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１．はじめに 

 

低レベル放射性廃棄物の埋設による処分について、原子力安全委員会では、

すでに昭和６０年１０月に「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」１）（以下「６０年報告書」という。）、昭和

６３年３月に「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」２）（以下「安

全審査の基本的考え方」という。）を策定しているが、それらは、低レベル放

射性廃棄物のうちでも比較的浅い地下に埋設（以下「浅地中処分」という。）

する放射性廃棄物を対象としていた。 

原子力安全委員会放射性廃棄物・廃止措置専門部会では、今回、放射性核

種の移行抑制機能が高く、人間が廃棄物に接触する可能性が十分低いと考え

られる地下数十ｍ以深の深度に埋設（以下「余裕深度処分」という。）する放

射性廃棄物を含めた、低レベル放射性廃棄物の埋設に係る安全規制の考え方

について、「６０年報告書」に示されている基本的考え方を踏まえつつ検討を

進めた。 

検討にあたっては、管理期間終了以後における安全評価が特に重要である

ことから、低レベル放射性廃棄物及び高レベル放射性廃棄物の処分に共通的

な重要事項として長期の安全評価に関し検討がなされた「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」（平成１６年６月：原子力安

全委員会）３）（以下「共通的重要事項」という。）を参考にした。その結果と

して、今般、管理期間終了以後における安全評価について本報告書を取りま

とめた。 

なお、いわゆるウラン廃棄物については、天然起源の核種を主たる組成と

する廃棄物であり、天然の放射能との関連なども考慮する必要があると考え

られることから、濃度上限値の試算４）とともに、そのような廃棄物を対象と

する埋設計画が具体化する段階で検討することとする。 

 

1



 

 

２．リスク論的考え方 

 

「共通的重要事項」では、「いずれの放射性廃棄物の処分においても、その

安全性を確認するため、埋設された廃棄物中の放射性物質から一般公衆が受

けると想定される線量を評価することを目的に適切なシナリオを設定し、安

全評価を行うことが重要である。しかし、極めて長期にわたる期間の安全評

価が必要であることから評価に付随する不確実性は避けられないものである。

この不確実性を考慮し安全評価を行うためには、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り、この考え方

を放射性廃棄物処分の安全規制に導入する方向で、検討を進める必要があ

る。」と結論されている。 

ここで、「リスク論的考え方」とは、安全評価上の設定シナリオの発生可能

性を勘案しつつ、潜在的な危険性、すなわちリスクを許容できる範囲に実体

的に抑制されているか否かを判断しようとするものであり、その点では、原

子炉施設等の原子力施設の安全評価において、その基本となっている考え方

と同様である。しかし、放射性廃棄物の埋設による処分の長期安全性の評価

においては、評価シナリオの発生可能性の評価に係る不確実性が特に大きく、

その点に関する特別の考察が重要である、というのが、「共通的重要事項」の

言わんとするところである。 

「共通的重要事項」においては、それに関連した諸外国の取り組みを検討

した上、国際的に見て「共通的な考え方として注目すべきは、シナリオの発

生の可能性が規制の中に明示的に考慮されていることである。例えば、すべ

てのシナリオに対して画一的に放射線防護基準を適用するのではなく、シナ

リオ発生の可能性に応じて放射線防護上の要件に関する充足性を判断するの

が適当と考えられている。」ことを指摘し、「わが国の浅地中処分可能な低レ

ベル放射性廃棄物処分に対する規制においても、通常のシナリオのほかに、

発生頻度が小さいと考えられる事象を考慮しており」、「現在では、ほとんど

の国において、このリスク論的考え方を基礎にした規制が導入されている状

況に鑑み、わが国でもそのような規制の考え方を早期に検討すべきである。」

と、今後の検討の方向性が示唆されている。 

本検討においては、この「共通的重要事項」の指摘を踏まえ、今後の埋設

処分の安全評価にあたっての基本とすべき観点に関し次のように整理した。 

第１に、長期の安全評価シナリオに関し、それぞれの発生可能性には明ら

かに差異はあると考えられるものの、それらを過去の同事象の発生頻度等か

ら定量的に推定することは困難なことが多く、したがって、シナリオの発生

確率とその影響の程度の積の総和として求められる、いわゆるリスクを直截
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的に定量化することは難しいと思わなければならない。しかし、例えば、国

