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１．はじめに 

 

原子力安全委員会は、｢放射性物質として扱う必要がないもの｣を区分する放射能濃度

（以下、｢クリアランスレベル｣という。） について、①「主な原子炉施設におけるクリ

アランスレベルについて」(1)、②「重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベルにつ

いて」(2)及び③「核燃料使用施設（照射済燃料及び材料を取り扱う施設）におけるクリ

アランスレベルについて」(3)の報告書を取りまとめた。また、国際原子力機関（以下、

「IAEA」という。）が2004年 8月に出版した「規制除外、規制免除及びクリアランス概

念の適用」(4)（以下、｢RS-G-1.7｣という。）に示された人工起源の放射性核種に対する規

制免除レベルの適用概念及び評価方法から、最新知見など、上記①～③の報告書に反映

すべき事項を抽出し、これらの報告書のクリアランスレベルの再評価を行い、「原子炉施

設及び核燃料使用施設の解体等に伴って発生するもののうち放射性物質として取り扱う

必要のないものの放射能濃度について」(5)（以下、「クリアランスレベル報告書」という。）

を取りまとめた。 

クリアランスレベル報告書では、①～③で示したクリアランスレベルについて

RS-G-1.7の放射能濃度との比較を行い、放射性核種ごとの値の違いなどについて考察を

行った上で、規制行政庁がクリアランスレベルを採用する際に「国際的整合性などに関

する国際的動向を見極めつつ適切にその対応を図っていくことが望ましい」との見解を

示した。 

このように、クリアランスレベルに係る評価が進められる一方、平成 20 年に独立行

政法人日本原子力研究開発機構法が改正され、原子力の研究開発や医療分野等での放射

線利用に伴って発生する低レベル放射性廃棄物（以下、「研究施設等廃棄物」という。）

の処分を実施するため、独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」と

いう。）にこれらの廃棄物の埋設処分業務を行わせる等の措置が規定された。これを受け、

原子力機構では、平成30年頃の埋設処分の開始を目標として、当該廃棄物の埋設事業に

係る取組みを開始した。  

研究施設等廃棄物の埋設に係る安全性を確保する上では、ウランの転換、濃縮、加工

などのウランを取扱う施設（以下、「ウラン取扱施設」という。）から発生する放射性廃

棄物に関して、U-238 等のクリアランスレベルや埋設に係る濃度上限値の評価が今後の

課題となっている。特にU-238をはじめとする自然環境中に存在する放射性核種*1（以下、

「自然起源の放射性核種」という。）のクリアランスレベルの評価に際しては、当該核種

に関する規制除外、規制免除及びクリアランスに係る国際動向について十分に留意する

必要がある。 

このような状況を踏まえ、原子力安全委員会ではウラン取扱施設におけるクリアラン

スレベルに関する調査・審議を進め、今般、報告書を取りまとめた。調査・審議では、

対象となるU-238 等が自然起源の放射性核種であることから、自然起源の放射性核種に

対する放射能濃度に係るRS-G-1.7の考え方を参考にしつつ検討を行った。 

                                            
*1 ；自然起源の放射性核種について、RS-G-1.7では主にK-40, U-235, U-238, Th-232及びそれらの

放射性壊変によって生成する核種を示している。 
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２． クリアランスレベル評価に係る動向 

 

２．１ RS-G-1.7におけるクリアランスレベルの評価 

 

ウランの規制除外、規制免除及びクリアランスに係る国際的な議論は、U-234、U-235、

U-238 が自然起源の放射性核種であるという特徴に基づき進められている。我が国にお

ける人工起源の放射性核種に係るクリアランスレベルについては、RS-G-1.7の放射能濃

度が採用されており、この数値は規制免除の概念に基づき算出されている。一方、

RS-G-1.7では自然起源の放射性核種に対し、クリアランスレベルとして使用することの

できる放射能濃度について人工起源の放射性核種に対する放射能濃度とは別に定めてい

る。 

具体的には、RS-G-1.7では、自然起源の放射性核種に対する放射能濃度について規制

除外の考え方に基づき、世界規模での土壌中の自然起源の放射性核種の放射能濃度の測

定結果 (6)の上限を基に設定している。これらの放射能濃度の影響として､「電離放射線

に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準」(7)（以下、｢BSS｣という。）

でも別に取扱われているラドンからの放射線に係る寄与を除外すれば､個人の受ける線

量が約1 mSv／年 を超えることはないとしている｡ 

これに対して、人工起源の放射性核種については、全ての物質を対象に外部被ばく、

粉塵吸入及び経口摂取（直接及び間接）を包含するように選定された典型的な被ばくシ

ナリオの評価に基づいており、人工起源の放射性核種の放射能濃度は、通常事象の場合

は基準線量として10μSv／年を、低確率事象の場合は1mSv／年をそれぞれ用いて算出し

ている。また、皮膚被ばくに対する基準線量については50mSv／年を用いている。 

 

２．２ 原子力安全委員会におけるクリアランスレベルの評価 

 

 原子力安全委員会では、クリアランスレベルを算出するための線量のめやす値として、

放射線審議会(8)、国際放射線防護委員会（ICRP）(9)及びIAEA(7),(10),(11)等がまとめた関連文

書を参考に実効線量10μSv／年とし、この線量のめやす値に相当する放射能濃度（Bq/g）

及び表面密度（Bq/cm2）を基にクリアランスレベルの算出を行ってきた(1)-(3),(5)*2。 

また、ウラン取扱施設等から発生する廃棄物を含めた一般的なクリアランスレベルに

ついては、クリアランスレベル報告書において「IAEAで BSS に RS-G-1.7 を取り入れる

検討を計画していること等の動向を踏まえつつ、検討を行うことが必要であると考え

る。」としている。 

 

                                            
*2 ；発生頻度が小さいと考えられるシナリオについては100μSv／年を線量めやす値として評価を行

った。また、クリアランスレベル報告書では、皮膚被ばくについて50mSv／年を用いて評価を行

った。 
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３．クリアランスレベルの評価 

 

３．１ クリアランスレベルの評価の考え方 

 

ウラン取扱施設では、設備や機器にU-238等の自然起源の放射性核種の付着等が想定

される。当該核種が自然起源の放射性核種という特徴を踏まえると、前述のとおり、ク

リアランスレベルとして用いる放射能濃度は、規制除外の考え方から評価された 1Bq/g

とするという考え方が国際的な整合を図る上でも重要である。一方で、これまで原子力

安全委員会において算出したクリアランスレベルや、我が国で実際に規制値として用い

られているクリアランスレベルについて、その算出に際し実効線量として10μSv／年が

用いられてきた経緯を踏まえると、クリアランス制度を運用するためには、実効線量に

対しても十分留意する必要がある。 

このため、自然起源の放射性核種のクリアランスレベルについては、原子力安全委員

会がこれまで原子炉施設のクリアランスレベル算出に対して行った手法(5)を基本として、

線量のめやす値を10μSv／年とした場合のクリアランスレベルを算出し、RS-G-1.7 と比

較評価を行うこととした。 

一方、使用済燃料の再処理によって回収したウランを取扱う施設では、自然起源の放

射性核種に加えU-232等の人工起源の放射性核種の付着等が想定される。人工起源の放

射性核種のクリアランスレベルについては、すでに行われている原子力安全委員会にお

けるクリアランスレベルの評価手法(5)を用いて算出を行うこととした。 

 

３．２ 評価対象物と対象物の特徴を考慮したシナリオの考え方 

 

３．２．１ 評価対象物の特定 

 

 ウラン取扱施設の主たる事業者（原子力機構、新金属協会核燃料加工部会*3、日本原

燃株式会社）のクリアランス計画によると、平成62年度までの運転、解体に伴って発生

するものについてクリアランスレベルとしてRS-G-1.7 に示されたウランの放射能濃度

である1Bq/gを仮定した場合、クリアランス対象となる物の約90%は金属である（付属資

料１参照）。このため、本報告書では、金属に対するクリアランスレベルについて検討を

行った。 

 

                                            
*3 ；株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（GNF-J）、三菱原子燃料株式会社（MNF）、

原子燃料工業株式会社（NFI）、株式会社ジェー・シー・オー（JCO） 
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３．２．２ 金属の特徴を踏まえたシナリオの考え方 

 

我が国では、環境基本法(12)及び循環型社会形成推進基本法(13)をはじめとするリサイク

ルを基本とする法体系の整備により廃棄物等*4のリサイクルが進められており、環境省

統計によれば、金属系の廃棄物等のリサイクル率は約97%である(14)。 

このため、ウラン取扱施設からクリアランスされる金属についても、このような金属

の再利用に係る現状を踏まえ、クリアランスレベルは、再利用に係るシナリオについて

評価することを基本とした。 

金属が再利用される際には、溶融処理の過程においてスラグの発生が想定され、クリ

アランス対象物に付着したほとんどのウランはスラグへ移行するものと考えられる（付

属資料２参照）。近年スラグについても再利用が進められているが（付属資料３参照）、

ここでは念のためスラグの埋立処分に係るシナリオについても評価を行うこととした。 

 

３．３ 評価対象核種 

 

 評価対象核種は、主たるウラン取扱施設における使用実績等を踏まえ、U-232、U-234、

U-235、U-236、U-238 とした。ウランの転換、濃縮を行う施設については、計算値及び

各施設での実測値に基づき評価した。また、燃料の加工を行う施設については、ウラン

の濃縮度、取扱うウランの受け入れ仕様及び根拠となる規格に基づき評価した（付属資

料４参照）。 

なお、事業者が計画しているクリアランス対象物については、Ra-226の有意な付着が

ないことを確認した（付属資料５参照）。 

 

３．４ ウラン取扱施設に係るクリアランスレベルの評価 

 

３．４．１ 線量のめやす値 

 

 線量のめやす値については以下の値を用いた。 

 

①現実的に起こり得ると想定されるシナリオ（評価経路及び評価パラメータを組み合

わせたものを「シナリオ」と呼ぶ。）から受ける個人の線量については、クリアラン

スレベル報告書及びRS-G-1.7で用いられている10μSv／年とする。 

②評価経路の発生確率については、用途又は行き先を限定しない無条件クリアランス

レベルを算出するため、保守的に考慮しないが、評価パラメータのばらつき評価（確

率論的解析）で実施するパラメータの組み合わせによる97.5%片側信頼区間下限値の

値を「発生頻度が小さいと考えられるシナリオ」に対する結果の一つとして取扱い、

その場合の個人の線量については100μSv／年を超えないことを確認する。 

                                            
*4 ；循環型社会形成推進基本法では、循環的な利用が行われる物品と処分が行われる物品を「廃棄物

等」とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」としている。 
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③皮膚被ばくについては、皮膚の等価線量限度である50mSv／年とする。 

 

３．４．２ 評価シナリオに関する評価経路 

 

クリアランスレベル報告書において採用された評価シナリオに関する評価経路を基

に、ウラン取扱施設に係るクリアランスレベル算出において対象とすべき評価シナリオ

に関する評価経路を選定した。クリアランスレベル報告書では、クリアランス後に産業

廃棄物として埋立処分されるシナリオについて43経路、金属とコンクリートを対象とし

た再利用に関するシナリオについて49経路を選定している。 

本評価では、上記の全92経路の中から、まず金属の再利用に関するシナリオの評価経

路を抽出した。さらに、ウランがスラグに移行しやすい特性を考慮し、新たに追加すべ

きスラグの再利用に関する評価経路の検討を行った。金属の再利用に伴い発生するスラ

グは、道路工事（アスファルトコンクリート用骨材、路盤材）及び土木工事への利用が

一般的であり、セメントや肥料への利用は少ない（付属資料３参照）。従って、スラグ

の再利用に関する評価経路は、クリアランスレベル報告書で示した｢路盤材として再利用

（スラグ駐車場）｣を抽出して検討した。ただし、被ばく形態として、クリアランスレベ

ル報告書では、スラグ駐車場の作業者の外部被ばくのみが評価対象であることから、駐

車場の建設作業時の被ばく（粉塵吸入、直接経口摂取、皮膚被ばく）を新たに追加する

こととした。 

 

