分は、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（工学的に設計されるバリア）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である。 
このうち、原子炉施設の運転に伴い発生した低レベル放射性廃棄物の一部について

は、現行の浅地中処分に係る安全規制制度の下、既に浅地中ピット処分及び浅地中ト

レンチ処分の埋設処分事業が行われている。 
一方、余裕深度処分の安全規制制度の整備を目的として平成 19 年 3 月に取りまと

められた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報告書

「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（中間報告）」（以下

「中間報告」という）では、「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」と示された。 

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で

は、中間報告で示された課題について、技術的な検討を行うために、同小委員会の下

に浅地中処分安全ワーキンググループを設置し、審議・検討を行った。 

また、我が国においては、2010年には運転開始後 30年を経過する発電用原子炉施
設が 20 基となること等から、これら発電用原子炉施設の廃止に伴い、浅地中ピット
処分や浅地中トレンチ処分の対象となる金属やコンクリート等の放射性廃棄物が生

じることが見込まれている（注１）。しかしながら、現行の浅地中処分に係る安全規制制
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度では、浅地中トレンチ処分の対象となる金属廃棄物（以下「非固型化金属等廃棄物」

という）の廃棄体等の技術基準については整備されていないこと等を受け、同ワーキ

ンググループにおいて、浅地中処分を巡る状況の変化に対応した検討も行った。 
 
 
 
２．目的及び基本方針 
 

本報告書は、中間報告で示された課題及び浅地中処分の対象となる放射性廃棄物

（以下「対象廃棄物」という）の処分を巡る状況の変化を踏まえ、原子力安全委員会

や国際原子力機関（以下「IAEA」という）を始めとする国内外で示されている考え
方を浅地中処分の安全規制制度に反映することを目的として、技術基準等についての

検討結果を取りまとめたものである。 

中間報告では、余裕深度処分に関して追加検討が必要な項目として、①埋設深度、

②施設の技術基準等、③廃棄体の技術基準、④安全レビュー、⑤モニタリング、⑥記

録の保存等が抽出された。これらについて技術的検討を行った結果は、原子力安全・

保安部会廃棄物安全小委員会「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（報告書）（平成 20年 1月）」（以下「余裕深度処分報告書」という）に取り
まとめられた。 
中間報告で抽出された項目のうち、①は余裕深度処分特有のものであり、浅地中処

分との共通的な項目は②～⑥である。余裕深度処分報告書において、④と⑤は保安の

ために必要な措置として取りまとめられ、⑤のモニタリングは放射線モニタリングと

安全レビューの一環として実施すべきモニタリングに整理された。このうち、放射線

モニタリングについては、現行の埋設規則と同様の規定が適用できることが示された。 
⑥については、国における事業廃止後の長期にわたる記録の保存方法について今後

検討が必要であるとの見解が示されており、浅地中処分においても同様に今後検討す

べき事項と考える。 
以上のことから、本報告書では、余裕深度処分報告書で示された施設の技術基準等、

廃棄体の技術基準及び保安のために必要な措置としての安全レビューとモニタリン

グの考え方に関して、これらを浅地中ピット処分及び浅地中トレンチ処分の安全規制

に反映することについて検討を行った。 

また、浅地中処分を巡る状況の変化への対応として、浅地中トレンチ処分の対象と

なる非固型化金属等廃棄物の技術基準に関する検討等を行った。 

 
 
 

３．安全確保のための基本的要件 

 

今般の検討の土台とする浅地中処分の安全確保のための基本的考え方は、これまで

に原子力安全委員会「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）（以下「安全審査の基本的考え方」という）等において明らかにされている。 
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浅地中処分の安全を確保するためには、まず、安全確保対策を施す対象物である放

射性廃棄物の種類、物理・化学的性質及び放射能特性等を把握することが必要である。

その上で、廃棄物埋設施設（注２）の位置、構造及び設備が災害の防止上支障がないも

のであることに関して、これら施設に具備されるべき基本的要件を把握することが重

要である。 

対象廃棄物としては、原子炉施設の運転中に発生する使用済樹脂や可燃物、解体に

伴い発生する放射化したコンクリートや金属などがある。 

対象廃棄物の特性のうち、安全確保上、最も重要なものは放射能特性であり、廃棄

物埋設施設には放射能特性に応じて放射性物質の閉じ込めや放射線の遮へい及び移

行抑制の機能が基本的要件として求められる。 

このうち移行抑制機能とは、長期的には埋設した対象廃棄物に地下水が接触し、放

射性物質が漏出する可能性を想定し、放射性物質の漏出や地下水を介した移行による

周辺公衆の被ばくを低減するために求められる基本的要件である。 

さらに、対象廃棄物の放射能が減衰し、立ち入りあるいは掘削行為等に伴い想定さ

れる公衆の被ばくが十分低減されるまでの一定期間、当該行為を制限する等の管理を

考慮しなければならない。 

 
 
 

４．安全規制制度についての検討結果 
 

本章では、余裕深度処分、浅地中ピット処分及び浅地中トレンチ処分の埋設の方法

と求められる要件について分類した上で、余裕深度処分報告書で示された施設の技術

基準等、廃棄体の技術基準及び保安のために必要な措置としての安全レビューとモニ

タリングについての考え方を浅地中ピット処分及び浅地中トレンチ処分の安全規制

に反映すること等について検討した結果を示す。 

 
４．１ 各処分の方法について 

大綱に示されているように、わが国の低レベル放射性廃棄物の処分方法は、浅地中

トレンチ処分、浅地中ピット処分及び余裕深度処分等に区分されていることから、安

全規制としても、これらの処分方法を対象とした規制制度を整備し、制度上明確化し

ておくべきである。 
そのためには、各処分方法の対象となる放射性廃棄物の放射能濃度等の特性と地中

の施設、すなわち廃棄物埋設地に求められる要件を埋設規則に定め、それぞれに応じ

た規定を整備する必要がある。 
各処分の方法及び要件の規定にあたっては、原子力安全委員会が、原子炉施設及び

核燃料サイクル施設から発生する低レベル放射性廃棄物を対象に、平成 19年 5月に
取りまとめた報告書「低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分に係る放射能濃度上限値

について」（以下「濃度上限値報告書」という）の考え方を参考とする。 
同報告書では、余裕深度処分、浅地中ピット処分、浅地中トレンチ処分の概念に基
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づき、各処分方法の対象となる放射性廃棄物中の放射性核種濃度の最大値、すなわち