際放射線防護委員会（以下「ICRP」という。）の Publ.81５）では、そのような

統合アプローチ（Aggregated approach）とともに、個々のシナリオごとにそ

の発生の可能性と影響の程度を比べつつ個別にリスク評価を行う、線量／確

率分解アプローチ（Disaggregated dose/probability approach）を推奨して

おり、我が国においても線量／確率分解アプローチを参考にすることが妥当

と考えられる。 

第２に、上記の線量／確率分解アプローチにもとづき、人への健康影響リ

スクから導かれる線量を放射性廃棄物処分に関する長期安全性に係る判断の

「めやす」とすることが適当であり、国際的にみると、リスク規準（健康影

響を死亡率で表現）では、10-6/年から 10-5/年、また、線量規準では、100～300

μSv/年にとっているところが多く３）、特に、ICRP Publ.81５）では、300μSv/

年を線量拘束値として推奨している。原子力安全に係る基準等が国際的に共

通化されつつある最近の動向を勘案すると、我が国においてもこれらを参考

にすることが妥当と考えられる。 

第３に、「安全審査の基本的考え方」では、放射性廃棄物の埋設による処分

において管理期間終了以後については、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を安全評価上、確認することが求められてお

り、この点は、低レベル放射性廃棄物埋設の安全規制に係る基本要件として

重要である。「安全審査の基本的考え方」の解説によれば、「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、10μSv/年を超えない

こと、「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

μSv/年を著しく超えないことを判断の「めやす」としている。10μSv/年の

値は、10-6/年のリスク規準（現行のICRPによる線量リスク換算係数を使えば、

約 15～20μSv/年）にほぼ相当している３）。 

一方、「共通的重要事項」では、「発生の可能性にもとづきシナリオ想定を

あらかじめ大別し、それぞれに対応して放射線防護基準との比較を行うとい

う」規制は、「それぞれのシナリオの発生の可能性に明らかな差があることを

前提としており、したがって、それぞれに対応して比較されるべき防護基準

にも明らかな差のあることが合理的」であることを指摘している。また、「共

通的重要事項」によれば、我が国における「発生頻度が小さいと考えられる

事象」に対する放射線防護規準値は、「現在のところ、浅地中処分可能な低レ

ベル放射性廃棄物処分に関してめやすとして決められているものの、「10μ

Sv/年を著しく超えないことをめやすとする」という表現にとどまっており、

その判断にシナリオ発生の可能性をどのように考慮するのかに関する考え方
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を明示して」おらず、「国際放射線防護委員会の勧告（例えば、人為過程以外