３．４．３ 評価モデル 

 

金属の再利用に関するシナリオの評価に使用するモデルに関しても、クリアランスレ

ベル報告書における評価モデルを使用する。U-234、U-235、U-238 は、その子孫核種の

生成により、長期的に被ばく線量が増加することが想定され、その影響を考慮したモデ

ルにより線量評価を行うことが求められる。一方、金属製品の耐用年数を考慮すると、

市場希釈によって被ばく線量が低減することも想定される。そこで、本報告における金

属の再利用に関するシナリオ評価では、主な金属製品の耐用年数が100年未満であるこ

と（付属資料６参照）を踏まえ、最大線量を評価する期間を100年と設定した。 

 

３．４．４ 評価パラメータ 

 

金属の再利用に関するシナリオの評価に使用するパラメータに関しても、クリアラン

スレベル報告書において採用されたパラメータの設定値及び選定方法を基本とし、最新

の知見や金属の再利用に係る現状を踏まえ、次の点について見直しを行った（付属資料

７参照）。 

・評価パラメータのうち、金属の消費財や建築材としての再利用時の外部被ばく評価に

必要な線量換算係数については、JAEA-Data/Code 2008-001(15)を用いた。 

・ウラン取扱施設から発生するクリアランス対象物の物量等、クリアランスレベル報告

書と異なるパラメータ、仮定等については、ウラン取扱施設におけるデータ、金属の
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再利用に関するデータ等に基づいて設定した。 

 

３．４．５ 評価結果 

 

U-234、U-235、U-238に対し、前述の算出方法及び条件を基にクリアランス対象物中

のそれぞれの放射能濃度を1Bq/gとした際の被ばく線量の算出を行った結果、決定経路

（最大線量を示す経路）は、皮膚被ばくを想定した評価経路以外ではスラグ処理の作業

者に対する粉塵吸入被ばくとなり、被ばく線量は、いずれの放射性核種も10μSv／年を

下回ることを確認した。また、皮膚被ばくを想定した経路では、決定経路は積み下ろし、

前処理及び溶融・鋳造の3経路となり、いずれの放射性核種も50mSv／年を下回ることを

確認した（付属資料７参照）。 

 U-234、U-235、U-238について、これら様々なシナリオに対し線量のめやす値に相当す

るクリアランス対象物中の放射能濃度の最小値（クリアランスレベル）を算出した結果、

それぞれ1.5Bq/g、1.4Bq/g、1.8Bq/gとなった（付属資料７参照）。この結果は、RS-G-1.7

において示された自然起源のウラン核種のクリアランスに対して適用できる放射能濃度

の1Bq/gと同程度であり、国際的な基準値と整合している。 

また、U-232、U-236について、クリアランスレベルを算出した結果、それぞれ0.2Bq/g、

1.7Bq/g となった（付属資料７参照）。この数値に対し、RS-G-1.7で示された放射性濃

度値の算出根拠等を示した報告書(16)（以下、「SRS No.44」という。）で示された数値と

比較を行った結果、今回算出された値はSRS No.44で示された値（それぞれ0.053Bq/g、

3.4Bq/g）と比べ、それぞれ3.6倍、0.5倍程度となった（付属資料７参照）。RS-G-1.7

では、「graded approach」と呼ばれる考え方のもと、RS-G-1.7で示した放射能濃度の10

倍までは規制当局の判断で規制免除あるいはクリアランスを認め得るとしている。この

ことから、U-232、U-236のクリアランスレベルの算出結果は、RS-G-1.7 における値（そ

れぞれ0.1Bq/g、10Bq/g）と大きな相違はなく、同程度と評価することができる。 

なお、上記5核種を対象に「発生頻度が小さいと考えられるシナリオ」について評価

を行った結果、いずれの放射性核種についても個人の線量について 100μSv／年を超え

ていないことを確認した（付属資料７参照）。 
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３．５ 再利用に伴い発生するスラグが産業廃棄物として埋立処分された場合の影響の

検討 

 

3.2.2項で述べたとおり、金属はほぼ再利用されると考えられるが、金属の溶融処理

過程で生じるスラグの一部などについて、埋立処分されることが想定される。このため、

スラグが産業廃棄物として埋立処分される場合の線量影響について検討した。 

クリアランスレベル報告書に示されているスラグの埋立処分のシナリオは、埋立処分

に係る操業シナリオ（以下、「埋立作業のシナリオ」という。）と跡地利用、地下水移行

に係るシナリオ（以下、「埋立処分後のシナリオ」という。）の2つがある。 

検討に当たっては、クリアランスレベル報告書において検討された埋立処分時の評価

経路と同じ経路とし、使用するパラメータに関しても、クリアランスレベル報告書にお

いて採用されたパラメータの設定値及び選定方法を基本とし、最新の知見や金属の再利

用に係る現状を踏まえて行った（付属資料８、９参照）。 

ただし、U-234、U-235、U-238については、自然環境中に存在する放射性核種である

ことから、埋立処分後のシナリオについては、自然環境中の濃度との比較を行った。 

 

３．５．１ U-234、U-235、U-238の評価結果 

 

（１）埋立作業における線量評価 

埋立作業のシナリオに係る線量評価の結果、U-234、U-235、U-238 に対する最大線量

は金属の再利用に関するシナリオの最大線量と比較して、約0.05倍の線量となった（付

属資料８参照）。このため、金属の再利用に伴い発生するスラグの一部が産業廃棄物と

して埋立処分される場合の埋立作業のシナリオに係る線量は、金属の再利用に関するシ

ナリオに比べて十分小さく、ウラン取扱施設に係るクリアランスレベルの評価対象とし

て選定した金属の再利用に関するシナリオを基本とするクリアランスレベル評価の中で

包含できることを確認した（付属資料８参照）。 

 

（２）埋立処分後の放射能濃度の評価 

埋立処分後のシナリオに関しては、再利用に伴い発生するスラグを埋立処分する場合

を想定し、クリアランス対象物起源の処分場内のウラン濃度について、自然環境中のウ

ラン濃度との比較を行った。埋立処分されるスラグの量は、年間の産業廃棄物埋立に占

める平均的なスラグの割合を考慮したシナリオと、1事業所から1カ所の産業廃棄物処

分場へ埋立されるシナリオの2つのシナリオにより評価することとした。比較対象とす

るクリアランス対象物中のウラン濃度は、核種組成を天然組成比と仮定し、全ウラン濃

度1Bq/g とした。 

この結果、クリアランス対象物起源のスラグについて、上記2つのシナリオを想定し

ても、算出された処分場内のクリアランス対象物起源のウラン濃度は、我が国の自然環

境中の濃度の変動範囲 (17) （付属資料１０参照）と比べると、その下限値未満～平均値

程度の値（付属資料８参照）であり、自然環境中の濃度に有意な影響を与えないことを

確認した。 
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３．５．２ U-232、U-236の評価結果 

 

再利用のための溶融に伴い発生するスラグの一部が産業廃棄物として埋立処分され

る場合のU-232、U-236の線量のめやす値に相当する放射能濃度は、金属の再利用に関す

るシナリオの放射能濃度に比べてそれぞれ約3倍、20倍となった（付属資料９参照）。

この結果、埋立処分のシナリオによるクリアランスレベルは、金属の再利用に関するシ

ナリオで評価された値に比べて同程度から1桁高い値であり、ウラン取扱施設に係るク

リアランスレベルの評価対象として選定した金属の再利用に関するシナリオを基本とす

るクリアランスレベル評価の中で包含できることを確認した（付属資料９参照）。 

 

３．６ 評価結果のまとめ 

 

以上に示した、ウラン取扱施設における金属に対する U-232、U-234、U-235、U-236、

U-238のクリアランスレベルの算出結果に対し、SRS No.44 で規制免除レベルに係る放射

能濃度を評価する際に用いる手法（表１脚注＊２参照）を適用した結果を表１に示す。 

 

表１ ウラン取扱施設から発生する金属に対する放射性核種 

のクリアランスレベルの評価結果 

単位(Bq/g) 

対象者 経　路　名

１  Ｕ－２３２ ０．１ 再利用 ２４ 成人 スラグ処理・吸入

２  Ｕ－２３４ １ 再利用 ２４ 成人 スラグ処理・吸入

３  Ｕ－２３５ １ 再利用 ２４ 成人 スラグ処理・吸入

４  Ｕ－２３６ １ 再利用 ２４ 成人 スラグ処理・吸入

５  Ｕ－２３８ １ 再利用 ２４ 成人 スラグ処理・吸入

放射性核種 ＊１ 評価結果＊２
決　定　経　路 

経路番号

 

＊１；評価対象核種(5核種)についての算出結果である。 

＊２；計算値が、3×10xと 3×10x+1の間の値である場合、10x+1 と評価。 
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４．クリアランスレベル以下であることの判断方法 

 

これまで原子力安全委員会では、クリアランスレベル以下であることを判断する基準

として、対象物に含まれる放射性核種iの濃度（D）をクリアランスレベル（C）で除し

たものの総和が 1 以下であることを示しており(18)、この考え方は RS-G-1.7 における人

工起源の放射性核種の判断に適用している考え方と整合している。 

一方、RS-G-1.7 では、複数の自然起源の放射性核種が存在する場合については、個々

の放射性核種の濃度は与えられた放射能濃度を下回るべきであるとしている｡また、自然

起源と人工起源の両方の放射性核種の混合物に関しては、前述の両方の条件が満たされ

るべきであるとしている。 

このため、クリアランスレベル以下であることの判断の基準について、これを定める

上で考慮すべき事項として、国際的整合性の観点から検討を行った（付属資料１１参照）。 

クリアランスレベル以下であることの判断の基準については、ウラン取扱施設で使用

された金属を対象に、U-234、U-235、U-238 のそれぞれに対し、1Bq/g が 10μSv／年の

めやす線量を十分満足していることを確認したので、RS-G-1.7 の規定どおり、U-234、

U-235、U-238に対して1Bq/gを適用することに不都合はないものと考えられる。 

従って、安全基準上は国際的整合性の観点から、RS-G-1.7と同じ判断の方法を適用す

ることは適切と考えられる。 

 なお、ウラン取扱施設では、取扱うウランの核種組成の範囲が概ね限定されるため、

全ての放射能が1つの放射性核種に起因するものと仮定して保守的な評価を行う等の運

用を図ることができる。この場合、U-232 の付着等が想定されるウラン取扱施設におい

ては、ウランに含まれるU-232の放射能濃度の確認が重要である。 
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５．まとめ 

 

我が国のウラン取扱施設におけるクリアランスに資するため、金属に対する U-232、

U-234、U-235、U-236及び U-238のクリアランスレベルを検討した。 

U-234、U-235、U-238 のクリアランスレベルについて、これまで原子力安全委員会が

行った検討を踏まえ、我が国における金属の再利用に係る現状を考慮した評価を行った

結果、クリアランスレベルはそれぞれ1Bq/gとなった。これらの放射性核種のクリアラ

ンスレベルについては、RS-G-1.7において規制除外の考え方から1Bq/gと評価されてお

り、今回の評価値は国際的な規制値と比較して整合しているといえる。 

また、U-232、U-236のクリアランスレベルについて、同様のシナリオを用いて評価を

行った結果、クリアランスレベルはそれぞれ0.1Bq/g、1Bq/gと評価された。しかしなが

ら、3.4.5項で述べたとおり、RS-G-1.7で示された0.1Bq/g、10Bq/g を使用しても問題

ないことを確認した。 

これら複数の放射性核種の付着が想定される金属についてクリアランスレベル以下

であることを判断するために、RS-G-1.7と同じ判断の方法を適用することは適切と考え

られる。 

 

６．おわりに 

 