濃度上限値の推奨値（注３）が示されている。 
 
（１）浅地中ピット処分 

中間報告や余裕深度処分報告書に示されたように、浅地中ピット処分の濃度上限

値を超える放射性廃棄物であって、余裕深度処分の濃度上限値を超えない放射性廃

棄物を埋設する廃棄物埋設地に求められる要件としては、少なくとも地表面から

50ｍ以深の安定した地下に施設することとなる。 
一方、浅地中ピット処分の濃度上限値を超えない放射性廃棄物を埋設する廃棄物

埋設地は、余裕深度処分のように地表面から 50ｍ以深の地下に施設することを要

件とする必要は無いが、濃度上限値報告書においては、コンクリートピットを設置

することによる移行抑制効果や遮へい効果を前提として濃度上限値を算出してい

ることから、こうした前提条件を踏まえ、当該廃棄物は、コンクリートピット、す

なわち外周仕切設備を設置した施設又は廃棄体等を一体的に固型化した施設に埋

設することとする。これは、従前の考え方と同一である。 
 
（２）浅地中トレンチ処分 

濃度上限値報告書において、浅地中トレンチ処分の濃度上限値は、廃棄物埋設地

に移行抑制機能や遮へい機能を有する人工構築物を設置しない前提で算出されて

いることを踏まえ、当該濃度上限値を超えない放射性廃棄物を埋設する廃棄物埋設

地については、地表面から 50m 以深の地下に施設することを要件とする必要が無
いことに加え、当該廃棄物を、外周仕切設備を設置した施設や廃棄体等を一体的に

固型化する方法により埋設することについても要件としない。これも、従前の考え

方と同一である。 
 
 
４．２ 廃棄物埋設施設の技術基準について 

余裕深度処分報告書で示された考え方によると、廃棄物埋設施設の技術基準として

は、施設が許可された基本設計ないし基本的設計方針で示される要求事項を要件とし

た基準、すなわち廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備が申請書等に記載したところ

によるものであることとすべきとしている。これは、今後設計される余裕深度処分の

施設については、事業者が、許可申請にあたって、蓄積された技術的知見及び最新の

技術的知見を余すことなく活用して、合理的に適用可能な手段を講じて適切な施設

設計を行うとともに、これらの知見を許可後の詳細設計に反映できるようにする

ためである。 

一方、現行の浅地中処分に関する廃棄物埋設施設の技術基準のうち、浅地中ピット

処分については、安全機能や求められる性能、構造耐力上の観点から具体的な寸法や

材料を規定し、施設等をその規定に適合させることによって、安全を確保する仕組み

となっており、既存の施設についてはこうした仕組みに沿って安全な処分が実施され

ている。すなわち、国は、現行の安全規制に基づき許可された基本設計ないし基本的

設計方針が施設等に適切に反映されていることを確認するとともに、廃棄物埋設施設
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の操業中の安全を確保するため、事業者に対し、施設の保全等について必要な措置に

ついて規定した保安規定の遵守状況について検査し、適切な保安措置がとられている

ことを確認している。 
したがって、これまでの安全規制との整合性も踏まえ、既存の浅地中ピット処分の

施設については、現行どおりの規定で安全を確保することが適切である。 

ただし、原子炉施設からの解体廃棄物に加えて、再処理施設や使用施設等から発生

する放射性廃棄物を対象とした今後の浅地中ピット処分の事業化に際しては、現行の

技術基準に規定されたもの以外にも、既存の浅地中処分に関する事業実施や基盤研究、

安全研究によって、廃棄物埋設施設の安全設計やその安全性の評価方法について蓄積

された技術的知見を踏まえて、合理的に適用可能な手段を講じて適切な施設設計を

行えるようにすることが重要である（注４）。 
したがって、今後の浅地中ピット処分の事業計画が具体化された時点で、一部の

仕様的な規定（例えば開口部制限や空隙の取扱い等）に関して、余裕深度処分報告書

で示された施設の技術基準に関する考え方を浅地中処分の規制に反映することにつ

いて、国は検討するべきである。 
 
 
４．３ 廃棄体の技術基準等について 

事業者が廃棄物の埋設を行う場合、埋設しようとする廃棄体等が国の定める技術基

準に適合することについて国の確認を受けなければならない。本項では、浅地中処分

において廃棄体等に求められる技術基準の考え方とその確認にあたって留意すべき

点について示す。 

 

（１）廃棄体等に求められる要件 

余裕深度処分報告書で示されているように、廃棄体は放射性廃棄物を取り扱う際

の最小単位であり、廃棄体の量や放射能特性等は、廃棄物埋設施設の安全設計の前

提となるものであることから、廃棄体の要件としては、基本的には、余裕深度処分

報告書で示されたように、含まれる放射性物質の種類、量、濃度が許可されたもの

であることが求められる。また、廃棄体取り扱い中における汚染や被ばくの低減・

防止の観点から、廃棄体自体に一定の閉じ込め機能を持たせるため、廃棄物を容器

に封入又は固型化することにより、容易に漏洩・飛散しない性状とすることに加え、

廃棄体を廃棄物埋設施設に受け入れた後は、基本的に性状を変更することは想定さ

れないことから、廃棄体は最終的な処分に適した性状であることが求められる。 

   現行の埋設規則における廃棄体の技術基準の概要は以下に示す①～⑥のとおり

で、これらの規定は、余裕深度処分報告書で示された要件と適合するものである。 

 

①廃棄体の放射能濃度が申請書等に記載した最大放射能濃度を超えないこと。 

②放射線障害防止のため、廃棄体は、放射性廃棄物を容器に固型化してあること。

（大型金属廃棄体については、放射線障害防止のため、開口部の密閉その他の

処理をしてあること。） 

③廃棄体の健全性を損なうおそれのある物質を含まないこと。 
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④廃棄体は、埋設された場合において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有

すること。 

⑤廃棄体は、著しい破損がないこと。 

⑥廃棄体は、容易に消えない方法により、容器の表面の目につきやすい箇所に、

放射性廃棄物を示す等の標識を付けること。 

 

このうち、②は、廃棄体自体に一定の閉じ込め機能を持たせて、容易に漏洩・飛

散しない性状とするための規定であるが、余裕深度処分報告書では、この要件を満

たす方法として、容器に固型化すること以外に、容器に封入することについても挙

げている。こうした考え方は、現行の原子炉施設から発生する浅地中処分の対象と

なる廃棄体にも適用可能と考えられる。 

一方、原子炉施設の運転と解体に伴い発生する放射性廃棄物うち、トレンチ処分

対象となるものは、中性子による放射化や放射性物質による汚染の程度が小さいた

め、もともと放射能濃度が非常に低い放射性廃棄物である。このうち、金属状のも

のとしては、鉄骨、配管及びケーブル等が想定されている（資料－２参照）。原子

力安全委員会が原子炉施設から発生する放射性廃棄物を対象として平成 12年 9月
に取りまとめた「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値