の自然過程に対する線量拘束値（１年につき約 0.3mSv を超えない値）やリス

ク拘束値（年あたり 10-5のオーダー））などの国際動向も参考にしつつ検討を

行うべき」と指摘している。これらの指摘を踏まえれば、「発生頻度が小さい

と考えられる事象」に対する判断の「めやす」については、シナリオ発生の

可能性が低いことを考慮し、「300μSv/年を超えないこと」とすることが適当

と考えられる。 

第４に、低レベル放射性廃棄物の中でも長半減期の放射性核種を有意に含

む放射性廃棄物の埋設処分においては、極めて長期にわたる期間の安全評価

が特に重要であることから、発生可能性が低いシナリオのうち、特に低いよ

うなシナリオについても、念のため評価しておくことが好ましいと考えられ

る。そのようなシナリオには、発生の可能性は著しく低いと考えられる自然

事象のほか、人間活動による処分施設の損傷などが考えられる。ICRP の

Publ.81５）によれば、人間活動による影響については、その発生や内容を予測

するための科学的根拠がなく、現在の知識等にもとづき様式化されたシナリ

オ、すなわち遠い将来の人の行動や生活様式について、科学的・客観的に評

価することはできないが、安全確認上、現在での知識等にもとづき標準的に

想定するシナリオを念のため想定した上、放射線防護上の措置を要するかど

うかの観点から評価することが適切とし、放射線防護上の介入の要否に係る

線量レベルである、10mSv/年～100mSv/年を判断の「めやす」とすることを推

奨している。 

この「めやす」となる線量について、リスク論的考え方によって解釈すれ

ば、想定するシナリオの発生の可能性が著しく低いと考えられる場合に相当

すると考えられ、発生の可能性は著しく低いと考えられる自然事象について

も、その影響は、放射線防護上の特別な措置が必要となるものであってはな

らないと考えられることから、同推奨値を適用することが適切である。 

以上の観点は次のように要約される。安全評価上、考慮すべき評価シナリ

オについては、その発生確率を定量化することは困難であり、発生の可能性

とその影響の程度を比べつつ個別に評価すること、すなわち、発生の可能性

に応じて安全上の判断の「めやす」を定め、それぞれ、シナリオの影響と比

較することが適切であり、発生の可能性については、現行の低レベル放射性

廃棄物埋設事業に関する評価シナリオとの関連を踏まえると、通常考えられ

るシナリオと発生の可能性が低いと考えられるシナリオの２通りに区分され

るが、さらに、念のため、様式化された人間活動の影響なども含む、発生の

可能性が著しく低いシナリオを加えた、３段階の区分とすることが適当であ

る。 
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ここで、通常考えられるシナリオについては、管理期間終了以後において

「被ばく管理の観点からは管理することを必要としない線量」以下であるこ

との確認が目的であり、発生の可能性が低いと考えられるシナリオについて

は、それを考慮しても、放射性廃棄物処分の長期安全性に係る判断の「めや

す」であって、国際的に共通になりつつある線量を超えないことを確認する

ことが目的である。また、発生の可能性が著しく低いシナリオについては、

発生の可能性が低いと考えられるシナリオを想定してもなお残る不確実性の

存在を勘案し、それを考慮しても、放射線防護上の特別な措置が必要となる

ものではないことを確認することを目的としている。 
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３．３区分のシナリオ分類 

 

長期安全性の評価にあたっては、様々な不確実性を考慮することが重要で

あり、処分システムの特性、性能に影響を与える可能性のある事象及びこれ

らによる処分システムの状態の変化に関する要素を体系的に収集・分析する

ことによって、可能な限り網羅的、包括的にシナリオを選定する必要がある。

そのような網羅的・包括的なシナリオ選定には、例えば、影響を及ぼす起因

事象からそれが様々に変遷する過程をできるだけ忠実に分析する、ＦＥＰ

（Feature, Event and Process）分析と呼ばれる方法が国際的に開発されて

いる。 

選定されたシナリオについて、リスク論的な考え方を踏まえた評価を行う

ためには、発生の可能性に着目した分類が必要である。すでに述べたように、

その可能性を定量的に評価することは難しいが、シナリオの影響の程度を組

み合わせた線量／確率分解アプローチにしたがって、３区分のシナリオを以

下のように分類することが適当である。 

 

① 発生の可能性が高く、通常考えられるシナリオ（以下「基本シナリオ」

という。）： 

過去及び現在の状況から、処分システム及び被ばく経路の特性並びに

それらにおいて将来起こることが確からしいと予見される一連の変化

を考慮したものである。 

管理期間終了以後において「被ばく管理の観点からは管理することを

必要としない線量」以下であることに十分な安全上の配慮がなされて

いることを確認するため、すなわち、処分システムの基本設計及びそ

の方針について、その影響である線量が可能な限り低く抑えられるよ

うに配慮されているかどうかを評価するために用いられる。 

② 発生の可能性は低いが、安全評価上重要な変動要因を考慮したシナリ

オ（以下「変動シナリオ」という。）： 

処分システム及び被ばく経路並びにそれらにおける、①で選定した以

外の様々な変化における変動の範囲を網羅的に考慮するシナリオで、

それらの安全評価上の包絡性（シナリオのうち、あるシナリオを選ぶ

ことにより、安全評価上の結果である線量評価値が常に高くなること

から、その他のシナリオに関する安全評価を代表できること）等を勘

案したものである。 

この変動シナリオは、処分システムの設計が様々な不確実性に対応し

うるものであるか否かを確認するために、すなわち、そのような変動
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要因を考慮しても、放射性廃棄物処分の長期安全性に係る判断の「め

