
正誤表 

  平成 29 年 6 月 1 日 

「放射性廃棄物処分の原則と基礎」の記載に誤りがありました。お詫び申し上げますと 

ともに、以下の通り訂正させて頂きます。 

訂正箇所 誤 正 

37 ページ 

「表 1.4-3 ガラス固化体に含まれる

放射性核種の放射能量」の Np-237

のインベントリ 

1000 年後 1.4×1010 

1.5 万年後 1.4×1010 

20 万年後 1.4×1010 

1000 年後 2.0×1010 

1.5 万年後 2.1×1010 

20 万年後 2.0×1010 

172 ページ 

「表 4.8-1 これまでに発生した重要

な環境汚染事故や不適切な管理」ク

ラスノヤルスクの表記 

クラスノヤルスク クラスノヤルスク-26 

244 ページ 

「図 5.4-18 H12 処分概念による多

重バリアシステムの構成」ガラス固

化体の直径と高さ 

40cmφ×120cm 約 40cmφ×約 130cm 

248 ページ 

「表 5.4-4 世界の地層処分計画」ベ

ルギー放射性廃棄物・濃縮核分裂性

物質管理機関の略称 

INDRAF/NIRAS ONDRAF/NIRAS 

248 ページ 

「表 5.4-4 世界の地層処分計画」ス

ウェーデン核燃料・廃棄物管理会社

の略称 

SHB SKB 

281 ページ 

「図 6.4-2 高レベル放射性廃棄物の

地層処分の概略設計のための参照条

件」ガラス固化体の直径の長さと重

量の単位 

直径 400 mm 

重量 500ｇ 

FP＋TRU 約 40ｇ 

ガラス 400ｇ 

容器 ステンレスキャ

ニスター 100ｇ 

直径 430 mm 

重量 500 ㎏ 

FP＋TRU 約 40 ㎏ 

ガラス 400 ㎏ 

容器 ステンレスキャ

ニスター 100 ㎏ 

321 ページ 

「表 7.1-3 2 つの情報処理システ

ム」の「判断に導く思考」の 4 行目 

直観的 直感的 
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中の40Kの濃度は100 ～ 700 Bq/kgであるので，これは500 kgあたり5×104 ～ 3 .5×105 Bq
に相当する。また天然にはウラン鉱石が分布しており，高いものは数十％のウランを含ん
でおり，0.1%以上含むものは鉱石としての価値があるといわれている。天然ウランは1.7×
108 Bq/kgの放射能を持っているので，0.1%のウラン鉱石500 kgは8 .7×107 Bqの放射能
を含むことになる。

これを参考にして表1.4 -3をみると，241Amは1.5万年の隔離・閉じ込めで，240Puや243Am
は20万年の隔離・閉じ込めで，その危険性からの安全を確保できることがわかる。しかし
半減期が1万年よりも長い核種はそれでも減衰せず残っている。薄い灰色で示した欄が残留
している核種の放射能である。遠い将来まで残留する放射能レベルは非常に高いものではな
いが，それでも純粋な金属ウランの数倍の放射能あるいは天然に分布する放射能の1000万
倍の放射能があり，この廃棄物がむき出しになっていて，人の生活環境にあり，これに人が
接近するとかなりの被ばくをする。

要するに，高レベル放射性廃棄物の危険性のもとになる放射能の99%以上は1000年の隔
離・閉じ込めでなくなり，20万年の隔離・閉じ込めで99 .99%はなくなるが，それでも完全
になくなるわけではない。

これに対して，放射性廃棄物の処分では，危険性のもとになる放射能を持つ放射性物質を，
固体にしてその周囲を堅牢なバリアで囲むことにより，ほぼ完全に閉じ込める。高レベル放
射性廃棄物に対しては，最も重要なバリアはガラス固化体である。ガラス固化体は，廃棄物
に含まれる様々な放射性元素を，ケイ素，ホウ素，アルミニウムを中心にして酸素を架橋し
て作る網目状の酸化物中に，骨格としてガラス化して固定したものである。先史時代より矢
じりや刃物として使われてきた天然ガラスの黒曜石の例からもわかるように極めて不溶性で
安定であり，放射性元素を固定して閉じ込める高い能力を持っている。