について（第３次中間報告）」において、これらは、非固型化金属等廃棄物と呼ば

れており、「鉄筋類を含むコンクリート、金属類、保温材類、プラスチック類、ガ

ラス・陶磁器類などといったいわゆる非固型化コンクリート等廃棄物や非固型化金

属等廃棄物は、それ自体が物理的・化学的に安定なものである」と示されている。 
このように、放射能濃度が非常に低く、物理的・化学的に安定であることを踏ま

えると、こうした放射性廃棄物については、梱包等の方法によって放射性物質の漏

洩・飛散を防止することで十分であり、必ずしも容器に封入又は固型化する必要は

ないと考える。 
したがって、非固型化金属等廃棄物についても、現行の非固型化コンクリート等

廃棄物に関する技術基準と同様の技術基準を規定することが適切である。 
 
（２）浅地中処分の対象となる廃棄体等の確認にあたって留意すべき点 

浅地中ピット処分や浅地中トレンチ処分の許可申請において、事業者は、廃棄体

等に含まれる放射性物質の濃度や量を許可申請書に記載し、国等は、廃棄体等の確

認において、放射性物質の濃度等が許可されたものであることを確認する。 

一方、平成 19 年 6 月に国会で可決された「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「炉規法」という）の改正によって、高レベル放射性

廃棄物等（ガラス固化体及び一部の長半減期低発熱放射性廃棄物（TRU廃棄物））
の放射能レベルの高い放射性廃棄物の埋設による最終処分に係る安全規制が盛り

込まれ、埋設による最終的な処分は第一種廃棄物埋設と第二種廃棄物埋設の２種類

に分類されることとなった。 

第一種廃棄物埋設と第二種廃棄物埋設の区分を示す放射性物質（以下「区分核種」

という）とその濃度（以下「区分値」という）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施行令」（以下「政令」という）に規定され、第二
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種廃棄物埋設に該当する浅地中ピット処分及び浅地中トレンチ処分にあたっては、

廃棄体等が第二種廃棄物埋設対象であること、すなわち区分核種の濃度が区分値以

下であることを、規制の観点からは手続き的に示す必要性が生じる。 

  この点に関連して、濃度上限値報告書では、「区分値に示されている核種のうち、

ピット処分とトレンチ処分に対する濃度上限値の推奨値に含まれていない核種に

ついては、もともと、ピット処分やトレンチ処分対象の廃棄物中のそれら核種の濃

度が低く、その相対的重要性が低いことが前提になっていることから、それら核種

について、区分値以下であることを他の重要核種と同じように厳密に評価する必要

はなく、余裕深度処分に対する、Cl-36や I-129と同じように（注５）、審査や確認の

合理性の観点からより簡明な方法が検討されるべき」と指摘している。 
また、同報告書では、廃棄物に含まれる Co-60や Cs-137の放射能濃度が、それ

ぞれピット処分やトレンチ処分の濃度上限値以下であることが確認できれば、基本

的には、それらの廃棄物中の区分核種の濃度が区分値以下であることが明らかであ

るとする考え方（以下「区分値充足性」という）が示されている（資料－３参照）。 
このように、濃度上限値報告書で示された考え方を踏まえて、浅地中処分対象の

廃棄体等の確認にあたって、その濃度が区分値以下であることのみを確認すればよ

い区分核種については、濃度上限値報告書で示された区分値充足性の考え方を踏ま

えた合理的な確認を行うことが適切である。 
さらに、同報告書では、「Cl-36 については、他の核種にくらべデータが少なく

現状では不確実性が多いため、さらに追加的な知見を加えて根拠を充足させるか、

あるいは Co-60などの濃度上限値充足性にさらに一定の余裕があること（例えば、
２桁の余裕）との条件を付して、区分値充足性に代えることができるとする、など

の措置が妥当」とされている。 
これに関し、Cl-36に関する追加的な知見の一例として、六ヶ所低レベル放射性

廃棄物埋設センター（浅地中ピット処分）の埋設対象廃棄物（軽水炉起源のもの）

に含まれる Cl-36濃度の評価結果を資料－４に示す。資料－４に示した評価結果は、
同報告書で指摘されている根拠を充足させるための知見として適合するものと考

える。 
したがって、浅地中処分の対象となる廃棄体等の確認において、区分核種につい

ては、区分値充足性の考え方を適用することが可能と考える。 
 

 

４．４ 保安のために必要な措置 

４．４．１ 安全レビューについて 

余裕深度処分報告書では、「事業の長期化及びそれに伴う知見や状況の変化の考慮

が避けられない放射性廃棄物の処分事業については、その安全性の確認を定期的に行

うことの必要性が国際的にも提唱されており、我が国でも積極的にそのような考え方

を導入すべき」とした原子力安全委員会の報告書「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（中間報告）」（平成 19年 7月）（以下「安全規制の基本的
考え方（中間報告）」という）による指摘等を踏まえて、「事業者は、保安措置の一環

として、適切な時期に、事業の進展に伴い得られるデータや最新知見を踏まえてもな
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お、廃棄物埋設施設の長期的な安全性が担保される見通しであるかを確認する（以下

「安全レビュー」という）ことが必要」としている。 

  すなわち、事業廃止後の長期的な安全確保に必要な移行抑制機能や離隔機能を人工

バリアに加えて地質等の天然バリアが担保する余裕深度処分においては、気候変動や

隆起・侵食等による地質環境の長期的な変遷の可能性ならびに地質環境の不均質性等

を踏まえ、長期的な安全性に関して、安全レビューを行うことが必要とされている。 
これに対して、既存の浅地中ピット処分及び浅地中トレンチ処分施設は、主として

管理期間中における放射能の減衰によって安全な処分を実施するものであることか

ら、これまでの安全規制との整合性も踏まえ、長期的な安全性が担保される見通しで

あるかどうかについての安全レビューを規制として求める必要性は無いと考える。 
一方、今後、事業の長期的な安全性の多くを人工バリアや天然バリアに期待するよ

うな浅地中ピット処分の事業計画や施設設計等が具体化された際には、余裕深度処分

報告書及び諸外国における浅地中処分に係る安全レビュー（資料－５参照）の考え方

を踏まえて、浅地中ピット処分に係る安全レビューを規制で求めることを検討するこ

とが適切である。 

 

 

４．４．２ モニタリングについて 

余裕深度処分報告書では、モニタリングを、（１）周辺環境へ放出される放射性物

質の管理及び作業従事者の被ばく管理（放射線管理）が適切に行われていることを確

認するためのもの（放射線モニタリング）、（２）安全レビューの一環として行うモ

ニタリングに分類し、それぞれを実施するにあたっての考え方が示されている。 
同報告書では、余裕深度処分におけるモニタリングの考え方について、WS-R-1で

の指摘や IAEAの安全レポートシリーズ No.35「放射性廃棄物のための浅地中処分施
設のサーベイランスとモニタリング」（2004年）で示された一般規準を参照とした検
討が行われた。 
その結果、（１）については、基本的に、以下に示すような現行の埋設規則と同様