やす」であって、国際的に共通になりつつある線量を超えないことに

十分な合理性があることを確認するために用いられる。 

ただし、このシナリオには、③で取り扱うシナリオは含まれない。 

③ 発生の可能性が著しく低い自然事象または偶発的な人為事象シナリオ

（以下「人為・稀頻度事象シナリオ」という。）： 

偶発的な人間活動による処分施設の損傷や、発生の可能性は著しく低

いと考えられる自然事象を想定したものである。 

この人為・稀頻度事象シナリオは、想定される事象に対して、処分シ

ステムの設計が放射線防護上の観点からその影響を適切に緩和しうる

ものであるか否かを確認するために、すなわち、発生の可能性が低い

と考えられるシナリオを想定してもなお残る不確実性の存在を勘案し、

それを考慮しても、放射線防護上の特別な措置が必要となるものでは

ないことを確認するために用いられる。 

 

以上の３区分のシナリオ分類にもとづき、それぞれの区分のシナリオごと

に安全評価を行い、対応する区分の線量めやす値との比較を行うことが妥当

と考えられる。 

判断に用いる「めやす」について、基本シナリオにおいては、「被ばく管理

の観点からは管理することを必要としない線量」である 10μSv/年を「めやす」

とすることが適当と考える。 

変動シナリオは、現行の「安全審査の基本的考え方」の「発生頻度が小さ

いと考えられる事象」に相当するものであるが、発生頻度を定量的に推定す

ることが困難なこともあり、安全審査にあたって参考とすべき判断の「めや

す」が、これまでは、定量的に示されていなかったが、同シナリオ想定の趣

旨から、放射性廃棄物処分の長期安全性に係る判断の「めやす」であって、

国際的に共通になりつつある線量、例えば ICRP が Publ.81５）で放射性廃棄物

処分における「自然過程を表すシナリオに適用される放射線学的規準」とし

て勧告している 300μSv/年を参考とすることが適当と考える。 

人為・稀頻度事象シナリオに用いられる判断の「めやす」は、その想定の

趣旨から、放射線防護上の介入の要否に係る線量レベル、例えば ICRP が

Publ.81５）で「人間侵入に適用される放射線学的規準」として勧告している

10mSv/年から 100mSv/年の線量レベルを参考とすることが適当と考える。 

以上から、基本シナリオ、変動シナリオ、人為・稀頻度事象シナリオの３

区分にシナリオを分類し、安全評価を行うことが妥当と考える。 

安全評価に用いる、これら３区分のシナリオについては、次のような考え
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方にもとづいて選定することが適切と考えられる。 

基本シナリオについては、浅地中処分の場合は、現状において一般的と考

えられる地下水シナリオ及び土地利用シナリオが考えられるのに対し、余裕

深度処分の場合は、深度による生物圏からの離隔が十分であるかどうかを判

断する観点から、土地の隆起・侵食や海水準変動などに起因する長期的な地

形の変化、気候変動を考慮した地下水シナリオを選定することが適当である。

なお、これらのシナリオを用いた線量評価にあたっては、できるだけ確から

しいパラメータを使用することが適当である。 

変動シナリオについては、浅地中処分の場合は、井戸水シナリオのような

小規模ながら跡地利用に付随する地下水シナリオなどが考えられるのに対し、

余裕深度処分の場合は、離隔性を維持しなければならない期間における変動

要因、例えば隆起・侵食等に起因する地下水移行条件の比較的大きな変動や

工学バリア性能の早い劣化などを考慮した地下水シナリオなどを選定するこ

とが適当である。なお、これらのシナリオを用いた線量評価にあたっては、

科学的に合理的と考えられる範囲のパラメータを使用することが適当である。 

人為・稀頻度事象シナリオについては、余裕深度処分の場合は、偶発的な

土地の掘削シナリオが考えられるのに加えて、大規模地震等の突発的事象に

よる影響等を念のため考慮した地下水シナリオを選定することが考えられる。

なお、偶発的な土地の掘削シナリオは、将来の人の行動を予測することが不

可能であるので、現在の掘削作業等を基に様式化したシナリオを想定する。 

なお、本検討で参考とした ICRP によって示された値については、現在 ICRP

で進められている新勧告の策定においても議論されていることから、今後、

線量の規準を規制の具体的なルールとして定めるにあたっては、最新の知見

を考慮して行うことが適当である。 
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４．留意点 

 