原子力安全委員会では、これまで、原子炉等の解体に伴って発生する資材等をクリア

ランスするためのクリアランスレベルの評価及びその検認の方法について検討を行って

きており、今般、ウラン取扱施設から発生する金属に対するウラン等の放射性核種のク

リアランスレベルについて、主に自然起源の放射性核種の放射能濃度に係る考え方につ

いて、国際的な動向や国内の状況を踏まえ整理するとともに、クリアランスレベルの設

定について考察した。今後、ウラン取扱施設から発生する金属のクリアランスを現行の

制度に取り入れる際には、規制行政庁において基準類の整備等が行われる必要がある。
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 付属資料１  

事業者のクリアランス計画について 

 

日本原子力研究開発機構 

新金属協会核燃料加工部会 

日本原燃株式会社 

 

１．はじめに 

 本資料では、転換、濃縮、加工などのウランを取扱う施設（以下、「ウ

ラン取扱施設」という。）のうち、施設規模の大きな日本原子力研究開発

機構（以下、「JAEA」という。）の人形峠環境技術センター、新金属協会核

燃料加工部会のウラン燃料の加工施設* 1並びに日本原燃株式会社（以下、

「JNFL」という。）の六ヶ所ウラン濃縮工場の解体及び運転に伴い発生す

るもののうちクリアランス対象物と各事業者のクリアランス計画につい

て説明する。 

 

２．ウラン取扱施設のクリアランス対象物 

２．１ ウラン取扱施設のクリアランス対象物量 

ウラン取扱施設の平成 62 年度までの運転及び施設解体* 3に伴い発生す

るもの（「放射性廃棄物でない廃棄物」は除く）の総物量は約 10 万トンと

試算している。この総物量の想定濃度分布を図１に示す。大部分の物量の

ウラン濃度は 1Bq/g以下と推定している。 

クリアランスレベルを仮に 1Bq/g と設定した場合、クリアランス対象と

なる 1Bq/g 以下の総物量は約 9 万トンと試算されその約 90%は金属である。 

1Bq/g 以下と想定される金属の発生年度展開試算を図２に示す。平成 19

年度末までの保管量は約 4 千トン、平成 62 年度までにクリアランスされ

ると想定される金属の総量は約 7 万 9 千トンと試算している。 

なお、平成 32 年度頃から JNFL の遠心分離機のクリアランスを計画して

いるため、物量が大きくなる。 

 

 

 

 

 

                                                  
* 1；株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（GNF-J）、三菱原子燃料株式会社（MNF）、

原子燃料工業株式会社（NFI）熊取事業所及び東海事業所並びに株式会社ジェー・シー・オー（JCO）

東海事業所*2 を指す。 
*2；現在は核燃料物質の使用者（原子炉等規制法第 52 条第 1 項の許可を受けた者）であるが、過去に加工

事業者（同法第 13 条第 1 項の許可を受けた者）として事業（再転換）を行った施設等を有している。 
*3；平成 62 年度までに施設を解体すると想定する。 
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・事業者の最新の計画に基づき再集計した除染・減容処理（焼却等）後の物量 

・発生物量、濃度分布は、今後のクリアランス対象物の調査、処理方法及び有害物等の検討に伴い変更さ

れる場合がある。 

 

図１ 平成 62 年度までの運転及び解体に伴って発生するものの 

想定濃度分布 
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図２ 金属（1Bq/g 以下）の発生年度展開 
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２．２ クリアランス対象物の具体例 

各事業者のクリアランス対象物になると想定される金属類の具体例を

図３に示す。 

 

〇JAEA の人形峠環境技術センター 

 ・遠心分離機及びその他周辺機器 

〇新金属協会核燃料加工部会 

 ・汚染のおそれのある管理区域内の機器等 

〇JNFL の六ヶ所ウラン濃縮工場 

 ・遠心分離機及びその他周辺機器 

 

 

 

【JAEA 

 人形峠環境技術センターの遠心分離機】 【JNFL 濃縮工場の遠心分離機】 

 

 

 

 

 

 

 

 

単 機 型 遠 心 分 離 機

集 合 型 遠 心 分 離 機  

 

 
【新金属協会核燃料加工部会 ウラン燃料の加工施設の機器】  

成 型 ・加 工 工 程  

 

焼 結 工 程  

焙 焼 ・還 元 工 程  

 

 

 

 

 

 

研 削 工 程  

 

 

 

 

 

 

 

図３ クリアランス対象物の具体例 
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３．各事業者のクリアランス計画 

（１）JAEA 

JAEA の人形峠環境技術センターにおいては、ウラン製錬・転換試験、遠

心分離法ウラン濃縮試験などのウラン濃縮関連技術開発を平成 17 年度に

終え、平成 24 年度頃から施設の本格的な解体を始める計画である。また、

既に遠心分離機の汚染部分を分離除去し、放射性廃棄物を低減するための

処理技術開発を進めている。 

 この施設の解体技術開発や本格解体に伴って、多量の解体物の発生が予

想される。廃棄物貯蔵庫容量が有限であることや金属資源の再利用も踏ま

えると、平成 24 年度からクリアランスを本格運用する必要がある。この

ため平成 22 年度頃からデータ採取や測定技術拡充のためのクリアランス

の運用（以下、「小規模運用」という。）を開始する予定である。 

 

（２）新金属協会核燃料加工部会 

 新金属協会核燃料加工部会のウラン燃料の加工施設においては、1970

年代から長期間の運転を経て資材等が蓄積している。発生の抑制、除染・

減容に取り組んでいるものの資材等の蓄積量は年々確実に増加している。

現在の廃棄物貯蔵庫の満杯時期は最も早い事業所で平成 30 年度頃と予想

しており、遅くとも平成 25 年度からクリアランス小規模運用を開始し、

平成 28 年度からは本格運用を行わなければ廃棄物貯蔵庫の満杯を回避す

ることができない状態にある。 

 なお、JCO は、平成 11 年の臨界事故以来、加工事業を行っていないが、

現在は施設の管理等を継続して行っている状態であり、加工事業者と同様

に平成 25 年頃よりクリアランス小規模運用を開始する予定である。 

 

（３）JNFL 

 JNFL の六ヶ所ウラン濃縮工場においては、平成 4 年に操業を開始し遠心

分離機を用いた遠心分離法によるウラン濃縮事業を行っているが、平成 22

年度より新型の遠心分離機を導入するため、既設の遠心分離機を順次撤去

する計画である。撤去した遠心分離機については、平成 32 年度頃からク

リアランスを開始する予定である。 

 

 

〇 各事業者におけるクリアランス計画は図４参照。 
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年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

事業者 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

JAEA

（人形峠環境技術センター）

新金属協会核燃料加工部会

ＪＮＦＬ

（六ケ所ウラン濃縮工場）

クリアランス（本格運用）

クリアランス（本格運用）

クリアランス（小規模運用）申請準備

申請 クリアランス（小規模運用）準備（許認可）

遠心分離機のリプレース（付着ウラン回収及び撤去）

処理施設の設計・許認可・工事 処理・申請・クリアランス

準備

 

図４ 各事業者におけるクリアランス計画 
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金属スクラップ溶融時のウランの移行について 

 

日本原子力研究開発機構 

 

転換、濃縮、加工などのウランを取扱う施設から発生する金属スクラッ

プが溶融される際のウランの移行について示す。 

 

金属の溶融過程でのウランの移行割合（添付資料１参照）は、 SS 

No.111-P-1.1(1)に記載されている値（表１）より選定することを基本とし、

インゴットの再利用に係るシナリオではインゴット中に 10%、スラグの再

利用・埋設に係るシナリオについてはスラグへ 100%移行するものと設定さ

れている。 

鉄鋼等の金属を溶融する際のウランのスラグへの移行については、工学

規模溶融炉を用いた試験(2)で調べられている。試験は高周波誘導炉を用い

て実施している。溶融した金属重量は約 280kg であり、初装荷（220kg）

と追装荷（20kg×3 回）で装荷している。全ての金属を炉内に装荷した後

に約 1,600～1,650℃で溶湯を 20 分間保持し、出湯は炉底部から行ってい

る。製作したインゴットを分析した結果、ウランのスラグへの移行割合は

0.994～0.998（表２）であり、スクラップ中のウランはスラグへほとんど

が移行する。 
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表１ ウランの金属への移行割合 

ガス スラグ インゴット ガス＊１ スラグ＊２ インゴット＊３

Mn-54 0.05 0.1 1 10 1 1

Fe-55 0.005 0.01 1 1 0.1 1

Co-60 0.005 0.01 1 1 0.1 1

Ni-63 0.005 0.01 1 1 0.1 1

Zn-65 1 0.01 1 200 0.1 1

Sr-90 0.1 1 0.1 20 10 0.1

Nb-94 0.01 0.1 1 2 1 1

Tc-99 1 0.1 0.1 200 1 0.1

Cs-137 1 1 0.001 200 10 0.001

Eu-152 0.005 1 0.001 1 10 0.001

U-238 0.005 1 0.1 1 10 0.1

Pu-239 0.005 1 0.1 1 10 0.1

Pu-241 0.005 1 0.1 1 10 0.1

Am-241 0.005 1 0.1 1 10 0.1

  金属製錬に関する文献情報から、放射性核種により移行割合を予測することができる。例えば、Tc-99
及びCs-137のような移動しやすい放射性核種については、放射能は揮発しオフガスへまわると考えら
れる。スラグあるいはインゴットに残存する放射能は、金属スクラップ中の全放射能の約10（%）のみであ
ると考えられる。U-238の様な放射性核種を含む重元素については、放射能はスラグへ濃縮し、オフガ
スやインゴットへは移行しないと考えられる。オフガスやインゴット中の放射能は、全放射能の10（%）以
下であると考えられる。

放射性核種
移行割合(-) 放射能濃度(Bq/g)

SS No.111-P-1.1(1)に基づき作成

   *2 スラグについては、10-7 （g）あたりの全放射能（Bq/g） を示す。.

   *3 金属インゴットについては、9×10-7（g）あたりの全放射能（Bq/g）を示す。

   *1 ガスについては、ダスト濃度5×10-3 （g/m3）の時の空気中の濃度（Bq/g）を示す。
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表２ 鉄鋼等の金属を溶融した際のウランの移行割合 

原料金属 
ウランの各相への 

移行割合 *1（-） 

材質 形状 非金属混入物 金属 スラグ 

ステンレス鋼 
ア ン グ ル ・ 平 板 ・ 配

管・バルブ類 

なし（バルブ類に微量のゴム

パッキン等あり） 
0.003 0.997 

炭素鋼 
ア ン グ ル ・ 平 板 ・ 配

管・バルブ類 

なし（バルブ類に微量のゴム

パッキン等あり） 
0.002 0.998 

金属廃棄物 

バルブ、SUS スライ

ド台 、PVC ライニン

グ配管等 

モータ、PVC ライニング配管

等に付着する非金属 0.006 0.994 

溶融除染技術評価報告書(2)を基に作成 

*1 移行割合＝（各相中のウラン量）/（全相中のウラン量合計） 

 

 

 

参考文献 
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術評価報告書 JNC TN8400 2003-044 (2003). 