の規定が適用できるとされている。 

 

①放射線業務従事者の線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないようにす

ること 

②放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定め

る濃度限度を超えないようにすること 

 
一方、（２）については、余裕深度処分報告書において挙げられている「建設段階

で得られる新たなデータ類や、環境、地下水、地質データ」を取得するためのモニタ

リングが該当するものと考えられる。その具体的な内容については、今後、余裕深度

処分で実施する安全レビュー用データのモニタリング方法とともに検討することが

必要である。 
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５．まとめと今後の検討課題 

 

（１）余裕深度処分報告書で示された施設や廃棄体等の技術基準及び保安のために必要

な措置としての安全レビューとモニタリングの考え方に関して、これらを浅地中

ピット処分及び浅地中トレンチ処分の安全規制に反映することについて検討を

行った。その結果、以下のような結論を得た。 

①余裕深度処分、浅地中ピット処分及び浅地中トレンチ処分の各処分方法ごとに、

その対象となる放射性廃棄物の濃度上限値と廃棄物埋設施設に求められる要件

を、原子力安全委員会の濃度上限値報告書を踏まえて定めることが適切である。 
②廃棄体等の技術基準に関しては、余裕深度処分報告書で示された考え方を適用す

ることが可能である。また、浅地中処分の対象となる廃棄体等の確認にあたって、

区分核種については、濃度上限値報告書で示された区分値充足性の考え方を適用

し、それぞれの処分方法の濃度上限値以下であることを確認することで充足され

ると判断することが可能と考える。 

③既存の浅地中ピット処分の廃棄物埋設施設に関する施設の技術基準については、

現行どおりの規定で安全を確保することが適当である。 

④既存の浅地中処分施設については、安全レビューを規制として求める必要性は無

いと考える。 
⑤今後の課題としては、原子炉施設に加えて、再処理施設や使用施設等から発生す

る放射性廃棄物を対象とした新たな浅地中処分の事業計画が具体化された時点

で、これらを踏まえた廃棄体や施設の技術基準とともに、余裕深度処分報告書で

示された施設の技術基準に関する考え方を浅地中処分の規制に反映することや

浅地中ピット処分に係る安全レビュー及びそのためのモニタリング方法につい

て、検討を行うことが必要と考える。 

 

（２）その他、浅地中処分を巡る状況の変化に対応した検討を行った結果、以下のよう

な結論を得た。 

①非固型化金属等廃棄物の技術基準については、現行の非固型化コンクリート等廃

棄物と同様の規定とすることが適切である。 

②４．３（２）項に示したように、余裕深度処分、浅地中ピット処分及び浅地中ト

レンチ処分は第二種廃棄物埋設に相当する。第二種廃棄物埋設に関して、炉規法

では、「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

の変更予定時期等」を記載した事業許可申請書を経済産業大臣に提出する旨規定

されている。 
ここで、具体的な措置内容については、特に浅地中トレンチ処分の事業の具体

化を踏まえ、IAEAで提唱されている graded approach（等級別アプローチ）の
考え方（注６）に基づいた潜在的危険性の程度（リスク）に応じた合理的な措置を

実施することが適切である。これに応じて国も、廃止措置における規制の考え方
（注７）も参考に、リスクに応じた適切な規制の実施の可能性の検討を今後行うこ

とが必要と考える（資料－６参照）。 
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（付録１） 

用 語 解 説 

 

 

か 

○ 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 

工学的に設計されるバリア。例えば、廃棄体が地下水に接触しても放射性物質が溶

け出しにくい材料、収着し易い材料、拡散しにくい材料及び地下水を動きにくくする

材料等。 

 

○ 浅地中処分 

浅い地中へ埋設処分する方法で、浅地中ピット処分と浅地中トレンチ処分がある。 

 

○ 浅地中トレンチ処分 

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。 

 

○ 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。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。 
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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（工学的に設計

されるバリア）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 2,300
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の

生活環境への移行抑制が期待できる岩体や土壌など。 

 

 

は 

○ 廃棄物埋設施設 

廃棄物埋設地と附属施設をいう。廃棄物埋設地は、例えば、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（人工バリアを含む）など。 

 

 

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（例えば、

地表から 50～100 メートル程度）に埋設する処分を指す。 
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（付録２） 

 

注釈 

 

（注１）2001年 12月より廃止措置に着手した日本原子力発電株式会社の商業用原子力
発電所の解体により、浅地中トレンチ処分相当の放射性廃棄物が発生すること

が想定される。 
 
（注２）炉規法において、廃棄物埋設施設は廃棄物埋設地とその附属施設で構成される。

原子力安全委員会の埋設に係る安全審査指針では、「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（人工バリアを含む）」を廃棄物埋設地としている。附属施設とは、

廃棄体等の受入施設や放射線管理施設が該当する。 

 
（注３）濃度上限値報告書では、低レベル放射性廃棄物について、余裕深度処分、浅地

中ピット処分及び浅地中トレンチ処分の対象となる放射性廃棄物中の放射性

核種とその濃度上限値の推奨値が、それぞれ以下のように示されている。 
    ・余裕深度処分 
       C-14（10の 16乗ベクレル毎トン） 

Cl-36（10の 13乗ベクレル毎トン） 
Tc-99（10の 14乗ベクレル毎トン） 
I-129（10の 12乗ベクレル毎トン） 
α核種（10の 11乗ベクレル毎トン） 

・浅地中ピット処分 
       C-14（10の 11乗ベクレル毎トン） 

Co-60（10の 15乗ベクレル毎トン） 
Ni-63（10の 13乗ベクレル毎トン） 
Sr-90（10の 13乗ベクレル毎トン） 
Tc-99（10の 9乗ベクレル毎トン） 
Cs-137（10の 14乗ベクレル毎トン） 
α核種（10の 10乗ベクレル毎トン） 

・浅地中トレンチ処分 
   Co-60（10の 10乗ベクレル毎トン） 
   Sr-90（10の 7乗ベクレル毎トン） 
   Cs-137（10の 8乗ベクレル毎トン） 
また、同報告書では、「許可申請書に記載された放射性廃棄物の放射性核種

濃度がその濃度上限値をすべて下回る場合であっても、直ちに許可がなされる

ものではなく、安全審査によって個々の廃棄物埋設施設ごとに、その位置、構

造及び設備が災害の防止上支障がないことが見極められ、その可否が判断され

る。」とされている。 
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（注４）平成 13 年 6 月の原子力安全・保安部会報告「原子力の安全基盤の確保につ
いて」においては、「技術革新や新たな知見が適切に安全規制に反映され