長期の安全性に係る評価については、上記のようなリスク論的考え方にも

とづき基本的に可能と考えられるものの、評価の長期性に伴う不確実性を考

慮し、以下のような諸点に関し留意することが重要である。 

まず、シナリオ評価は、その結果がもっとも大きくなる最大線量が出現す

るまでの期間を評価期間とすることを基本とするが、線量の値は埋設する廃

棄体の放射能濃度と放射能の総量に依存するとともに、安全評価上重要なそ

の最大値が出現する時期は放射性物質の種類、廃棄体の埋設（定置）位置等

に依存する点に注意することが重要である。 

その際、評価結果は、当然のことながら、評価モデルの精緻度や、そこに

用いるパラメータの設定にも大きく左右される。その設定については、それ

ぞれの埋設処分場の要件と３区分のシナリオ設定の目的に対応して適切に設

定するとともに、必要に応じて感度解析などを行い、パラメータの影響につ

いても適切に考慮しておくことが重要である。 

特に、長期的地質変動については、線量評価の最大値が出現する時期を勘

案しつつ、現在の知見に照らしてもっとも妥当と考えられる予測期間とシナ

リオを設定するとともに、関連する知見が将来的に新たに明らかになる可能

性も念頭におきつつ評価を行う。 

これらパラメータの設定等において重要なことは、将来的に新たな知見が

明らかになったとしても、それが、評価結果から導かれるべき「シナリオご

との線量の「めやす」となる値（以下「線量めやす値」という。）を満足する

ことから安全上は妥当」との当初の判断にできるだけ影響が及ばないよう、

すなわち、評価結果にもとづく「その判断」を変更する必要性ができるだけ

生じないよう、処分システムの設計に予め適切に安全裕度を見込み、それに

見合ったパラメータ設定を行うなど、処分システムの頑健性（Robustness）

に配慮しておくことである。 

ここで、処分システムの頑健性とは、安全評価結果の数値上の強固性、す

なわち、数値の不変性を意味するものではなく、評価結果にもとづく判断（線

量めやす値を満足するか否か）の変更不要性、すなわち判断根拠に係る不変

性を意味していることに注意する必要がある。科学的新知見等により、評価

に係る個々の数値や数量的結果は変更を要することが十分に想定され、その

数値的変更不要性を要求することは科学的に合理的でない。しかし、十分に

安全裕度を見込んでおけば、そのような数値的変更にもかかわらず線量めや

す値との相対的関係については、予見される新知見に関する限り、変更の必

要が生じないようにしておくことは可能と考えられ、その点からの配慮を、
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設計の段階から予め求めているのが、処分システムの頑健性要求である。 