これをおよそ20 ㎝の厚さの炭素鋼オーバーパックで覆う。鉄は酸化されることがなけれ
ば1000年以上は間違いなく健全なままであるので，これにより137Csや90Srは完全に減衰す

表 1.4-3　ガラス固化体に含まれる放射性核種の放射能量

核種

Sr-90

Cs-137

Am-241

Pu-240

Am-243

Tc-99

Zr-93

Np-237

Cs-135

半減期（年）

29

30

433

6560

7370

21万

161万

214万

230万

時間経過後のインベントリ（Bq/本）

固化時

2.8×1015

4.1×1015

3.5×1013

3.2×1011

8.1×1011

5.2×1011

7.3×1010

1.4×1010

1.8×1010

1000年後

2.9×104

1.3×105

7.1×1012

2.9×1011

7.4×1011

5.2×1011

7.3×1010

2.0×1010

1.8×1010

1.5万年後

～0

～0

1.3×103

1.1×1011

3.2×1011

5.0×1011

7.3×1010

2.1×1010

1.8×1010

20万年後

～0

～0

～0

2.1×102

5.5×103

3.7×1011

7.0×1010

2.0×1010

1.7×1010
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場所

ウインズケール
1号炉

　アイダホ　
SL-1

スリーマイル島
2号機

サンローラン
2号機

チェルノブイリ
4号機

福島第一発電所

オークリッジ
ウインズケール
（現セラフィー

ルド）

セラフィールド

トムスク-7

クラスノヤルスク
-26

マヤーク

ハンフォード

ゴイアニア

事故または行為の概要と放出した放射性物質の量
黒鉛に蓄積されたウィグナーエネルギー放出作業中，燃料棒が
融解し，黒鉛の燃焼・火災が発生。燃料棒溶融で131I 約740 TBq
他を環境に放出。
軍事基地への電源供給用原子炉SL-1が停止中の作業で原子炉
が暴走，３名死亡。

2号機の給水ポンプとタービン停止が起こり，炉は緊急自動停
止した。作業員の誤操作により原子炉炉心が一部溶融。 放射性
希ガス約93 PBq，131I 約 5.6 PBqが環境に放出。
２号機の燃料カートリッジ交換中，炭酸ガスによる冷却ができ
なくなり，燃料が破損・ 溶融。希ガス約 81 GBq を環境中に放出，
2年半運転停止。
4号機のタービン試験の際，原子炉および燃料を破損。大量の核
分裂生成物他を環境に放出。放出量はヨウ素換算で約5200 PBq。
破損した炉と燃料は暫定的にコンクリートで固められている状態。
津波により発電炉が非常用電源装置とともに浸水を受け，全交
流電源喪失。1～3号機の炉心溶融が起こり，水素爆発により，
放射性物質が広範囲に拡散。放出量は放射性ヨウ素換算で約
900 PBq (131I：500 PBq，137Cs：10 PBq）。
工場化学爆発，37 GBqのPuが放出。
再処理工場の酸化物燃料前処理施設のセル内で発火，セル内の
発火で発生し た Cs, Ru などの放射性エアロゾルが流出し，作
業員が被ばく。

ベータ放射能約22 TBqをアイリッシュ海へ放出。

再処理プラントで溶媒抽出作業中，タンクが爆発し，放射能約
30 TBqが排気塔から放出。 それ以前もその後も複数回の爆発
事故を起こしている。 また，放射性廃液を地下注入処理している。