なければ、安全規制の有効性を損なうばかりでなく、安全規制当局や事業

者の限られた資源をいたずらに費やすことにもなる。」とされている。 

 
（注５）原子力安全委員会「低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分に係る放射能濃度上

限値について」（平成 19年 5月）によると、「もともと、ある重要核種につい
て、濃度の低いことが明らかな対象物とそうでない対象物とを識別せずその評

価を単純に行うことは、審査や確認の合理性からみて好ましいことではない。

したがって、余裕深度処分に係る Cl-36や I-129の濃度評価について述べたよ
うに、余裕深度処分とすべきか地層処分とすべきかを判断する上でのそれら核

種の区分値の適用においても、重要核種濃度に廃棄物の種類によって著しい偏

りのあることが明らかな場合には、その評価方法について、それぞれの特徴を

考慮するなどの科学的合理性をもった考えに従うことが妥当と考える。」とさ

れている。 
 
（注６）IAEA安全用語集によると、「graded approach（等級別アプローチ）」とは、

「規制システムあるいは安全システムのような管理システムに対して、適用さ

れる管理上の処置や条件の厳格さが、実行可能な範囲で、管理の喪失の起こり

うる可能性のある結果、ならびに関連するリスクのレベルとつり合っているこ

と」とされている。 
 
（注７）総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃止措置安全小委員会「原子

力施設の廃止措置規制のあり方について」（平成 16年 12月）によると、「一般
に、廃止措置段階は、供用中に考慮すべき事故やこれに起因する放射性物質の

環境への大量漏洩の危険性は低減し、また、廃止措置の進捗に伴い安全確保の

重要性の程度が順次変化すること等から、廃止措置の進捗に応じた段階的な規

制を可能とする制度とすることが重要である。」とされている。 
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（付録３） 
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（付録４） 

 

 

 

 

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 

 

（平成２０年３月１３日現在） 

 

 

 

委員長 石榑 顕吉  社団法人日本アイソトープ協会常務理事 

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特別顧問 

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 

准教授 

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 

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５） 

 

  

 

 

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 

浅地中処分安全ワーキンググループ委員名簿 

 

 

 

 主査  小佐古
こ さ こ

 敏
とし

荘
そう

 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授 

 委員  川上
かわかみ

 泰
ゆたか

   財団法人原子力安全研究協会研究参与 

駒田
こ ま だ

 広也
ひ ろ や

  財団法人電力中央研究所地球工学研究所首席研究員 

      中山
なかやま

 真一
しんいち

  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 

      渡部
わたなべ

 芳夫
よ し お

  独立行政法人産業技術総合研究所深部地質環境研究 

コア代表 
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（付録６） 

  

 

 

 

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 浅地中処分安全ワーキンググループ 

における検討の経緯 

 

 

第１回  平成１９年１１月１２日 

・浅地中処分の安全規制について 

 

第２回  平成１９年１２月１１日 

・浅地中処分の安全規制について 

 

第３回  平成１９年１２月２０日 

・浅地中処分の安全規制について 

 

第４回  平成２０年１月１６日 

・浅地中処分の安全規制について 
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資料－１ 
 

放射性廃棄物の処分方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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。 
 
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への埋設処分 
 ・浅地中ピット処分 
   コンクリートピットを設けた浅地中への埋設処分 
 
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（例えば地下 50～100m）へ
の埋設処分 

 
地層処分 

  地下 300mより深い地層中への埋設処分 
 
 

0m

浅地中トレンチ処分

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

0m

浅地中トレンチ処分

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

浅地中トレンチ処分 
浅地中ピット処分 

余裕深度処分 

【出典】原子力委員会「原子力政策大綱」資料より引用。図は一部加工。

地層処分 



資料－２ 
 

今後発生が予想される 
トレンチ処分対象の放射性廃棄物の例 

 
廃棄物種類 対象廃棄物 廃棄物量 
コンクリートブロック 生体遮へい体 約 9,850 t 

放射化物 
金属 ガスダクト等 約 320 t 
コンクリートがら 建家はつり、スレート 約 100 t 

熱交換器 約 1,670 t 二次汚染物 
金属 

鉄骨、配管、ケーブル等 約 1,130 t 
 
2001 年 12 月より廃止措置に着手した日本原子力発電株式会社の商業用原子力発電
所の解体により発生することが予想されるトレンチ処分対象の放射性廃棄物の種類

と発生量。 
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資料－３ 
 

区分値充足性の考え方 
（原子力安全委員会「低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分に係る放射能

濃度上限値について」平成 19年 5月）の抜粋 
（下記抜粋文中の表は省略。原子力安全委員会のホームページ http://www.nsc.go.jp/を参照のこと） 

 

「第３に、区分値以下の廃棄物は、原則的に地層処分対象ではなく、余裕深度処

分やピット処分、トレンチ処分のいずれかの埋設処分対象になることになる。この

ため、余裕深度処分だけではなく、ピット処分やトレンチ処分の対象についても、

一律に区分値以下であることを規制の観点からは手続き的に示す必要性が生じる。

その場合、区分値に示されている核種のうち、ピット処分とトレンチ処分に対する

濃度上限値の推奨値に含まれていない核種については、もともと、ピット処分やト

レンチ処分対象の廃棄物中のそれら核種の濃度が低く、その相対的重要性が低いこ

とが前提になっていることから、それら核種について、区分値以下であることを他

の重要核種と同じように厳密に評価する必要はなく、余裕深度処分に対する、Cl-36

や I-129 と同じように、審査や確認の合理性の観点からより簡明な方法が検討され

るべきと考える。 

具体的に核種を挙げれば、トレンチ処分に対する、C-14、Cl-36、Tc-99、I-129、

α核種、ピット処分に対する、Cl-36 と I-129 である。概して言えば、核分裂生成

物とα核種については、表１及び表２のいずれにも示されている核分裂生成物

Cs-137 との相関から、それぞれの濃度をおおよそ推定でき、放射化生成物について

は、同じく表１及び表２のいずれにも示されている Co-60 との相関から、それぞれ

の濃度をおおよそ推定できると考えられる。 

例えば、I-129 を例にとると、核分裂収率等からその Cs-137 に対する I-129 の

相対濃度は、1E-6～1E-5 程度、高く見積もっても 1E-4 程度と推定される（参考資

料２の表９～１１）。したがって、トレンチ処分及びピット処分に関する Cs-137 の

濃度上限値の推奨値である、1E+8(Bq/ton)と 1E+14(Bq/ton)に対応する I-129 の濃

度は、それぞれ、1E+4(Bq/ton)、1E+10(Bq/ton)程度であり、いずれも、区分値で

ある 1E+12(Bq/ton)を十分に下回ることがわかる。したがって、トレンチ処分及び

ピット処分に関し、Cs-137 についてその濃度上限値以下であることを確認すること

をもって、I-129 の区分値に関する充足性の確認に代えることができると考えられ

る。 

I-129 と同じく、トレンチ処分とピット処分のいずれについても濃度上限値が示

されていない Cl-36 について言えば、参考資料２の表２２に示されている、トレン
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チ処分対象のＪＰＤＲ解体コンクリートの例によると、Co-60 に対する相対濃度は