リスク論的考え方にもとづく安全評価では、この処分システムの頑健性に

関し、基本シナリオ、変動シナリオ、人為・稀頻度事象シナリオの設定にお

いて、シナリオ相互の関連性を踏まえつつ適切に考慮することが求められる。

安全評価においては、多重バリア性能に関する時間的変化を考慮したパラメ

ータ設定を行うことが重要であり、それぞれのシナリオの条件設定が適切に

なされれば、相互のシナリオの関連性を考慮することにより、処分システム

の頑健性に係る裕度の評価を補完的に行うことが可能である。例えば、廃棄

物中の放射性物質の閉込め機能に係る指標の一つである埋設廃棄物からの放

射性物質の溶出率について、基本シナリオにおいては確からしい値が設定さ

れるが、線量めやす値から逆算すれば線量めやす値を満足するおおよその溶

出率の値が求められることから、その値と設定値との関係とから、基本シナ

リオにおける設定値の裕度を見積もることが可能である。さらに、変動シナ

リオについても、保守的な値を考慮した解析結果やその感度解析結果から、

同シナリオに対応する線量めやす値を満足する同パラメータの範囲、すなわ

ち裕度をおおよそ見積もることができると考えられる。 

このような安全裕度の評価については、できるだけ定量的に示すとともに、

その基礎となる、基本シナリオ及び変動シナリオに対して適切な条件設定が

行われていることが重要であり、多重バリアに関する基本設計あるいはその

基本的考え方との関連に関しても、事業者は、事業申請にあたって、できる

だけ明示的に説明する必要がある。 

処分システムの頑健性の評価結果に関する規制上の確認については、規制

行政庁は、その後続規制の中で具体的に検討することが望ましい。その際、

重要な点は、頑健性の本来の意味は、個々の項目の数値的厳密性というより、

判断の根拠に係る処分システム全体の安全規準に関する適合性であることに

留意することである。規制行政庁が判断に用いる技術基準類を定めるにあた

っては、この点に留意しつつ、個々の項目の数値的適合性ではなく、処分シ

ステム全体としての規準適合性に注目する必要がある。 

処分システム全体としての規準適合性については、設計段階から埋設終了

まで、長期間の年月を要し、また、埋設作業等によるその間の処分場の地質

環境的変化を考慮すると、そのような状況の変化を踏まえつつ、管理期間中

の、適切な時期にその都度、適合性が維持されることの確認を行うため、総

合安全レビューを事業者に求めることが適切と考えられる。事業の長期化、

及びそれにともな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、そのような安全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
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べきと考える。 
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５．おわりに 

 

余裕深度処分する放射性廃棄物を含む低レベル放射性廃棄物の埋設に係る

安全評価の考え方についての検討結果を示した。その際、原子力安全委員会

においてすでにその適用が妥当とされている「リスク論的考え方」を参考に

した。 

検討の結果、想定するシナリオを、基本シナリオ、変動シナリオ、人為・

稀頻度事象シナリオに分類しつつ、それぞれに対応する評価結果の判断の「め

やす」について、ICRP の勧告等を参考に、10μSv/年、300μSv/年、10mSv/

年から 100mSv/年と設定することが適当であるとの結論を得た。ただし、本論

でも述べたとおり、本検討で参考としたICRPによって示された値については、

現在ICRPで進められている新勧告の策定においても議論されていることから、

今後、線量の規準を規制の具体的なルールとして定めるにあたっては、最新

の知見を考慮して行うことが適当である。 

本検討結果を踏まえ、引き続き、昭和６３年に決定した「安全審査の基本

的考え方」について、必要な改訂に関わる審議を行うこととする。 
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主な用語解説 

 

（この用語解説は、本報告書の参考として、本報告書に用いられている専門用語を簡略

に説明したものである。） 

 

え 

ＦＥＰ分析（Feature, Event and Process Analysis）： 

処分システムの性能に関係するシステムを構成する人工及び天然バリアの各要素の

特性（Feature）、特性に影響を与える事象（Event）とその時間的な進展（Process）を

網羅的に抽出したものについて、相互の関連性などを考慮しながら安全上重要な処分場

の状態を選び出す手法。 

 

か 

海水準変動： 

海水面が陸地に対して昇降する現象を広い意味で海水準変動という。この変動には、

隆起・沈降といった地殻変動による陸地の昇降に、気候変動に伴う氷河の消長に起因す

る海水量の変化によってもたらされる世界的な海水面の昇降が重なっているが、単に

「海水準変動」という場合、後者のみをさす場合が多く、本文においてもその趣旨で用

いている。 

 

し 

侵食： 

主に、流水、波、雨、雪、風、氷河などによって、地表の物質が削りとられる現象を

いう。 

 

た 

多重バリア： 

工学的技術を用いて設けられる人工バリアと、天然の岩盤である天然バリアを組み合

わせた多層のバリアによって、長期間にわたって安全な処分システムを構築するという

考え方。多層のバリアによって複数の安全機能を持たせ、それらが相補的に働くことに

よって、処分された放射性廃棄物から被る影響の程度と、影響を被る可能性を長期にわ

たって低減することを意図したものである。 
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よ 

溶出率： 

ある成分が水などに単位時間当たりに溶けていく割合のこと。本文中の「廃棄物から

の放射性物質の溶出率」とは、廃棄物に含まれる放射性物質が単位時間当たりに溶け出

す割合のことである。 

 

り 

リスク論的考え方： 

シナリオの発生の可能性を勘案し、その影響の大きさを評価するという考え方（「共

通的重要事項」）。このようなシナリオの発生の可能性を考慮した評価のアプローチには、

ICRP が示したように、事象の発生確率と影響を乗じてリスクを算出する方法（統合ア

プローチ）と、シナリオの発生の可能性とそれが生じた場合の影響を分けて示し、それ

を総合的に評価する方法（線量／確率分解アプローチ）がある。放射性廃棄物処分にお

いては事象の発生確率を定量化することが困難なことから、後者の方が安全性の評価に

あたってより有益な情報を提供するとされている。よって本報告書では、こうしたこと

を踏まえて示された「共通的重要事項」の定義に従っている。 

 