再処理工場で発生する各種廃液を，トムスク同様地下注入処理。
極低レベル廃液はエニセイ川に放流。

再処理で生じた高レベル廃液を希釈し，約８年間に累積で
100 PBqの放射能をテチャ川へ放流。 その後，施設の雑排水，
原子炉２次冷却水などの極低レベル廃液のテチャ川への放流は
続けられた。
再処理施設で加熱による化学爆発が起こり，タンク内の高レベ
ル廃液が飛散，74 PBqが25,000 km2を汚染（キシュティム
事故）。
テチャ川流域の汚染のため，1951年以降高レベル廃液の放流
をカラチャイ湖に変更した。1967年，乾燥で干上がった湖から
竜巻により137Cs, 90Srなど総量 22 TBqが飛散した。
核兵器用プルトニウム製造時に再処理工場（TおよびBプラン
ト) から 環境へ131I を放出，総量約25.7 PBq。
8基の原子炉炉冷却水を溜池に貯留後コロンビア川に毎日平均
540 TBq放流，年間約200 PBq放出。
再処理工場からの低レベル廃液の地中処分として1990年まで
に総量50～60万m3 (14～170 PBq) を地中に排出。
廃院となった放射線治療医院から137Cs線源（粉末51 TBq）が
持ち出され，廃品回収業者の作業場で解体され，広範囲な環境放
射能汚染。 郊外の土壌，建材なども汚染。

表 4.8-1　これまでに発生した重要な環境汚染事故や不適切な管理【日本学術会議, 2003などより作成】

施設名など

黒鉛減速炭酸
ガス冷却炉

軍用原子炉
小型加圧水型

原型炉

加圧水型軽水炉

黒鉛減速炭酸
ガス冷却炉

黒鉛減速軽水
冷却炉

沸騰水型軽水
冷却炉

再処理施設
原子炉・再処理
施設コンプレッ

クス
原子炉・再処理
施設コンプレッ

クス
原子炉・再処理
施設コンプレッ

クス
原子炉・再処理
施設コンプレッ

クス

原子炉・再処理
施設コンプレッ

クス

原子炉・再処理
施設コンプレッ

クス

RI 線源

国名

英国

米国

米国

フランス

旧ソ連
（現ウク
ライナ）

日本

米国

英国

英国

ロシア

ロシア

旧ソ連

米国

ブラジル

発生年月日

1957.10.7

1961.1.3

1979.3.28

1980.3.13

1986.4.26

2011.3.11

1959.11

1973.9.26

1983.11

1993.4.6

～1996.1

1948～
1956

1957.9.29

1967 年春

1944～
1949

1960 年頃

1956～
1990

1987.9

種類

原子炉火災
INES：5

臨界事故
出力暴走
INES：4
冷却材喪失
炉心損傷
INES：5

燃料溶融
INES：3

反応度事故
INES：7

燃料溶融
INES：7

爆発事故

溶媒発火事故
INES：5

誤放出事故

爆発事故

再処理廃液

再処理廃液

爆発事故
INES：6

放射能の飛散

気体廃棄

炉冷却水放出

廃液地中処分

線源解体
INES：5
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5.4.7　地層処分施設の概要
（1） 地層処分施設

高レベル放射性廃棄物やTRU放射性廃棄物のように長寿命の放射性核種を多量に含む放
射性廃棄物については，アクセス可能な生活環境からの長期間の隔離を達成するために，廃
棄物を地下深部に定置して，廃棄物がその位置に閉じ込められているようにする地層処分が
最も有力な最終処分の方法であるとされている。

地層処分が成立するためには，定置された廃棄物を取り囲む地下深部の地質環境の動きと
変化が緩慢であることと，その地質環境が火山や断層活動等の擾乱事象から隔離されて影響
を受けないことが求められる。地表近傍の地殻を構成する岩石や地層の種類や構造，および
それらの長期変遷を左右する地殻構造は，各国において違いがあるが，長期の隔離と閉じ込
めを達成する上での機能という点からみると，それらの違いによらず，いずれの場合にも地層
処分を実現するのに十分な能力を持つと考えられている。この結果，地層処分システムの構成
としては，各国の条件の違いを反映して少しずつ異なっているが，基本的な概念は多重バリア
システムを構築することによる，というのが国際的に共通している点である。

日本については，1999年に核燃料サイクル開発機構が取りまとめ，国に報告した第2次取
りまとめ報告書【JNC, 1999】において，日本の地層処分システムの概念（H12概念）として，
図5.4 -18のような構成が示された。