1E-3～1E-2 である。これに対し Co-60 のトレンチ処分濃度上限値の推奨値は

1E+10(Bq/ton)であり、それに相当する Cl-36 の推定濃度は 1E+7～1E+8(Bq/ton)と

なることから、Cl-36 の区分値条件である 1E+13(Bq/ton)以下は十分に満足してい

ると考えられ、Co-60 に関するトレンチ処分濃度上限値充足性確認をもって Cl-36

の区分値充足性確認に代えることができると考えられる。 

一方、参考資料２の表６には、ピット処分対象廃棄物に関する Cl-36 と Co-60

の相関性は、原子炉廃棄物の放射化コンクリートについて、Cl-36 の Co-60 に対す

る相対濃度(5E-5)が読み取れるだけで、情報は限られている。しかし、同じく参考

資料２に示されている、余裕深度処分相当廃棄物に関する評価値からその概数を見

積もることは可能であり、概数であるものの濃度上限値の充足性確認には有効と考

えられる。参考資料２の表２１によれば、いずれも放射化生成物である Co-60 と

Cl-36 との間には、余裕深度処分対象廃棄物の評価結果をみると比較的良好な相関

性がみられる。すなわち、原子炉で用いられている代表的部材について原子炉内で

の照射条件等を勘案しつつ放射化計算を行った結果をみると、黒鉛ブロックのよう

な例外を除けば、Cl-36 の Co-60 に対する相対濃度はほぼ一定で 1E-5 のオーダーな

いしそれ以下のものがほとんどであり、ピット処分対象原子炉廃棄物である放射化

コンクリートの相対濃度ともそれ程変わらないことがわかる。なお、黒鉛ブロック

の相対濃度は 1E-2 で 1E-5 にくらべ３桁も高いものの、Co-60 の濃度が濃度上限値

に対して著しく低く、濃度上限値評価上は問題にはならないと考えられる。したが

って、Cl-36 の Co-60 に対する相対濃度を、1E-5 に余裕をみて 1E-4 とすれば、ピ

ット処分の Co-60 の濃度上限値の推奨値（1E+15(Bq/ton)）に相当する Cl-36 の濃

度は、1E+11(Bq/ton)程度と推定され、区分値である 1E+13(Bq/ton)を十分に下回っ

ていると考えられる。Cl-36 については、他の核種にくらべデータが少なく現状で

は不確実性が多いため、今回示した知見のみでは 1E+11(Bq/ton)と 1E+13(Bq/ton)

の間のこの２桁の差をもって十分な差があるとはみなしがたいことも想定される。

その場合には、さらに追加的な知見を加えて根拠を充足させるか、あるいは Co-60

のピット処分濃度上限値充足性をそのまま区分値充足性の代用とするのではなく、

当分の間は、もととなる Co-60 の濃度上限値充足性にさらに一定の余裕があること

（例えば、２桁の余裕）との条件を付して区分値充足性に代えることができるとす

る、などの措置が妥当と考える。また、サイクル廃棄物については、放射化物以外

の汚染された廃棄物中に Cl-36 が含まれている可能性もあるが、その場合は、Cl-36

も Co-60 のいずれもその濃度は極めて低いと考えられ、Co-60 の濃度上限値充足性

に十分な余裕が見込まれることから、Cl-36 の区分値確認に代えることができると

考えられる。 

次に C-14 について、参考資料２の表１２～１５及び表１７にある日本原燃（株）

のピット処分実績から C-14 と Co-60 との相関性をみると、廃棄物処理系における

移行挙動の相違等にもかかわらず比較的良好な相関関係が観察され、Co-60 に対す

る相対濃度は、ＢＷＲ、ＰＷＲのいずれについても、1E-2～1E-1 程度、Co-60 の濃

度の低い領域で濃度上限値の評価対象とはならないところでの例外を除けば、高く
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見ても１(1E+0)程度と推定される。この相関性をトレンチ処分対象廃棄物にも適用

すると、トレンチ処分に対する Co-60 の濃度上限値の推奨値である 1E+10(Bq/ton)

に相当する C-14 の濃度は、1E+10(Bq/ton)程度と推定され、Co-60 の濃度上限値を

満足すれば、C-14 に関する区分値である 1E+16(Bq/ton)を十分に下回っていること

になる。したがって、Co-60 の濃度上限値確認をもって C-14 の区分値確認に代える

ことができると考えられる。 

Tc-99 については、核分裂生成物と放射化生成物とがあり、区分値の充足性に係

る判断にあたっては、その点を考慮しておく必要がある。原子炉廃棄物の主な発生

源が放射化生成物と考えられる場合は、Co-60 との相関性からの推論が可能である。

例えば、原子炉廃棄物のみを埋設している１、２号埋設の実績（参考資料２の表１

２、１４、１６）をみると、Co-60 に対する相対濃度は、1E-5～1E-4 程度であり、

Co-60 のトレンチ処分濃度上限値の推奨値である 1E+10(Bq/ton)に相当する Tc-99

の濃度は 1E+5～1E+6(Bq/ton)程度と推定される。この相関性をトレンチ処分対象廃

棄物にも適用すると、Tc-99 の区分値である 1E+14(Bq/ton)以下を満足することは

明らかと考えられ、Co-60 に関するトレンチ処分濃度上限値の評価をもって Tc-99

に係る区分値の評価に代えることができると考えられる。 

一方、主たる発生源が核分裂生成物である廃棄物がトレンチ処分対象廃棄物にな

る場合は、I-129 と同様に Cs-137 との相関から推定出来ると考えられ、例えば、核

分裂収率からの Cs-137 に対する Tc-99 の相対濃度は 1E-4 程度であり、また、参考

資料２の表８に示されているピット処分及びトレンチ処分対象のサイクル廃棄物

の放射能濃度組成に関する評価値からは、Cs-137に対するTc-99の相対濃度は、1E-4

～1E-3 程度と推定される。したがって、トレンチ処分に関する Cs-137 の濃度上限

値の推奨値である 1E+8(Bq/ton)に対応する Tc-99 の濃度は、1E+4～1E+5(Bq/ton)