隆起： 

地殻が変形し持ち上げられる現象。隆起の原因としては、断層活動やマグマの貫入な

どが考えられる。海水準の低下にともなって陸地は相対的に上昇するが、これは地殻の

変形によるものではないので、隆起とは呼ばない。
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添付資料２ 

 

専門部会等の構成の変更について 

（抄） 
平成１６年４月１日 

原子力安全委員会決定 

 

原子力安全委員会は、平成１２年１月１７日に「原子力安全委員会の当面の施策

の基本方針について」(以下「基本方針」という。)を決定し、この基本方針に沿っ

て施策を実施してきた。また、原子力発電所における不正問題等を始め、基本方針

決定後に発生した新たな課題に対しても、迅速な対応を行うよう努めてきた。これ

らの課題への対応に当たっては、委員会自らが調査審議を行うとともに、専門の事

項については専門部会等を設け調査審議を行ってきた。これらの調査審議を進めて

きた結果、成果は関係の報告書等としてとりまとめられ、基本方針に掲げられた内

容については概ね達成されてきていると考えられる。 

このことを踏まえ、また、最近の原子力安全規制を巡る動向を考慮すると、今後

は、基本方針の中の残された課題に対応することに加え、放射性廃棄物最終処分や

廃止措置の対応、放射性物質輸送に関する新たな国際的な取組みの対応やリスク情

報を活用した安全規制の導入に向けた対応等の課題に対する調査審議を重点的に

強化していくことが必要である。また、安全審査指針類の策定、放射線防護に係る

検討、事故・トラブルに対する対応等についても、より効果的・効率的な調査審議

を行えるよう体制整備をしていくことが必要である。 

以上のことから、次に示すように、専門部会等の構成の変更を行うこととする。 

 

１．新設、統合等を行う専門部会等 

(1)新設するもの 

・放射性廃棄物・廃止措置専門部会（別紙１） 

(中略) 

 

３．廃止する専門部会等 

(1)原子力安全総合専門部会は、所要の調査審議の結果を得てきたことと、新た

に放射性廃棄物・廃止措置専門部会、放射性物質安全輸送専門部会及びリス

ク情報を活用した安全規制の導入に関するタスクフォースを新設することに

伴い、廃止する。 

(中略) 
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（別紙１） 

 

放射性廃棄物・廃止措置専門部会について 

（新設） 

 

①設置目的 

 

放射性廃棄物の処分及び原子力施設の廃止措置の安全確保に関する事項について

調査審議を行うため、放射性廃棄物・廃止措置専門部会を設置する。 

 

 

②調査審議事項 

 

放射性廃棄物・廃止措置専門部会では、次の事項について調査審議を行う。 

・放射性廃棄物処分の安全確保に関すること（特定放射性廃棄物処分安全調査会

の所掌に属するものを除く） 

・原子力施設の廃止措置に係る安全確保に関すること 

・その他原子力安全委員会が、放射性廃棄物の処分及び廃止措置の安全確保に関

して必要と認める事項に関すること 

 

 

③新設を行う理由 

 

放射性廃棄物処分の安全確保については、基本的考え方の策定から審査指針、

基準等の策定に至るまで、継続性と一貫性をもって調査審議を行うことが必要で

ある。さらに、今後の重点的な調査審議が必要である廃止措置に係る安全確保に

ついては、放射性廃棄物との関連性が深いため、同一の専門部会で調査審議を行

うことが必要である。 

 

 

④その他 

現在審議中の次の事項については、本専門部会で調査審議を行う。 

 

「高レベル放射性廃棄物及びRI・研究所等廃棄物の処分に係る安全規制の基本的

考え方について」（平成１０年６月２５日に指示）のうち、RI・研究所等廃棄

物に係る事項 

「超ウラン核種を含む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」（平成１２年６月１５日に指示） 

「クリアランスレベルについて」（平成９年５月２６日に指示） 

「クリアランスレベルの検認のあり方について」（平成１２年６月１５日に指示） 

 