 



 付属資料３  

鉄スクラップ及び鉄鋼スラグについて 

 

日本原子力研究開発機構 

 

１．鉄スクラップについて 

 表１に示すとおり、鉄スクラップは、｢市中スクラップ｣と｢自家発生ス

クラップ｣に分けられる。市中スクラップは、市中で回収、取引されるス

クラップであり、自動車メーカーなどの工場から加工屑として発生する

｢工場発生スクラップ｣と、建物の解体物や使用済みの設備・機器として搬

出される｢老廃スクラップ｣に分けられる。また、自家発生スクラップは、

鉄鋼メーカーの製鋼工程や製品加工工程から発生するものである。このう

ち、クリアランス対象金属は、使用済みの設備・機器であることから、老

廃スクラップに相当する。図１に示すとおり老廃スクラップは、専門のス

クラップ回収業者によって集荷され、鉄鋼メーカーのニーズに応じた形状、

大きさに加工処理を施し、商社を通じて販売されている（1）。一部、海外に

輸出されているスクラップもある。 

 老廃スクラップは、発生形状が様々であるため、そのままでは鉄源とし

て利用するには不向きであるため、専門業者によって回収された後、製鋼

投入時の効率を上げるために切断、破砕、減容などの加工処理が行われる。

加工処理されたものは、それぞれ、ヘビー（切断）、シュレッダー（破砕）、

プレス（圧縮）として流通している。スクラップは、形状、大きさ、銅の

含有量などによって分類され取引されている（表２）。 

国内で発生する老廃スクラップの約 7 割が、電炉メーカーにおいて鉄源

のひとつとして利用されている(2)。スクラップの種類毎にスクラップヤー

ドで貯蔵されており、製品の品質要求等に応じて、工場発生スクラップや

自家発生スクラップ、また、銑鉄など他の鉄源と配合して使用している（表

３）。普通鋼電炉工業会に加盟する電炉メーカーの実績によると１工場当

たり年間 60 万トンのスクラップを使用している＊ 1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
＊ 1 ；国内において電炉用スクラップは年間約 3,000 万トン供給される（ ３ ）。国内の普通鋼電炉メーカーの

工場は約 50 カ所（ ４ ）あることから、1 工場当たり年間 60 万トンのスクラップを使用するとした。 
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 表１ 鉄スクラップの種類と流通量 
分類 概要 流通量（万トン/年） 

工場発生 

スクラップ 

（加工屑） 

市 中 で回 収 、取 引 されるスク

ラップであり、車 などの製 造 工

場などから排出される。 

1,134 

市中 

スクラップ 老廃 

スクラップ 

（老廃屑） 

市 中 で回 収 、取 引 されるスク

ラップであり使 用 済 みの設 備 ・

機器として搬出される。 

2,441 

自家発生 

スクラップ 

鉄 鋼 メーカーの製 鋼 工 程 や製

品加工工程から発生する。 
1,507 

流 通 量 は日 本 鉄 源 協 会 (2 )に基 づく。 

 

 

 

流通 原料購入 原料消費

製品 新断 製鋼用

製造時 ギロチン 鋼ダライ 鐵鋼ﾒｰｶｰ

（歩留り落ち） 鉄くず 転炉
電炉

シュレッダー

建物解体時
プレス ヘビー屑 鋳物ﾒｰｶｰ 鋳物用

機械老朽化
ｼｭﾚｯﾀﾞｰ屑 伸鉄ﾒｰｶｰ 伸鉄用

廃車発生

その他 プレス屑

輸出

中間加工

輸入

[供給] [消費]

発生

回
収 受

入

加
工
屑

老
廃
屑

払
出

　　処理
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図１ 市中で流通するスクラップ 

  

 

 

 

 

 付属資料３－２



表２ 鉄スクラップ検収統一規格 

 

単量

厚さ 幅または高さ×長さ （kg）
嵩比重

（t/m3）

化学成分
（Cu, %）

ＨＳ ６以上 500以下×700以下 600以下 ≦0.15
鋼板、Ｈ形鋼、形鋼、丸鋼、レール、ポンチ等重
機解体に類するもの（但し鉄筋丸棒、鋼矢板を
除く）

Ｈ１ ６以上 500以下×1200以下 1000以下 ≦0.20
鋼板、Ｈ形鋼、形鋼、丸鋼、レール、ポンチ、帯
鋼、解体したボンベ、平鋼車輪、ボルト、ナット等
（但し鉄筋丸棒、鋼矢板を除く）

Ｈ２
３以上

～
６未満

〃 〃
鋼板、形鋼、丸鋼、重機解体、鋼矢板、鋳鋼品、
列車車体、大型トラック等自動車足廻り、船舶解
体屑、鉄筋丸棒等

Ｈ３
１以上

～
３未満

〃 〃
軽量形鋼、鋼板、解体鉄筋バー、帯鉄結束、特
殊車両、自動車ホイル、ギア、板バネ、支線、
ガードレール、番線、ドラム缶等

Ｈ４ １未満 〃 〃
薄鋼板、番線、針金、ワイヤーロープ、スチール
家具、シャッター、カラートタン、古ワイヤー結束、
自転車、波板等

Ａ 自動車ボディー、フェンダー等

Ｂ
亜鉛メッキ鋼板等、下級屑、家電製品、バイク、
自転車

ＣＳ ≧0.6
食缶、飲料缶、一般缶（塗料缶、化学缶、機械
油等を除く）

Ｃ ≧0.6 18リットル缶を含む各種缶類のMix品

ＡＳ ≧1.0 ≦0.15

自動車ボディー、フェンダー及び新断等をシュ
レッダー処理したもので特に非鉄・ダストの混入
が少なく、成分・嵩比重の面からＡよりも上級の
もの

Ａ 自動車ボディー、フェンダー、スチール家具

Ｂ 薄鋼板、スチール家具、亜鉛メッキ鋼板

Ｃ 各種缶類のMix品、薄鋼板等

プレスＡ
表面処理していない薄鋼板で酸化していないも
の

プレスＢ
多少酸化している薄鋼板又は鋼材材質に悪影
響を及ぼさない表面処理鋼板

バラＡ
表面処理していない薄鋼板で酸化していないも
の

バラＢ
多少酸化している薄鋼板又は鋼材材質に悪影
響を及ぼさない表面処理鋼板

Ａ
普通鋼切削くずで酸化の少ないもの、チップ状
のもの

Ｂ
普通鋼切削くずで多少酸化しているもの、パー
マ状のもの

プレス
普通鋼切削くずで酸化の少ないものをプレスし
たもの

Ａ 1000以下
機械銑、道具銑等の上銑、モーターブロック完全
解体

Ｂ 並銑、モーターブロック未解体（油ぬきもの）

Ａ 普通鋳物鋼切削くず

Ｂ 多少酸化した鋳物鋼切削くず

注記代表例

目安寸法（mm）
分
類

品
種

等
級

ヘ
ビ
ー

プ
レ
ス

シ

ュ
レ

ッ
ダ
ー

新
断

鋼
ダ
ラ
イ
粉

故
銑

銑

ダ

ラ

イ

粉

鉄
く
ず

銑
く
ず

３辺の総和1800以下
大辺800以下

〃

上限寸法は同上
下限寸法は３辺総和600以上

〃

３辺の総和1800以下
大辺800以下

〃

プラスチック・ダスト等の混入な
きこと

ＣＳ及びＣは単に缶を圧縮した
ものではなく、複数の缶を圧縮
成型し、直方体にしたもので、
ハンドリングの際に簡単にﾊﾞﾗ
けないこと。

３辺の総和1800以下
大辺800以下

１辺11200以下
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表３ 電炉メーカーでの鉄スクラップ配合(5) 

    配合 

自家発生スクラップ   6.3% 

銑鉄   1.7% 

銑鉄スクラップ   2.4% 

新断 18.2% 
工場発生スクラップ 

鋼ダライ 8.6% 

ヘビー 53.2% 

シュレッダー 6.6% 老廃スクラップ 

プレス 2.1% 

その他スクラップ   0.9% 

    100.0% 

 

２．鉄鋼スラグについて 

２．１ 鉄鋼スラグの種類と用途について 

 鉄鉱石あるいは鉄スクラップを溶融すると副産物として鉄鋼スラグが

発生する。図２に示すとおり、鉄鋼スラグは、高炉スラグと製鋼スラグ（転

炉スラグ、電気炉スラグ）に分けられる。このうち、市中から発生するス

クラップを主原料とする電気炉（精錬工程）から発生するものが電気炉ス

ラグである。 

 表４に示すとおり、再利用の用途は、スラグの特性によって異なる。電

気炉スラグは、耐摩耗性、水硬性（水と反応して固まり時間とともに強度

が向上する）などの特性を有することから主に道路工事及び土木工事に利

用されている（表５）。電気炉スラグの再利用に係る JIS 規格等が順次整

備され、また、平成 17 年度には｢公共工事向けグリーン購入法対象製品｣

に指定されている。 

 図３に示すとおり、現在では電気炉スラグの発生量のほとんどが再利用

されている。 

 電気炉では、酸化精錬工程（酸素を吹き込み反応熱で温度を上昇させる）

から酸化スラグが、還元精錬工程（酸素や硫黄を除くためコークス、石灰

などを加え、還元性のスラグを形成させる）から還元スラグがそれぞれ発

生する。酸化スラグのほとんどは再利用されているが、電気炉還元スラグ

については、石灰分が多く含まれるために膨張反応を引き起こしやすい、

精錬する鋼種による成分のバラツキが大きく安定した品質が保持しにく

いといった課題があり、酸化スラグほど再利用が進んでいない(6)。なお、

ウラン元素は酸化しやすいため酸化スラグに移行すると考えられる(7)。 
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図２ 鉄鋼スラグの種類(8) 

 

表４ 鉄鋼スラグの特性と用途 

 

特性 用途 適用規格

徐
冷
ス
ラ
グ

水硬性
非アルカリ骨材反応

低Na2O、低K2O

繊維化すれば断熱・保温・吸音性

肥料成分（CaO、SiO2）

路盤材
コンクリート用粗骨材
セメントクリンカー原料（粘土代替）
ロックウール原料

珪酸石灰肥料（ケイカル）

JIS A 5015
JIS A 5011-1
JIS A 5308
JIS A 9504人造鉱物繊維保温材（保温・断
熱材等）
JIS A 9521住宅用人造鉱物繊維断熱材
（住宅用断熱材）
JIS A 9523吹込み用繊維質断熱材（住宅
用ブローイングロックウール断熱材）
JIS A 6301吸音材料（ロックウール吸音
材、ロックウール化粧吸音板）
肥料取締法

水
砕
ス
ラ
グ

微粉砕による強い潜在水硬性

低Na2O、低K2O

潜在水硬性
軽量、内部摩擦角大、透水性大

塩化物を含まない非アルカリ骨材反応

肥料成分（CaO、SiO2）

高炉セメント原料
ポルトランドセメント混合材
コンクリート用混和材
セメントクリンカー原料（粘土代替）
土工用材・地盤改良用材
（裏込め材・覆土材・盛土材・路床改良材・
グランドの排水層等）
コンクリート用細骨材

珪酸石灰肥料（ケイカル）
土壌改良材

JIS R 5211
JIS R 5210
JIS A 6206

港湾工事用水砕スラグ利用手引書

JIS A 5308

肥料取締法

製
鋼
ス
ラ
グ

転
炉
・
電
気
炉
ス
ラ
グ

硬質、耐摩耗性
水硬性
内部摩擦角大

FeO分・CaO分・SiO2分

塩化物を含まない非アルカリ骨材反応

肥料成分（CaO、SiO2、MgO、FeO）

アスファルトコンクリート用骨材
路盤材
土工用材・地盤改良用材
セメントクリンカー原料
コンクリート用細骨材・粗骨材
（電気炉酸化スラグ骨材）
肥料用および土壌改良材

JIS A 5011-4
JIS A 5015
港湾工事用製鋼スラグ利用手引書

JIS A 5011-4

肥料取締法

高
炉
ス
ラ
グ
と

製
鋼
ス
ラ
グ
の
混
合

徐
冷
ス
ラ
グ

水硬性 路盤材 JIS A 5015

高
炉
ス
ラ
グ
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表５ 鉄鋼スラグ利用割合（平成 19 年）(10) 

高炉 転炉 電気炉 

用途 数量 

(千トン) 

割合

(%) 

数量 

(千トン) 

割合

(%) 

数量 

(千トン) 

割合

(%) 