程度であり、区分値である 1E+14(Bq/ton)を下回ることがわかる。したがって、ト

レンチ処分に関し、Cs-137 についてその濃度上限値以下であることを確認すること

をもって、Tc-99 の区分値に関する充足性の確認に代えることができると考えられ

る。 

トレンチ処分対象廃棄物中のα核種について言えば、区分値充足性に係る濃度は、

その生成過程から考えて、Cs-137 の濃度からの推定が可能である。例えば、１、２

号埋設実績（参考資料２の表１２～１５）やＪＰＤＲ解体コンクリート評価値（参

考資料２の表２２）をみると、概して、Cs-137 に対するα核種濃度の比は、1E-2

～1E+0 の範囲にあることがわかる。個々のデータでは、α核種濃度が Cs-137 の濃

度を上回る場合もあるが、それは Cs-137 の濃度上限値付近では、高々1E+1 程度で

ある。したがって、Cs-137 のトレンチ処分濃度上限値の推奨値である 1E+8(Bq/ton)

を満足する廃棄物中のα核種濃度は高くても 1E+9(Bq/ton)であり、区分値である

1E+11(Bq/ton)以下である。したがって、トレンチ処分対象廃棄物のα核種区分値

評価については、Cs-137 の濃度上限値評価に代えることが出来ると考えられる。 

最後に、区分値に示されている核種のうち、トレンチ処分及びピット処分に対す

る濃度上限値の推奨値に含まれていない核種の区分値充足性について、上記の議論
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をまとめたものを表４に示す。」 
 

表４ 区分値充足性の評価（Bq/ton） 

トレンチ処分 ピット処分 

核種 濃度上限

値 

の推奨値 

区分値充足性

の評価値 

濃度上限値

の推奨値 

区分値充足性

の評価値 

余裕深度処分と

地層処分との 

区分値 

C-14 － 1E+10*1 1E+11 － 1E+16 

Cl-36 － 1E+7～1E+8*1 － 1E+11*1 1E+13 

Co-60 1E+10 － 1E+15 － － 

Ni-63 － － 1E+13 － － 

Sr-90 1E+07 － 1E+13 － － 

Tc-99 － 
1E+5～1E+6*1

1E+4～1E+5*2
1E+09 － 1E+14 

I-129 － 1E+4*2 － 1E+10*2 1E+12 

Cs-137 1E+08 － 1E+14 － － 

α核種 － 1E+9*2 1E+10 － 1E+11 

※１：Co-60 に対する相対濃度からの推定値 

※２：Cs-137 に対する相対濃度からの推定値  
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資料－４ 
 

日本原燃株式会社 
電気事業連合会 

 
六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターに埋設対象の廃棄物に関する 

第二種廃棄物埋設濃度上限値の充足性について 
 
 
１． 第二種廃棄物埋設濃度上限値の充足性 
 第二種廃棄物埋設濃度上限値は、第二種廃棄物埋設の中でも埋設できる廃棄物の放

射能濃度が最も高い余裕深度処分における基準線量相当濃度（それぞれの核種が単独

で 10µSv/yの線量評価値を与える濃度）を 10ないし 100倍した値である。 
 六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターは、余裕深度処分よりは基準線量相当濃

度が低いピット処分による埋設を行っているため、対象廃棄物も余裕深度処分よりは

濃度の低い廃棄物を対象としている。第二種廃棄物埋設濃度上限値が設けられている

5 核種のうち、4 核種（C-14、Tc-99、I-129、α 核種）については、六ヶ所低レベル
放射性廃棄物埋設センターでも重要核種に選定され、対象廃棄物の最大放射能濃度と

第二種廃棄物埋設濃度上限値との比は、もっとも大きい α核種で 10-2、それ以外の核

種は 10-5～10-6である。残る 1 核種（Cl-36）については、六ヶ所低レベル放射性廃
棄物埋設センターでは最大放射能濃度は設定されていないが、発生機構が Cl-36と比
較的類似し、第二種廃棄物埋設濃度上限値算出における相対重要度も 1桁しか違わな
い C-14 の濃度が、第二種廃棄物埋設濃度上限値と比較して 10-5程度に抑えられてい

ることからも、第二種廃棄物埋設濃度上限値を満足していると推定できる。 
したがって、六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターに埋設対象の廃棄物は、す

べて第二種廃棄物埋設濃度上限値を満足していると推定できる。なお、念のため Cl-36
については、保守的な前提に基づく最大放射能濃度の推定を以下に行った。 
 
 
２．六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターに埋設対象の廃棄物に含まれる最大

Cl-36濃度の推定について 
 
① 六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターに埋設対象の廃棄物の種類 
  六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターに埋設対象の廃棄物（当該廃棄物）は、

原子力発電所で発生する放射性廃棄物及び埋設施設の操業に伴って付随的に発生

する放射性廃棄物であって、放射能濃度がピット処分上限値以下の、 
 

i) 廃液、使用済樹脂、スラッジ、焼却灰及びこれらをペレット化したものをセメ
ント、アスファルト又は不飽和ポリエステル樹脂で均一に固型化したもの 

ii) 固体状の廃棄物をセメント系充填材で一体に固型化したもの 
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である。これらは、主として炉水によって汚染された廃棄物であり、いわゆる放射

化金属は含まれていない。 
 
② 廃棄物中に含まれる Cl-36濃度の推定 
当該廃棄物に含まれる Cl-36の生成源は炉水中に含まれる Cl及び原子炉構成材

中に含まれる不純物 Clが炉心で放射化されて炉水中に溶出したものである。炉水
中の Clは通常低く維持されているが、ここでは、保安規定に定める管理基準値ギ
リギリの Cl（BWR=100ppb、PWR＝150ppb）が炉水に含まれるとして廃棄物中の
Cl-36濃度を試算した（図―１）。なお、このように極端な仮定を置くことで原子
炉構成材中に含まれる不純物 Clの寄与は無視できる。 
試算の結果は以下のとおりであり、政令濃度上限値（1E+13Bq/ton）と比較して

６桁も低いことが分かる。 
 

BWR    1E+7 Bq/ton 
PWR    9E+6 Bq/ton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 廃棄体中の Cl-36濃度の推定フロー

 
炉水中の塩素濃度 CClの設定 

(BWR；0.1ppm，PWR；0.15ppm) 

Cl-36総発生量 
＝Cl-36生成率*総運転時間 T 

炉内中性子束φ 

炉内 Cl-35の原子数 N35 
N35＝M*CCl／原子量*NA*同位体存在比 

Cl-36生成断面積σの設定 

炉水中の Cl-35濃度 (CCl×同位体存在

炉内冷却材量M 

Cl-36生成率＝φ*σ*N35*[1-exp(-λCl-36*単位照射時間)] 

廃棄体中の Cl-36平均放射能濃度 (Bq/t) 