（以下、省略） 
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添付資料３ 

 

放射性廃棄物・廃止措置専門部会構成員 

 

（専 門 委 員） 

 井口 哲夫 名古屋大学大学院工学研究科教授 

 大江 俊昭 東海大学工学部教授 

 大野 和子 京都医療科学大学医療科学部教授 

 大森 佐與子 大妻女子大学社会情報学部教授 

 川上 博人 （独）原子力安全基盤機構規格基準部特任参事 

 川上 泰 （財）原子力安全研究協会研究参与 

 河田 東海夫 （独）日本原子力研究開発機構地層処分研究開発部門長 

部会長代理 草間 朋子 大分県立看護科学大学長 

 楠瀬 勤一郎 （独）産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門 

  主幹研究員 

 小佐古 敏荘 東京大学大学院工学系研究科教授 

 高橋 滋 一橋大学大学院法学研究科教授 

部会長 田中 知 東京大学大学院工学系研究科教授 

 田中 勝 岡山大学大学院環境学研究科教授 

 登坂 博行 東京大学大学院工学系研究科准教授 

 杤山 修 東北大学多元物質科学研究所教授 

 永田 勝也 早稲田大学理工学部教授 

 野村 正之 （独）日本原子力研究開発機構理事 

 藤川 陽子 京都大学原子炉実験所准教授 

 山崎 晴雄 首都大学東京 大学院都市環境科学研究科教授 

 山名 元 京都大学原子炉実験所教授 

 米原 英典 （独）放射線医学総合研究所放射線防護研究センター 

  規制科学総合研究グループリーダー 
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（担当原子力安全委員） 

東  邦夫 委員長代理 

早田 邦久 委員 

久住 静代 委員 

中桐  滋 委員 

 

（平成１９年７月現在、敬称略・五十音順） 

 

開 催 日 

第８回 平成１７年１０月２６日 

第１５回 平成１９年 ４月２６日 

第１６回 平成１９年 ７月 ５日 
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添付資料４ 

 

低レベル放射性廃棄物埋設分科会構成員 

 

 梅木 博之 （独）日本原子力研究開発機構地層処分研究開発部門研究主席 

 大江 俊昭 東海大学工学部教授 

 大迫 政浩 （独）国立環境研究所循環型社会・廃棄物研究センター 

  循環技術システム研究室長 

 大野 和子 京都医療科学大学医療科学部教授 

 川上 博人 （独）原子力安全基盤機構特任参事 

 川上 泰 （財）原子力安全研究協会研究参与 

 楠瀬 勤一郎 （独）産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門主幹研究員 

 小佐古 敏荘 東京大学大学院工学系研究科教授 

 佐藤 努 北海道大学大学院工学研究科准教授 

 高橋 滋 一橋大学大学院法学研究科教授 

主査 田中 知 東京大学大学院工学系研究科教授 

 田中 勝 岡山大学大学院環境学研究科教授 

 田辺 博三 （財）原子力環境整備促進・資金管理センター技術総括室長 

 辻 幸和 群馬大学大学院工学研究科教授 

主査代理 杤山 修 東北大学多元物質科学研究所教授 

 中山 真一 （独）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 

 西垣 誠 岡山大学大学院環境学研究科教授 

 前川 宏一 東京大学大学院工学系研究科教授 

 山口 恭弘 （独）日本原子力研究開発機構安全統括部次長 

 山崎 晴雄 首都大学東京 大学院都市環境科学研究科教授 

 山名 元 京都大学原子炉実験所教授 

 四元 弘子 森・濱田松本法律事務所弁護士 

 米原 英典 （独）放射線医学総合研究所放射線防護研究センター 

  規制科学総合研究グループリーダー 

 

（平成１９年７月現在、敬称略・五十音順） 
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開 催 日 

第１回 平成１７年 ９月 ５日 

第２回 平成１７年１０月２１日 

第３回 平成１７年１２月 ６日 

第４回 平成１８年 ３月２７日 

第５回 平成１８年 ６月２２日 

第６回 平成１８年 ９月１９日 

第７回 平成１８年１０月２３日 

第８回 平成１８年１１月１７日 

第９回 平成１８年１２月１３日 

第１０回 平成１９年 ２月２７日 

第１１回 平成１９年 ４月２３日 
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