再使用 - 0.0 1,704 13.6 109 2.9 

路盤材 3,591 14.1 1,845 14.8 1,069 28.0 

アスコン材 80 0.3 23 0.2 80 2.1 

その他 150 0.6 34 0.3 35 0.9 

道
路 

小計 3,821 15.0 1,902 15.2 1,184 31.0 

地盤改良材 35 0.1 1,441 11.5 340 8.9 

港湾・海域工事 363 1.4 2,337 18.7 4 0.1 

土木・陸上工事 791 3.1 4,048 32.4 1,177 30.8 
土
木 

小計 1,154 4.5 6,385 51.1 1,181 30.9 

セメント用 16,671 65.2 634 5.1 61 1.6 

コンクリート用 3,294 12.9 35 0.3 51 1.3 

肥料・土壌改良材 176 0.7 78 0.6 12 0.3 

建築用 344 1.3 4 0.03 0 0.0 

加工用原料 - 0.0 100 0.8 352 9.2 

その他利用 63 0.2 54 0.4 229 6.0 

合計 25,558 100.0 12,337 98.8 3,519 92.2 

埋立 - 0.0 155 1.2 297 7.8 

総合計 25,558 100.0 12,492 100.0 3,816 100.0
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図３ 電気炉スラグの再利用割合 

 

２．２ 鉄鋼スラグの肥料としての利用について 

鉄鋼スラグには、ケイ素(SiO2 として)、カルシウム(CaO として)、マグ

ネシウム(MgO として)など植物に必要な様々な成分が含まれていることか

ら｢肥料・土質改良材｣として販売されている（図４）。わが国における電

気炉スラグの肥料としての利用割合は少なく、平成 19 年度実績(10)によれ

ば電気炉スラグの発生量に対し 0.3%である。 

 

 
図４ 転炉スラグを用いた肥料（例）(12) 
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ウラン取扱施設の回収ウラン等に係る放射能濃度 

 

  日本原子力研究開発機構 

   新金属協会核燃料加工部会 

 

転換、濃縮、加工などのウランを取扱う施設（以下、「ウラン取扱施設」という。）

のうち、日本原子力研究開発機構（以下、「JAEA」という。）の人形峠環境技術セン

ター（転換及び濃縮施設）及び新金属協会核燃料加工部会のウラン燃料の加工施設

においては、回収ウラン等に起因する人工起源の放射性核種によっても汚染されて

いるクリアランス対象物が発生する。ウラン取扱施設における汚染は、施設内で取

扱う放射性物質の付着等による二次的な汚染である。ここでは、これらの施設にお

いて取扱われたウランの特徴及び実績を基に、ウラン取扱施設の回収ウラン等に係

る放射能濃度を示す。 

 

１．JAEA の人形峠環境技術センター 

１．１ 人形峠環境技術センターにおいて取扱うウランとその放射能濃度計算値 

人形峠環境技術センターでは、天然ウランと回収ウラン（再処理回収ウラン：以

下、「RU」という。）を取扱っており、その取扱量を表１に示す。これらの取扱施設

における放射能濃度を、天然ウランまたは回収ウランのみとした場合ならびに、天

然ウラン及び回収ウランの取扱量を考慮した場合について計算により求めた（表

１）。回収ウランの放射能濃度は、JAEAの再処理施設を対象とした燃料のORIGENコ

ード(1)による燃焼計算の結果に対し、再処理施設における移行割合(2)を考慮し推定

した。また、クリアランス対象物は、運転に伴い発生するものも、解体に伴い発生

するものも、汚染源であるRUが精製されてからクリアランスされるまでの期間を考

慮して、クリアランス前に 10 年経過したものとした。したがって、汚染源に含ま

れる放射性核種のうち、半減期が１年未満という短い放射性核種は、クリアランス

対象物が再利用されるまでに十分減衰していると考えられることから評価対象外

とする。以上のように推定した放射能濃度を基に相対重要度を評価した結果を表２

に示す*1。相対重要度が3桁以内となる放射性核種は、Co-60、Sr-90、Tc-99、Cd-113m、

Cs-137、U-232、U-234、U-235、U-236、U-238 及びNp-237 の 11 核種である。 

 

１．２ 分析値等による検討 

上記の燃焼計算に基づいた放射能濃度の推定では、安全評価の観点から保守的に

設定され、人工起源の放射性核種がより多く転換原料に移行するような評価となっ

                         
*1；実際の対象物中の核種の放射能濃度（D）とクリアランスレベル（C）との比（D/C）を求め、最大となる核

種の D/C を１とし、他の核種の D/C を規格化する。規格化した D/C（相対重要度）が 0.001 以上（3桁以内）
となる核種を評価対象核種とする。その際に使用するクリアランスレベル（C）は、原子力安全委員会｢原子
炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴って発生するもののうち放射性物質として取り扱う必要のないもの
の放射能濃度について｣の報告書（以下、｢クリアランスレベル報告書｣という。）(3)において、既に Cが算出
されている場合はその値を使用する。また、クリアランスレベル報告書にクリアランスレベルがない場合、
RS-G-1.7(4)のまたは SRS No.44(5)に示されている放射能濃度を用いた。さらに、いずれの報告書において放
射能濃度の記載がない場合は、それらの報告書におけるクリアランスレベルの最小値である 0.01Bq/g を C
に適用した。 
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ていることから、上記の相対重要度が 3 桁以内の 11 核種に対し、ウラン取扱施設

での原料や製品の分析値等を基づいた具体的な放射能濃度の検討を行った。表３に

転換原料（UO3）、転換製品（UF6）、濃縮製品（UF6）及び濃縮廃品の放射能濃度を示

す。これらの放射能濃度を基に相対重要度を評価した結果を表４に示す。相対重要

度が 3 桁以内となる放射性核種は、U-232、U-234、U-235、U-236 及び U-238 の 5 核

種である。 

 

 付属資料４－２



 

表１ 人形峠環境技術センターの転換施設における放射能濃度 

回収ウラン
（濃縮度1.3%）

天然ウラン
（濃縮度0.711%）

加重平均*1

1 Be-10 1.510E+06 y 8.05E-06 - 1.21E-06
2 Si-32 1.720E+02 y 8.99E-08 - 1.35E-08
3 Fe-55 2.730E+00 y 1.21E+00 - 1.82E-01
4 Co-60 5.271E+00 y 7.36E+01 - 1.10E+01
5 Ni-59 7.600E+04 y 1.82E-02 - 2.74E-03
6 Ni-63 1.001E+02 y 2.43E+00 - 3.65E-01
7 Se-79 1.130E+06 y 5.03E-02 - 7.55E-03
8 Sr-90 2.878E+01 y 2.69E+03 - 4.03E+02
9 Zr-93 1.530E+06 y 3.12E-02 - 4.68E-03
10 Nb-93m 1.613E+01 y 1.17E-02 - 1.75E-03
11 Nb-94 2.030E+04 y 1.72E-06 - 2.58E-07
12 Mo-93 4.000E+03 y 9.11E-04 - 1.37E-04
13 Tc-98 4.200E+06 y 6.22E-04 - 9.34E-05
14 Tc-99 2.111E+05 y 3.09E+03 - 4.64E+02
15 Ru-106 1.023E+00 y 6.05E+00 - 9.08E-01
16 Rh-102 2.900E+00 y 8.21E-04 - 1.23E-04
17 Pd-107 6.500E+06 y 1.68E-01 - 2.53E-02
18 Ag-108m 4.180E+02 y 6.43E-03 - 9.66E-04
19 Cd-109 1.267E+00 y 8.53E-03 - 1.28E-03
20 Cd-113m 1.410E+01 y 5.29E+01 - 7.94E+00
21 Sn-121m 5.500E+01 y 2.88E-01 - 4.32E-02
22 Sn-126 1.000E+05 y 1.40E+00 - 2.10E-01
23 Sb-125 2.758E+00 y 1.28E+01 - 1.92E+00
24 I-129 1.570E+07 y 1.48E-05 - 2.23E-06
25 Cs-134 2.065E+00 y 2.02E+01 - 3.03E+00
26 Cs-135 2.300E+06 y 2.39E-03 - 3.58E-04
27 Cs-137 3.007E+01 y 4.57E+02 - 6.86E+01
28 Pm-146 5.530E+00 y 6.34E-04 - 9.52E-05
29 Pm-147 2.623E+00 y 1.32E+01 - 1.98E+00
30 Sm-151 9.000E+01 y 4.70E-01 - 7.06E-02
31 Eu-152 1.354E+01 y 5.80E-03 - 8.71E-04
32 Eu-154 8.593E+00 y 3.21E+00 - 4.82E-01
33 Eu-155 4.761E+00 y 1.14E+00 - 1.72E-01
34 Ho-166m 1.200E+03 y 1.00E-06 - 1.51E-07
35 Pb-210 2.230E+01 y 1.23E-03 - 1.85E-04
36 Ra-226 1.600E+03 y 1.28E-02 - 1.93E-03
37 Ra-228 5.750E+00 y 2.22E-06 - 3.34E-07
38 Ac-227 2.177E+01 y 3.62E-02 - 5.43E-03
39 Th-228 1.912E+00 y 2.27E+02 - 3.41E+01
40 Th-229 7.340E+03 y 5.37E-04 - 8.07E-05
41 Th-230 7.538E+04 y 5.93E+00 - 8.91E-01
42 Th-232 1.405E+10 y 5.31E-06 - 7.97E-07
43 Pa-231 3.276E+04 y 2.52E-01 - 3.78E-02
44 U-232 6.890E+01 y 2.28E+02 - 3.42E+01
45 U-233 1.592E+05 y 5.91E-01 - 8.87E-02
46 U-234 2.455E+05 y 6.45E+04 1.24E+04 2.02E+04
47 U-235 7.038E+08 y 1.19E+03 5.70E+02 6.63E+02
48 U-236 2.342E+07 y 1.08E+04 - 1.62E+03
49 U-238 4.468E+09 y 1.17E+04 1.24E+04 1.23E+04
50 Np-235 1.084E+00 y 1.51E-02 - 2.26E-03
51 Np-236 1.540E+05 y 8.43E-03 - 1.27E-03
52 Np-237 2.144E+06 y 1.00E+03 - 1.51E+02
53 Pu-236 2.858E+00 y 7.74E-04 - 1.16E-04
54 Pu-238 8.770E+01 y 4.82E+00 - 7.23E-01
55 Pu-239 2.411E+04 y 1.12E+00 - 1.68E-01
56 Pu-240 6.563E+03 y 1.35E+00 - 2.02E-01
57 Pu-241 1.435E+01 y 2.03E+02 - 3.04E+01
58 Pu-242 3.733E+05 y 3.12E-03 - 4.68E-04
59 Am-241 4.322E+02 y 4.34E+00 - 6.52E-01
60 Am-242m 1.410E+02 y 1.14E-02 - 1.71E-03
61 Am-243 7.370E+03 y 8.00E-03 - 1.20E-03
62 Cm-243 2.910E+01 y 5.31E-03 - 7.97E-04
63 Cm-244 1.810E+01 y 4.06E-01 - 6.09E-02
64 Cm-245 8.500E+03 y 3.40E-05 - 5.10E-06
65 Cm-246 4.730E+03 y 4.44E-06 - 6.67E-07

9.63E+04 2.54E+04 3.60E+04

約53tU 約300tU 約353tU取扱量

*1：ウラン取扱施設の取扱量（天然ウラン約300tU、回収ウラン約53tU）を基に加重平均した場
合の放射能濃度

合      計

No.
放射性
核種

半減期
T

放射能濃度（Bq/gU）
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表２ 放射性核種組成に基づく相対重要度評価結果 

汚染源 回収ウラン 天然ウラン 加重平均* 

経過期間 10 年 

最重要核種 
U-234 U-234 

U-238 

U-234 

１桁目 U-238  U-238 

２桁目 

Sr-90 

Tc-99 

U-232 

U-236 

Np-237 

U-235 

U-235 Sr-90 

Tc-99 

U-232 

U-235 

３桁目 

Co-60 

Cd-113m 

Cs-137 

 Co-60 

Cd-113m 

Cs-137 

U-236 

Np-237 
*；ウラン取扱施設の取扱量（天然ウラン約 300tU、回収ウラン約 53tU）を基に加重平均した場合 

 



 