図 5.4-18　H12処分概念による多重バリアシステムの構成【NUMO, 2009】

オーバーパック

ガラス固化体

緩衝材

地質環境
炭素鋼
高さ　約1.7 m
厚さ　約20 cm
直径　約80 cm
重量　約6トン

花崗岩または堆積岩

300 m以深
遅い地下水流速
力学的安定性
高温でない
地下水化学：還元性, 中性等

ステンレス製キャニスタに充填
ホウケイ酸ガラス
（約40 cmФ×130 cm）

ベントナイト－ケイ砂混合物
高さ　約3.1 m
外径　約2.2 m
内径　約80 cm
厚さ　約70 cm

緩衝材
　　　岩盤
緩衝材
　　　岩盤
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国名

フランス

日本

ベルギー

スイス

アメリカ

ドイツ

フィンランド

スウェーデン

実施主体

放射性廃棄物管理機関
（ANDRA）

原子力発電環境整備機構
（NUMO）

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

放射性廃棄物管理共同組合
(NAGRA）

連邦エネルギー省
（DOE）

連邦放射線防護庁
（BfS）

ポシヴァ社 (Posiva)

スウェーデン核燃料・ 廃
棄物管理会社（SKB）

表 5.4-4　世界の地層処分計画

操業開始
予定時期

2025年頃

2030年代
後半

2080年

2050年頃

2048年

2035年頃

2022年頃

2029年頃

処分深度

約500 ｍ

300ｍ 以上

未定

約400 ｍ～
900ｍ

200 ｍ～
500 ｍ

840 ｍ～
1,200 ｍ

約400 ｍ～
450 ｍ

約500 ｍ

対象廃棄物

高レベル・ガラス固化体

高レベル・ガラス固化体

高レベル・ガラス固化体
と使用済燃料

高レベル・ガラス固化体
と使用済燃料

使用済燃料（商業用が
主）と高レベル・ガラス
固化体（国防用が主）

高レベル・ガラス固化体
と使用済燃料

使用済燃料

使用済燃料

処分量

6,690 m3

（全量再処理の場合）

ガラス固化体
40,000本以上

11,700 m3

（再処理ケース）

7,325 m3

70,000トン
（重金属換算）

29,030 m3

（2022年までに全ての
原子炉を閉鎖する場合）

9,000トン
（ウラン換算）

12,000トン
（ウラン換算）

処分場の候補サイト
および岩種

ビュール地下研究所の近傍 
岩種：粘土層

サイトは未定
岩種：未定

サイトは未定
岩種：粘土層

3か所の候補サイト区域を
連邦政府が承認

岩種：オパリナス粘土

ネバダ州ユッカマウンテン
（中止の方針）
岩種：凝灰岩

ニーダーザクセン州ゴアレーベン
（サイト選定方法を再検討中）

岩種：岩塩ドーム

エウラヨキ自治体オルキルオト 
岩種：結晶質岩

エストハンマル自治体フォルス
マルク(建設許可申請書を提出）

岩種：結晶質岩
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 第６章　放射性廃棄物の隔離と閉じ込めの達成

化が非常に緩慢であれば，固体とされて埋設された廃棄物から放射性核種が溶け出して，生
活環境まで到達することはありそうもないことが示されている。この表では，地下深部の廃
棄物をとりまくごく近傍（地質環境）の地下水流速（ダルシー流速）として，10－9 m/sの
透水係数と0.01の動水勾配の積である10－11 m/sとしている。これは核燃料サイクル開発機
構（現：日本原子力研究開発機構）の第2次取りまとめ【JNC, 1999a；JNC, 1999b】にお
いてレファレンスケースとして選ばれている値である。

実際の地下水流速は，対象となる地下深部および岩石試料の観測により確かめるしかない
が，一般的に安定した地下深部では，地下水年代（地下水が地表環境から隔離された後の年）
として何万年〜何十万年以上の値が得られており，地質環境として花崗岩のような結晶質岩
や堆積岩からなる安定な岩盤が選ばれれば，このような地下水流速が実現される可能性は高
い。表には，この条件において，それぞれの放射性核種がほぼ完全に減衰するまでの期間に
地下水が移流により移動する距離が見積もられている。放射性核種の動きは，地下水流速と
同じというわけではなく，収着による遅延効果があるので，この表で見積もられた地下水の
移動距離は，このような地下水流速で最低限どれだけの閉じ込めが見込めるかのめやすを与
えているものである。ただし，これらの見積もりは，地下水流速あるいは透水係数と動水勾
配が異なれば，それに応じて変わるので注意が必要である。