廃棄体総発生量 

総運転時間 T 

NA : アボガドロ数 
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資料－５ 
 

諸外国の低レベル放射性廃棄物（LLW）の浅地中処分における安全レビュー 
国名 処分場 根拠法令 安全レビューの有無等 

米国 バーンウェル処分

場、リッチランド

処分場、クライブ

処分場 

・10 CFR Part 61「放射性
廃棄物の陸地処分のた

めの許認可要件」 

「10 CFR Part 61」§61.7(c)(2) 
・操業段階においては、定期的に許認可の更新を受けなければならない。 
・許認可の更新時には、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。 
フランス オーブ処分場、

ラ・マンシュ処分

場（監視段階） 

・原子力安全･情報開示法 
・原子力基本施設（INB）
等に関するデクレ 

「原子力安全･情報開示法」第 29条 Ⅲ 
原子力基本施設の事業者は、当該施設の安全レビューを国際的なベス

ト・プラクティスを踏まえて定期的に行う。このレビューは、当該施設の

現状を当該施設に適用される諸規則に照らして評価するほか、当該施設が

第 28 条の Iにいう利益に対して及ぼすおそれのあるリスク又は不都合の
評価を、当該施設の状態、操業中に獲得された経験、知見の進歩、同種の

施設に適用される規則の動向などを踏まえて刷新することもできなけれ

ばならない。事業者は、原子力安全機関及び原子力安全に関する主務大臣

に、このレビューの結論のほか、該当する場合には、確認された異常を是

正するため又は当該施設の安全性を向上するために講ずることを検討し

ている措置も記載した報告書を提出する。 
この報告書を分析したうえで、原子力安全機関は、新たな技術的な規定

を課すことができる。同機関は、原子力安全に関する主務大臣に報告書の

分析結果を通知する。 
安全レビューは、10 年ごとに行う。但し、当該施設の特殊性から正当
と認められるときは、許可デクレでこれとは異なる周期を定めることがで

きる。 
 
「原子力基本施設（INB）等に関するデクレ」第 16条 Ⅱ 
6.当該施設の特殊性の故に、2006年 6月 13日法律の第 29条のⅢにいう定
期安全レビューの実施間隔を 10 年としないことが妥当と認められる場合
において、その実施間隔を定めるほか、当該施設の運転開始時に実施する

試験及び検査を考慮に入れるため特別な期間内に最初の定期安全レビュ

ーの実施を義務づけることもできる。 
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国名 処分場 根拠法令 安全レビューの有無等 
英国 ドリッグ処分場 ・1993年放射性物質法 

・1997 年「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」 
・1965年原子力施設法 
・2004年 11月「英国原子
燃料会社がウェストカ

ンブリアのドリッグに

ある低レベル放射性廃

棄物処分施設に関して

保有している原子力サ

イト許可の審査に関す

る EAのプロセスと検討
事項」 

「英国原子燃料会社がウェストカンブリアのドリッグにある低レベル放射

性廃棄物処分施設に関して保有している原子力サイト許可の審査に関する

EAのプロセスと検討事項」での安全レビューに関する記述 
・EAはいつでも原子力サイト許可を審査することができるが、約 4年ごと
にそれぞれの原子力サイトの許可を審査することを目指している。 
・安全レビューの主要目的は、それぞれの許可の限度と条件が次に審査をす

るときまで有効で適切であるか、すなわち技術の発展、予想されるサイト

の発展、新しい法律・政策上の制約及び規制上のアプローチを反映した最

新のものであるかどうか確認することである。 
・EAは審査プロセスにより、それぞれのサイトの環境、保護及び成果を確
実に向上させることを狙っている。 

 
注）EA：イングランドとウェールズの環境規制機関 

スペイン エルカブリル処分

場 
・原子力施設及び放射線取

扱施設に関する規則を

承認する 1999年 12月 3
日の王令 

・エルカブリル施設の操業

許可に関する省令 
－1992 年：暫定操業許
可 

－1996 年：暫定操業許
可の期間延長 

－2001 年：暫定操業許
可の期間延長 

「原子力施設及び放射線取扱施設に関する規則を承認する 1999 年 12 月 3
日の王令」 第 I編．一般規定 第 5条．許可の更新 

1. 許可の更新は、基礎となる文書又は、場合に応じて、各許可について定
める文書の更新されたものを添付して、付与されたときと同じ手順により

処理されるものとする 
 
※参考「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、第 2回
スペイン国別報告書」での定期安全レビューに関する記述 
・エルカブリル処分施設に対する操業許可では、定期安全レビュー（PSR）
を定めており、その頻度は 10年に 1回である。 
・定期安全レビュー（PSR）は、エルカブリル処分施設で常時実施されてい
る解析・管理・監視活動に代わるものではないが、この目的は、施設の安

全と放射線防護についての全体的な評価を行い、過去の経験を解析し、現

状と新たに可能性のある技術又は規制状況を全て考慮して、実施可能な改

善点を許可取得者が検討するものである。 
・スペイン放射性廃棄物管理公社（ENRESA）は操業開始時（1992年）と
許可発効までの期間を考慮した上で、エルカブリル処分施設の第 1回定期
安全レビュー（PSR）を、2003年 12月に管轄当局へ提出した。 
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資料－６ 
 

現行規制と廃棄物埋設施設の保全段階における管理について（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保全措置の項目が減少。

両取扱主任者の免状を必
要とする事態に至る可能
性は想定されない。

保安規定の条文数が減少。

核燃料物質又は核燃料物質
によって汚染された物の取扱
いに関する保安の監督

埋設施設の保全措置の確認

下記理由により、埋設
地に係る安全確保の重
要性の程度は減少する。

・運搬、定置等の廃棄
物に係る能動的な活動
は行っていない。

・放射線防護の観点か
らの保安活動は行って
いない。

保全段階の状況

頻度：毎週1回以上巡視及び点検

核燃料物質取扱主任者の
免状又は原子炉主任技術
者の免状を有する者

廃棄物取扱
主任者

保安規定の遵守状況の検査
頻度：年4回保安検査

規制の目的現行の規制

保全措置の項目が減少。

両取扱主任者の免状を必
要とする事態に至る可能
性は想定されない。

保安規定の条文数が減少。

核燃料物質又は核燃料物質
によって汚染された物の取扱
いに関する保安の監督

埋設施設の保全措置の確認

下記理由により、埋設
地に係る安全確保の重
要性の程度は減少する。

・運搬、定置等の廃棄
物に係る能動的な活動
は行っていない。

・放射線防護の観点か
らの保安活動は行って
いない。

保全段階の状況

頻度：毎週1回以上巡視及び点検

核燃料物質取扱主任者の
免状又は原子炉主任技術
者の免状を有する者

廃棄物取扱
主任者

保安規定の遵守状況の検査
頻度：年4回保安検査

規制の目的現行の規制
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