表３ 人形峠環境技術センターの分析値等による放射能濃度 

1 Co-60 5.271E+00 y 3.00E-02 ( 2.55E-02～4.05E-02 ) *1 2.85E-02 ( 1.16E-02～4.65E-02 ) *1 <1.68E-02 ( 1.27E-02～2.38E-02 ) *1

2 Sr-90 2.878E+01 y <1.11E-03 ( 1.11E-03～1.11E-03 ) *1 <2.35E-02 ( 1.83E-03～5.17E-02 ) *1

3 Tc-99 2.111E+05 y 1.14E-01 ( 1.39E-02～6.67E-01 ) *1,*7 <3.02E-02 ( 9.16E-03～3.17E-02 ) *1 4.64E-02 ( 8.11E-03～9.91E-02 ) *1

4 Cd-113m 1.410E+01 y 4.62E-01 ( 2.84E-01～7.58E-01 ) *2 4.29E-01 ( 4.17E-02～1.85E+00 ) *3

5 Cs-137 3.007E+01 y 1.05E-02 ( 3.61E-03～1.39E-01 ) *1,*7 1.34E-02 ( 7.22E-04～3.44E-02 ) *1

6 U-232 6.890E+01 y 9.65E+01 ( 5.84E+01～1.37E+02 ) *1 7.47E+01 ( 3.61E+01～1.07E+02 ) *1 3.73E+02 ( 2.14E+02～5.35E+02 ) *1 7.47E+01 ( 3.61E+01～1.07E+02 ) *4

7 U-234 2.455E+05 y 1.63E+04 ( 1.52E+04～1.72E+04 ) *1 1.60E+04 ( 1.50E+04～1.71E+04 ) *1 3.53E+04 ( 3.21E+04～3.83E+04 ) *1 1.12E+04 - *5

8 U-235 7.038E+08 y 6.09E+02 ( 5.80E+02～6.28E+02 ) *1 6.11E+02 ( 5.97E+02～6.22E+02 ) *1 9.91E+02 ( 9.65E+02～1.02E+03 ) *1 5.21E+02 - *5

9 U-236 2.342E+07 y 1.11E+03 ( 8.28E+02～1.35E+03 ) *1 9.97E+02 ( 7.56E+02～1.20E+03 ) *1 3.02E+03 ( 2.40E+03～3.44E+03 ) *1 1.22E+03 ( 9.22E+02～1.47E+03 ) *6

10 U-238 4.468E+09 y 1.24E+04 ( 1.24E+04～1.24E+04 ) *1 1.24E+04 ( 1.24E+04～1.24E+04 ) *1 1.23E+04 ( 1.23E+04～1.23E+04 ) *1 1.24E+04 - *5

11 Np-237 2.144E+06 y 1.34E-01 ( 7.22E-05～1.56E+00 ) *1 <5.85E-03 ( 4.35E-04～6.25E-03 ) *1 3.15E-04 ( 3.15E-04～3.15E-04 ) *1 7.14E-03 ( 5.31E-04～7.62E-03 ) *6

3.05E+04 ( 2.91E+04～3.17E+04 ) 3.01E+04 ( 2.88E+04～3.14E+04 ) 5.21E+04 ( 4.79E+04～5.56E+04 ) 2.54E+04 ( 2.51E+04～2.57E+04 )

*7：定量限界未満の数値を含む

濃縮製品
（分析値）

合      計

転換製品
（分析値）

濃縮廃品

*2：Cd-113mは分析値がないため、Cdと同様の移行割合と考えられるEuとの比から推定した。Eu-154とCd-113mの比から1.71Bq/gU、Eu-155とCd-113mの比から4.45Bq/gUとなり、平均して3.08Bq/gUとし
た。

転換原料
(分析値）

No.
放射性
核種

半減期
T

*1：人形峠における測定値

放射能濃度（Bq/gU）*8

*8：ウラン取扱施設の取扱量（天然ウラン約300tU、回収ウラン約53tU）を基に加重平均した場合の放射能濃度

*3：Cd-113mは分析値がないため、Cdと同様の移行割合と考えられるEuとの比から推定した。Eu-154とCd-113mの比から0.592Bq/gU、Eu-155とCd-113mの比から5.12Bq/gUとなり、平均して2.86Bq/gUとし
た。

*4：U-232については、保守的に濃縮廃品への移行を１とした。

*6：原型プラントにおける実用化試験時の原料量約293tUに対し、原型プラントでの回収ウラン製品量が約53tUであることから、保守的に劣化ウランにNp-237が全て移行すると仮定すると、劣化ウラン中の
Np-237の放射能濃度は、供給された濃縮原料の放射能濃度の約1.22倍となる。U-236についても同様であるとし、U-236とNp-237の劣化ウラン中の放射能濃度は供給された転換製品（分析値）の放射能
濃度の1.22倍とした。

*5：「ウラン廃棄物の処分及びクリアランスに関する検討書」（平成18年）の2-15頁の表2.1.4-5の濃縮度0.3%の値とした。
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表４ 放射性核種組成に基づく相対重要度評価結果 

再処理回収ウラン（RU） 

汚染源 転換原料 

（分析値） 

転換製品 

（分析値） 

濃縮製品 

（分析値） 
濃縮廃品 

最重要核種 U-234 U-234 U-234 U-238 

１桁目 
U-238 U-238 U-232 

U-238 

U-234 

２桁目 
U-232 

U-235 

U-232 

U-235 

U-235 U-232 

U-235 

３桁目 U-236 U-236 U-236 U-236 

 

２． 新金属協会核燃料加工部会 

新金属協会核燃料加工部会のウラン燃料の加工施設において発生するクリアランス対象

物の主要な汚染源は、濃縮商業用グレードウラン（以下、「ECGU」という。）を含む濃縮ウラ

ンである。ECGUは、ASTM-C996-標準-1990年版でその仕様値が定められており、微量の人工

起源の放射性核種による汚染がある（表５）。また、これに加えてRUを転換、濃縮した濃縮

回収ウラン（以下、「ERU」という。）により汚染されたものも発生する。これらのクリアラ

ンス対象物に係る放射性核種は、汚染源であるECGU及びERUについての施設の受入仕様及

びその根拠とした規格を基に、U-235の濃縮度を5%までとした放射性核種とする。なお、当

該ウラン燃料加工施設からのクリアランス対象物は、運転に伴い発生するものも、解体に伴

い発生するものもクリアランス前に6ヶ月経過したものとする。このような基準で求められ

た放射能濃度を表６に示す。 

これらの放射能濃度を基に相対重要度を評価した結果を表７に示す。相対重要度が3桁以

内となる放射性核種は、U-232、U-234、U-235、U-236及びU-238の5核種である。 

 

表５ 微量に含有する人工起源の放射性核種の観点からのウランの区分と名称 

区分 再処理回収ウランを含

まないもの 

再処理回収ウランによる汚染

があるもの 

再処理回収ウラン 

濃縮前 天然ウラン 

（NU） 

商業用天然ウラン 

（CNU） 

再処理回収ウラン 

（RU） 

濃縮後 濃縮ウラン 

（EU） 

濃縮商業用グレードウラン

（ECGU） 

濃縮回収ウラン 

（ERU） 

テール 劣化ウラン（DU） 
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表６ 新金属協会核燃料加工部会のウラン燃料の加工施設における放射能濃度 

濃縮度
0.711％

濃縮度
1％

濃縮度
2％

濃縮度
3％

濃縮度
4％

濃縮度
5％

1 Tc-99 2.111E+05 y 6.28E-01 1.26E+00 2.51E+00 3.77E+00 5.02E+00 6.28E+00 1.40E+01

2 Ru-106 1.023E+00 y 2.00E+01

3 Sb-125 2.758E+00 y 2.00E+00

4 U-232 6.890E+01 y 8.28E+00 1.66E+01 3.31E+01 4.97E+01 6.62E+01 8.28E+01 8.28E+03

5 U-234 2.455E+05 y 1.34E+04 2.31E+04 4.62E+04 6.93E+04 9.24E+04 1.16E+05 2.76E+05

6 U-235 7.038E+08 y 5.69E+02 8.00E+02 1.60E+03 2.40E+03 3.20E+03 4.00E+03 4.01E+03

7 U-236 2.342E+07 y 4.79E+01 1.20E+02 2.40E+02 3.60E+02 4.79E+02 5.99E+02 6.00E+04

8 U-238 4.468E+09 y 1.24E+04 1.23E+04 1.22E+04 1.21E+04 1.19E+04 1.18E+04 1.18E+04

9 Np-237 2.144E+06 y 1.00E-01

10 Pu-238 8.770E+01 y 1.00E-01

11 Pu-239 2.411E+04 y 1.00E-01

12 Pu-240 6.563E+03 y 1.00E-01

13 Pu-241 1.435E+01 y 9.00E+00

2.64E+04 3.63E+04 6.02E+04 8.41E+04 1.08E+05 1.32E+05 3.52E+05

No.
放射性
核種

半減期 T

推定放射能濃度D(Bq/gU)

ウラン燃料加工施設

再処理後0.5年冷却

濃縮商業用グレードウラン（ECGU）
濃縮回収

ウラン（ERU）

合      計  

 

表７ 放射性核種組成に基づく相対重要度評価結果 

汚染源 濃縮商業用グレードウラン（ECGU） 

濃縮度 0.711% 1% 2% 3% 4% 5% 

濃縮回収ウラン 

（ERU） 

経過期間 0.5 年 

最重要核種 U-234 U-234 U-234 U-234 U-234 U-234 U-234 

１桁目 U-238 U-238 U-238 U-238 U-238 U-238 U-232 

２桁目 U-235 U-235 U-235 U-235 U-235 U-235 U-235 

U-236 

U-238 

３桁目 U-232 U-232 U-232 U-232 U-232 U-232  

 

 

３． まとめ 

ウラン取扱施設の回収ウラン等に係る放射能濃度を示した。その放射能濃度を基に相対重

要度を評価した結果、相対重要度が3桁以内となる放射性核種は、全ての施設（JAEAの人形

峠環境技術センター及び新金属協会核燃料加工部会のウラン燃料の加工施設）において

U-232、U-234、U-235、U-236及びU-238の5核種である（表８）。 
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表８ 放射性核種組成に基づく相対重要度評価結果（まとめ） 

施設

転換原料
（分析値）

転換製品
（分析値）

濃縮製品
（分析値）

濃縮廃品

最重要核種 U-234 U-234 U-234 U-238 U-234 U-234

１桁目
U-238 U-238 U-232

U-238
U-234 U-238 U-232

２桁目
U-232
U-235

U-232
U-235

U-235 U-232
U-235

U-235 U-235
U-236
U-238

３桁目 U-236 U-236 U-236 U-236 U-232

汚染源 濃縮商業用グレード
ウラン（ECGU）

濃縮度0.711～5%

濃縮回収ウラン
（ERU）

JAEA人形峠環境技術センター 新金属協会核燃料加工部会
再処理回収ウラン（RU）
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ウラン取扱施設における Ra-226 について 

 

日本原子力研究開発機構 

 

日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター（以下、「人形峠セン

ター」という。）では、天然のウラン鉱石から浸出したウラン溶液(貴液)

やイエローケーキを原材料として工程に供給し、転換、濃縮を行ってきた。 

天然には、ウランとその子孫核種のR -226 がほぼ放射平衡で存在してい

る。天然のウラン鉱石からウランを取り出す際、鉱石中のRa-226 は大半が

鉱石に残り残渣（鉱さい*

a

                                                 

1）として排出され、わずかに残ったものが次の

ウランを精製する工程にフィードされる。 

転換、濃縮などのウランを取扱う施設を有する人形峠センターにおける

Ra-226 の挙動について、鉱石を処理し製錬を行った旧試験製錬所の設備解

体物（現在、「解体物管理施設」として保管：使用施設（政令第 41 条非該

当））、及び、天然ウラン・回収ウランをフィードし UF6 に転換した製錬転

換施設（使用施設）、並びに、これを濃縮したウラン濃縮施設（原型プラ

ント（使用施設側））を対象として、Ra-226 の滞留が想定される場所でγ

線測定を行い Ra-226 の評価を行った（表１参照）。  

 