放射性核種は，半減期ごとに1/2になるので，10半減期で1/1024 ≈1/1000，20半減期で
1/106，30半減期で1/109 になる。したがって，地下水の動きが遅いという条件が満たされ
れば，半減期が1万年以下の放射性核種は全て，廃棄体から100 m以内に閉じ込められ減衰
してその生涯を終える。地下水流速が10倍になれば，この移動距離は10倍になるので，半
減期が1000年以上の核種の100 m以内の閉じ込めは実現できないが，それでも半減期が500

図 6.4-2　高レベル放射性廃棄物の地層処分の概略設計のための参照条件【JNC, 1999aより作成】

ガラス固化体

オーバーパック
（金属製の容器）

緩衝材
（粘土（ベントナイト））

人工
バリア

天然
バリア

・直径 430 mm, 高さ 1,340 mm
　重量 500 kg
・FP+TRU 約40 kgを含むホウケイ酸
　ガラス 400 kg
・容器 ステンレスキャニスター 100 kg

・炭素鋼
・厚さ 190 mm

・厚さ 700 mm
・乾燥密度 1.6 Mg/m3のベン
　トナイトと 30 wt％ケイ砂

・透水係数 10－9 m/s, 動水勾配 0.01

閉じ込め

300 m以上300 m以上

隔離

岩盤
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考モードである。人々は，過去の経験から危険や不利を学び，これを感情や情緒という形で
記憶しており，大抵の場合，感情を元に無意識的，自動的，即座に判断，意思決定をする。
経験の持ち合わせがない時には，関連がありそうで似たことを判断の材料にする。例えば，
2＋2の計算は瞬時に，他のことをしながらでも答えが浮かぶ。これに対して，17×24の場
合は，これがかけ算の問題であることにはすぐ気づくが，まず学校で教わったかけ算のやり
方を記憶から呼び出し，1桁目のかけ算の計算結果を覚えておき，2桁目のかけ算と足し算
する，という骨の折れる知的作業を必要とする。このように熟考を意識した時だけ発動され
るのがシステム2の思考モードである。

この2つの情報処理システムの特徴，機能，思考法を整理したのが表7.1 -3である。表に
示すように，両者の特性には大きな違いがある。システム2の主な機能の1つとして，シス
テム1が「提案」した考えや行動を監視し，制御することであり，「提案」を却下し修正す
るようにも働く。

科学では，帰納的に得られた観察事実や経験をもとに，現象を説明できる仮説を立て，仮
説を前提とする演繹論理を用いて具体的事例に当てはめて結果を予測し，実験や観察により
結果を確かめて，仮説を法則や理論として万人に共有できる科学的知識とする。このときの
仮説を立てる際の思考法がヒューリスティクスであり，システム1の思考である。アインシュ
タインの1905年の光量子仮説の論文の題名（英訳）は
“On a Heuristic Viewpoint Concerning the Production and Transformation of Light”

であり，発見的な（heuristic）という用語を使っている。
仮説は，これをもとに演繹論理により結果を予測し，実験により結果を確かめて初めて科

学（法則，理論）と認められる。このときの演繹論理による思考法がシステム2であり，科

遅い思考

システム2（いわゆる理性的システム）

慎重な考慮が必要な時の情報処理
（普段は休眠，怠け者）

分析的システム（合理的システム）
明示的システム
システマティック処理

定量；計量；検算；科学的思考

論理志向
意識的・制御的・熟考的
抽象的な確率や記号操作に基づく判断
正・誤基準
分析的で個々の論拠を重視
時間がかかり高負荷（17 × 24）

速い思考

名称 システム1（いわゆる感情的システム）

特徴
日常的に使われる情報処理

（大抵はこれで十分だが時に大きく間違う）

機能
経験的システム（経験で類推）
暗黙的モード（知らないまま起動）
ヒューリスティック処理（類似物で置換
して判断）

判断に導く思考

定性；大小；多少；善悪；危険，安全；
白黒；好き嫌い
感情志向
無意識的・自動的・直感的
具体的イメージや話に基づく判断
快・不快基準
全体論的で印象を重視
素早く，低負荷（2+2 = 4)

表 7.1-3　2つの情報処理システム【中谷内, 2008より作成】
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