１．旧試験製錬所の設備解体物 

旧試験製錬所では、ウランを鉱石から 95%以上硫酸浸出し、鉱石中の

Ra-226（約 22.6Bq/g）の 98%以上（約 22.2Bq/g）を鉱石に残したまま残渣

として鉱さい堆積場（鉱山保安法施設）に排出した。工程に残った Ra-226

についても精製、廃水処理の過程で廃水中に移行し、中和処理工程を経て

鉱さい堆積場に排出した。鉱石中の Ra-226 濃度に対し、これらの処理を

通して得られたウラン溶液（貴液）中の Ra-226 濃度は、鉱石中との濃度

比で 3×10-6 以下になるとの報告がある(1)。 

一方、この処理に用いた旧製錬試験所は、昭和 58 年から平成 10 年まで

に全て解体した後、コンテナに収納し、今後、水・ブラスト洗浄などを行

う目的で保管している。このため、いくつかのコンテナのγ線測定を行い

Ra-226 の付着状況について評価を行った。 

その結果、旧試験製錬所で測定に供した解体物では、一様に Ra-226 が

検出され、概ね＜１Bq/g 程度の濃度分布にあることがわかった。 

 

２．製錬転換施設 

製錬転換施設では、受け入れたウランのおよそ 95%が UF6 として製品に、

残りおよそ 5%のウランがプロセス内に残り、その大半がウラン溶液（イエ

ローケーキ溶解液など）のフィード初期で微粉粒を取り除くろ過助剤（珪

 
* 1 ；鉱山保安法に基づく鉱業廃棄物で鉱さい堆積場で管理。 
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藻土）や、廃液処理で発生した CaF2 澱物などへ移行することから、ウラン

製品の不純物である Ra-226 についても、同様に移行するものと考えられ

る。 

また、ウラン溶液フッ化工程にフィードされた Ra-226 は、UF4 から UF6

への転換の際、不純物として除去（除染係数 DF=1×1019）され、流動媒体

中に移行する設計となっている。 

このため、現在ドラム缶で保管しているろ過助剤や流動媒体、CaF2 澱物

のγ線測定を行い、これらに移行した Ra-226 を評価した。 

なお、製品ウラン中の Ra-226 を評価するため、工程内に残り保管して

いる UF4 の破砕乾燥設備についてγ線測定を行い Ra-226 の評価を行った。 

その結果、ろ過助剤である珪藻土から Ra-226 が検出された。なお、ろ

過設備は、繊維強化プラスチック（FRP）を金属に被覆した材料でできて

おり、Ra-226 と金属が接触することはない。 

また、廃水処理工程から発生した CaF2 澱物や、フッ化工程から発生した

流動媒体及び工程内に残った UF4の破砕乾燥設備からは有意な Ra-226 の存

在は認められなかった。 

 

３．ウラン濃縮施設 

ウラン濃縮原型プラントの集合型遠心分離機カスケードを対象に、

Ra-226 の残存量が最も高くなると思われるカスケード最濃縮段の遠心分

離機についてγ線測定を行った結果から Ra-226 の評価を行った。 

その結果、測定した遠心分離機からは有意な Ra-226 の存在は認められ

なかった。 

 

４．まとめ 

人形峠センターでは、天然環境にあるウラン鉱石を原材料として扱った

工程では、解体物やろ過助剤などで有意な Ra-226 がみとめられたが、ク

リアランス対象の大半を占める製錬転換施設におけるフッ化工程以降の

設備解体物や遠心分離機の金属に有意な Ra-226 がみられなかったことか

ら、ウランクリアランスレベルの評価に影響を与えるレベルのものでは無

いことがわかった。 

 

 

 



表１ 人形峠センターのウラン取扱施設における Ra-226 の挙動評価について 

γ線測定条件

γ線測定装置 EG&G ORTEC GEM-30185-S（HPGe，同軸型）

測定時間 3000秒

C　旧試験製錬所解体物（有機材料）

⑤　天然ウラン系流動媒体

γ線測定条件
γ線測定装置 EG&G ORTEC GEM-60P-X（HPGe，同軸型）
測定時間 2000秒
●　最濃縮段遠心分離機

　　・鉱石からのRa-226の挙動

*1　鉱石中のU濃度（動燃十年史
(2)

のp.357）より推定した鉱石中のRa-226濃度と鉱さい中のRa-226濃度（人形峠環境技術センターにおける鉱山跡措置に関する基本計画
(3)

から）より推定
　　・Ra-226濃度は、運転終了から計測まで十分に時間が経過（最短で4年）していることから、Bi-214（609.3keV）またはPb-214(351.9keV)を用いて評価した。
　　　ここの評価方法を以下に示す。なお、、Bi-214のピーク値の測定誤差は5%程度である。

*2　Bi-214（609.3keV）のピーク値より、コンテナの容積と保管物重量から推定したコンテナ内容物の密度と内容物の成分組成を基に、内容物がコンテナ内に均質に分布しているモデルを用いて遮へい計算を行い、コンテナ内保管物のRa-226濃度を推定した。
*3　Bi-214（609.3keV）のピーク値または検出下限値より、ドラム缶の容積と保管物重量から推定したドラム缶内容物の密度と内容物の成分組成を基に、内容物がドラム缶内に均質に分布しているモデルを用いて遮へい計算を行い、ドラム内保管物のRa-226濃度を推定した。
*4　Bi-214（609.3keV）の検出下限値より、機器（UF4破砕機、UF4乾燥機）の構造（密度と成分組成）を基に遮へい計算を行い、機器のRa-226濃度を推定した。

*5　Pb-214（351.9keV）の検出下限値より、遠心分離機の構造（密度と成分組成）を基に遮へい計算を行い、遠心分離機のRa-226濃度を推定した。ただし、周囲の遠心分離機からの影響及び遠心分離機の構造により、Pa-234mと比較してPb-214が高く検出される。

γ線測定の例
Ra-226(一例)

(Bq/g)
施設 概要 規制区分 プロ―シートと測定試料 試料名 主な材質 特徴

現在の状況
（γ線測定時）

旧
試
験
製
錬
所

製
錬
転
換
施
設

核
原
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
資
の
製
錬

核
燃
料
物
質
の
製
錬

溶解したイエローケー
キの溶液から不純物
除去のろ過補助剤

主にフッ化沈殿の廃
液処理で発生した澱
物

UF4破砕装置の試料

導入部分

アルミナ（Al2O3）

金属

金属

CaF2

< 2×10
-1 *4

< 3×10
-2 *3

UF4からの転換時に

不純物除去に用いる
媒体

珪藻土
（ろ過槽は金属を
ライニング加工）

製錬転換施設内で
ドラム缶保管
（ドラム缶）

UF4乾燥装置の試料

導入部分

UF4からの転換時に

不純物除去に用いる
媒体

製錬転換施設内で
ドラム缶保管
（ドラム缶）

製錬転換施設内で
ドラム缶保管
（ドラム缶）

③　天然ウラン系破砕機

④　天然ウラン系乾燥機

⑤　天然ウラン系流動媒体

⑥　回収ウラン系流動媒体 アルミナ（Al2O3）

製錬転換施設内で
ドラム缶保管
（ドラム缶）

製錬転換施設内で
ドラム缶保管

（解体前）

製錬転換施設内で
ドラム缶保管

（解体前）

 A　旧試験製錬所解体物
解体物管理施設内で

コンテナ保管
（コンテナ）

0.9
*2

 B　旧試験製錬所解体物 0.3
*2

金属、金属＋ライニング

金属

解体物管理施設内で
コンテナ保管
（コンテナ）

0.7
*2

使
用
施
設
・
加
工
施
設

< 1×10-2　*5金属●　最濃縮段遠心分離機

2～13 
*3

（n＝3）

< 2×10-2 *3

< 2×10
-2 *4

< 3×10-2 *3

核
燃
料
物
質
の
濃
縮

ウ
ラ
ン
濃
縮
施
設

 C　旧試験製錬所解体物

解体物管理施設内で
コンテナ保管
（コンテナ）

使
用
施
設

製
錬
事
業
廃
止
に
伴
い
使
用
施
設
で
管
理

（
『
解
体
物
管
理
施
設

』
と
し
て

　
　
　
　
　
　
政
令
第
四
一
条
非
該
当
施
設

）

①　天然ウラン系溶解液フィルタ
　　　　　（ろ過助剤）

②　天然ウラン系廃液処理澱物

IF7系統除染を行い、
施設内で停止遠心機
として管理
（IF7除染前のカス
ケード状態）

濃縮カスケードの中
で、軽い核種が集ま

る遠心分離機

有機材料

有機材料

金属、金属＋ライニング
解体物管理施設内で

コンテナ保管
（コンテナ）

0.7*2 E　旧試験製錬所解体物

解体物管理施設内で
コンテナ保管
（コンテナ）

 D　旧試験製錬所解体物

0.6
*2
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●

3×10-6以下 (1)

1.00

図中の数字は鉱石中のRa-226を1とした時の移行比

5×10-5 (1)

0.98以上*1

0.99997以上(1)

（主な材質）
（金属、金属＋ライニング）

（金属、金属＋ライニング）

（金属＋ライニング、有機材料）

（樹脂）

（金属、金属＋ライニング、有機材料）

（金属、金属＋ライニング、有機材料）

295.2keV、351.9keV 609.3keV、1120.3keV、1764.5keV
Pb-214

Pa-234m

(U-238）

185.7keV

766.4keV、1001.0keV

K-40

1460.8keV

① ろ過助剤(珪藻土）

②

U-235 Bi-214

溶

解 半製品

（UF4）
粉砕

乾燥

②

③④

⑤⑥

溶

解

ろ

過
①

γ線測定条件
γ線測定装置 EG&G ORTEC GEM-30185-S（HPGe，同軸型）
測定時間 3000秒
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参考資料 

(1) 広野修一郎: ウラン製錬 JNC TN454 82-003 (1982). 

(2) 動力炉・核燃料開発事業団: 動燃十年史 (1978). 

(3) 核燃料サイクル開発機構: 人形峠環境技術センターにおける鉱山跡

廃止措置に関する基本計画 JNC TN6410 2002-001 (2002). 

 

 



 付属資料６  

主な金属製品の耐用年数について 

 

我が国における主な金属製品の耐用年数は 100 年未満であることが示さ

れている（図１）。また、平均的な 100 年サイクルのリサイクル過程のも

と、子孫核種の生成による被ばく線量の増加を考慮した上で、4.5%濃縮ウ

ラン 1Bq/g で汚染された金属を再利用した際の被ばく線量について、流通

過程での市場希釈に係る感度解析が行われている（図２）(1)。同図によれ

ば、被ばく線量は、想定した耐用年数（100 年）後に最大となるが、1,000

年程度までは被ばく線量評価における耐用年数の設定による影響は小さ

い。 

これらのことから、クリアランスレベルの検討においては、特段の支障

がない限り、評価期間を 100 年として試算した結果を用いることとする。 

 

金属製品の耐用年数は長いもので約50年である。

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

(6)

 

図１ 金属製品の耐用年数 
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溶融に伴うインゴットへ

の移行割合を0.1と仮定

 

図２ 再利用シナリオ、積み下ろし作業者の吸入による内部被ばく 

4.5%濃縮ウラン 1Bq/g による結果 

（日本原子力研究所（1）の資料中の原図より補足説明を一部加筆） 

 

以上 
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ウラン取扱施設に係るクリアランスレベルの試算 

 

日本原子力研究開発機構 

安全研究センター 

 

転換、濃縮、加工などのウランを取扱う施設（以下、「ウラン取扱施設」

という。）に係るクリアランスレベルについて、現実的に起こりえると想

定される評価パラメータ及び評価経路の条件に対する単位濃度当たりの

線量を計算し、線量のめやす値との比較から当該施設のクリアランスレベ

ルを検討した。以下にその算出方法及び試算結果を示す。 

 

１．ウラン取扱施設に係るクリアランスレベルの試算 

１．１ 評価対象核種 

ウラン取扱施設では、天然ウラン、濃縮ウランを起源とする U-234、U-235、

U-238 を必ず含むクリアランス対象物が発生することから、U-234、U-235、

U-238 を評価対象核種として設定した。これらのウランの同位体は、IAEA

の RS-G-1.7（以下、「RS-G-1.7」という。）(1)において、U-238 をはじめと

する自然環境中に存在する放射性核種（以下、「自然起源の放射性核種」

という。）として取扱われており、本資料においても U-234、U-235、U-238

を自然起源の放射性核種とする。 

ウラン取扱施設のクリアランス対象物には、付属資料４の「ウラン取扱

施設の回収ウラン等に係る放射能濃度」に示すように、U-234、U-235、U-238

の他に転換、濃縮や加工の工程で汚染された人工起源の放射性核種も含ま

れる。そこで、同資料では日本原子力研究開発機構の人形峠環境技術セン

ターの転換、濃縮を行う施設に対し、ORIGEN コード(2)による燃焼計算の結

果から再処理施設における移行割合を考慮に入れて放射性核種の放射能

濃度（以下、「D」という。）を推定した。また、新金属協会核燃料加工部

会のウラン燃料の加工施設（以下、「新金属協会核燃料加工部会」という。）

については、ウランの濃縮度、取扱うウランの受入れ仕様及び根拠となる

規格に基づき放射能濃度を評価した。それらの結果から、ウラン取扱施設

からの人工起源の評価対象核種について検討した。対象物中の D とクリア

ランスレベル（以下、「C」という。）との比（以下、「D/C」という。）を求

め、最大となる放射性核種の D/C を１とし、他の放射性核種の D/C を規格

化する。規格化した D/C（相対重要度）が 0.001 以上（3 桁以内）となる

放射性核種を評価対象核種とする。その際に使用するクリアランスレベル

（C）は、原子力安全委員会｢原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴

って発生するもののうち放射性物質として取り扱う必要のないものの放

射能濃度について｣(3)の報告書（以下、｢クリアランスレベル報告書｣とい

う。）において、既に C が算出されている場合はその値を使用する。また、

クリアランスレベル報告書にクリアランスレベルがない場合、IAEA の
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RS-G-1.7 または SRS No.44（以下、「SRS No.44」という。）(4)に示されて

いる放射能濃度を用いた。さらに、いずれの報告書において放射能濃度の

記載がない場合は、それらの報告書におけるクリアランスレベルの最小値

である 0.01Bq/g を C に適用した。 

規格化したD/Cによる放射性核種の相対重要度の検討結果から、全てのケ

ースで最重要核種はU-234となった。人形峠環境技術センターに対する結果

から、3桁以内になる放射性核種は、U-234、U-235、U-238の他にCo-60、Sr-90、

Tc-99、Cd-113m、Cs-137、U-232、U-236及びNp-237の8核種である。また、

新金属協会核燃料加工部会に対する結果では、U-234、U-235、U-238の他に

U-232とU-236が3桁以内に収まる放射性核種となった。 

さらに、ウランの転換、濃縮を行う施設では、上記の放射性核種について、

ウラン取扱施設での原料や製品の分析値等による具体的な放射能濃度を基

に相対重要度（D/C）の詳細な検討を行った。その結果から表１に示すよう

に相対重要度が3桁以内となる放射性核種はU-234、U-235、U-238、U-232及

びU-236の合計5核種となった。 

以上のことから、ウランの転換、濃縮、加工を行うウラン取扱施設のクリ

アランスレベル検討の対象核種として、自然起源の放射性核種であるU-234、

U-235、U-238の他に、人工起源であるU-232、U-236を加えた合計5核種を選

定した（付属資料４参照）。 

 

表１ ウラン取扱施設のクリアランスレベル検討の対象核種 

 

施設

転換原料
（分析値）

転換製品
（分析値）

濃縮製品
（分析値）

濃縮廃品

最重要核種 U-234 U-234 U-234 U-238 U-234 U-234

１桁目
U-238 U-238 U-232

U-238
U-234 U-238 U-232

２桁目
U-232
U-235

U-232
U-235

U-235 U-232
U-235

U-235 U-235
U-236
U-238

３桁目 U-236 U-236 U-236 U-236 U-232

汚染源 濃縮商業用グレード
ウラン（ECGU）

濃縮度0.711～5%

濃縮回収ウラン
（ERU）

JAEA人形峠環境技術センター 新金属協会核燃料加工部会
再処理回収ウラン（RU）

 

 

１．２ 評価シナリオ及び評価経路 

原子力安全委員会によるクリアランスレベル報告書において採用された

評価シナリオ及び評価経路を基に、ウラン取扱施設に係るクリアランスレベ

ル試算において対象とすべき評価シナリオ及び評価経路を選定する。クリア

ランスレベル報告書では、表２及び表３に示すように、クリアランス後に産

業廃棄物としての埋立処分されるシナリオに係る43経路と、金属とコンクリ

ートを対象とした再利用に関するシナリオとして49経路を選定している。 

ウラン取扱施設から発生するクリアランス対象物は、全体の約9割である

使用済みの設備・機器といった異物を含まない金属であること（付属資料１
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参照）、また、わが国における近年の金属スクラップのほとんどが再利用さ

れていること(5)からウラン取扱施設から発生するクリアランス対象物の金

属は、ほぼ100%が再利用されると考えられる。したがって、ウラン取扱施設

に係るクリアランスレベル試算において対象とすべき廃棄物は金属であり、

評価シナリオは「金属の再利用に関するシナリオ」が適切と考えられる。 

本試算では、表２及び表３のクリアランスレベル報告書の全92経路の中か

ら、まず「金属の再利用に関するシナリオ」の評価経路を抽出した。さらに、

ウランがスラグに移行しやすい特性を考慮し、新たに追加すべきスラグの再

利用に関する評価経路の検討を行った。付属資料３の「鉄スクラップ及び鉄

鋼スラグについて」より、クリアランス対象物は、老廃スクラップに相当し、

鉄源のひとつとして電炉メーカーで利用される。わが国における電炉スラグ

は、道路工事（アスファルトコンクリート用骨材、路盤材）及び土木工事へ

の利用が一般的であり、セメントや肥料への利用はそれぞれ1.6%、0.3%と少

ない。よって、スラグの再利用に関する評価経路として、表３にある｢路盤

材として再利用（スラグ駐車場）｣を抽出した。ただし、被ばく形態として、

表３ではスラグ駐車場の作業者の外部被ばくのみが評価対象であることか

ら、駐車場の建設作業時の被ばく（粉塵吸入、直接経口摂取、皮膚被ばく）

を新たに追加することとした。 

以上より、本試算において評価対象とした経路の一覧（全41経路）を表４

に示す。 

 付属資料７－３



表２ クリアランスレベル報告書における（埋設処分のシナリオ） 

評価経路一覧 

1 外部 直接線

2

3 粉塵吸入

4 直接経口

5 外部 直接線

6 内部 粉塵吸入

7 外部 直接線

8

9 粉塵吸入

10 直接経口

11 粉塵吸入

12 粉塵吸入

13 外部 土壌直接線

14

15 粉塵吸入

16 直接経口

17 土壌直接線 成人

18 土壌直接線 子供

19 粉塵吸入 成人

20 粉塵吸入

21 直接経口

22 外部 土壌直接線

23 内部 粉塵吸入

24 外部 土壌直接線

25 粉塵吸入

26 成人

27 子供

28 成人

29 子供

30 成人

31 子供

32 外部 土壌直接線

33 内部 粉塵吸入

34 外部 土壌直接線

35 粉塵吸入

36 成人

37 子供

38 成人

39 子供

40 成人

41 子供

42 成人

43 子供

運搬作業

No. 被ばく線源 被ばく形態 被ばく者

廃棄物

廃棄物
混合土壌

農作物

畜産物

廃棄物混合土壌

養殖水

畜産物

淡水産物

井戸水 飲料水

飼育水

灌漑した
農地

消費者

灌漑水

畜産物

地
下
水
移
行

地下水利用

牧畜作業者
灌漑した

牧場

農作物

摂取
内部

3
Hの飛散

埋立作業

跡地での居住

埋
立
作
業

跡
地
利
用

跡地で収穫された
食物の摂取

建設作業

跡地での農作業

跡地での牧畜作業

積込み作業
皮膚

農作業者

牧畜作業者

消費者

消費者

内部

内部

皮膚

内部

皮膚

作業者

運転手

周辺居住者

作業者

内部

摂取

摂取

作業者

居住者

農作業者

内部
子供

外部

内部
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表３ クリアランスレベル報告書における（再利用に関するシナリオ） 

評価経路一覧 

No. 評価対象 再利用形態
再利用品分類／

処理工程
再利用品／
処理作業等

1 冷蔵庫 外部 直接線

2 ベッド 外部 直接線

3 フライパン 内部 経口摂取

4 飲料水缶 内部 経口摂取

5 鉄筋 外部 直接線

6 水道管 内部 経口摂取

7 内部 粉塵吸入

8 内部 農作物摂取

9 内部 粉塵吸入

10 内部 農作物摂取

11 外部 直接線 成人

12 外部 直接線 子供

13 内部 粉塵吸入

14 内部 農作物摂取

15 内部 粉塵吸入

16 内部 農作物摂取

17 外部 直接線

18

19 内部 粉塵吸入

20 内部 直接経口

21 運転 外部 直接線

22 外部 直接線

23

24 内部 粉塵吸入

25 内部 直接経口

26 外部 直接線

27

28 内部 直接経口

29

30 内部 粉塵吸入

31 内部 直接経口

32 外部 直接線

33

34 内部 粉塵吸入

35 内部 直接経口

36 トラック 外部 直接線

37 オートバイ 外部 直接線

38 船舶 外部 直接線

39 机 外部 直接線

40 NC旋盤 外部 直接線

41 外部 直接線

42 内部 粉塵吸入

43 内部 直接経口

44 建築材 スラグ駐車場 外部 直接線

45 外部 直接線

46 内部 粉塵吸入

47

48 内部 直接経口

49
コンクリート
再利用用途

建築材 駐車場 外部 直接線

皮膚

皮膚

皮膚

皮膚

皮膚

皮膚

子供

作業者

作業者

作業者

運転手

作業者

消費者

作業者

居住者

成人

子供

成人

被ばく者

スクラップ作業場
周辺居住者

建築材

コンクリ－ト再処
理

建築材

スクラップ作業場
周辺居住

金属再処理

居住者

スクラップ作業場
周辺居住者

消費者

被ばく形態

日常時

就業時

金属再利用用
途

コンクリート
再利用用途

金属再利用
用途

壁材等

スクラップ作業場
周辺居住

消費財

スラグ処理

積み下ろし

スクラップ
前処理

前処理

消費財

溶融・鋳造

金属再利用
処理

再利用処理 再利用処理
コンクリート
再利用処理

再使用品

スクラップ
溶融・鋳造

製品加工 加工

スクラップ
輸送
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表４ ウラン取扱施設に係るクリアランスレベル試算の評価経路一覧 

1 冷蔵庫 外部 直接線

2 ベッド 外部 直接線

3 フライパン 内部 経口摂取

4 飲料水缶 内部 経口摂取

5 鉄筋 外部 直接線

6 水道管 内部 経口摂取

7 内部 粉塵吸入

8 内部 農作物摂取

9 内部 粉塵吸入

10 内部 農作物摂取

11 外部 直接線

12

13 内部 粉塵吸入

14 内部 直接経口

15 運転 外部 直接線

16 外部 直接線

17

18 内部 粉塵吸入

19 内部 直接経口

20 外部 直接線

21

22 内部 直接経口

23

24 内部 粉塵吸入

25 内部 直接経口

26 外部 直接線

27

28 内部 粉塵吸入

29 内部 直接経口

30 トラック 外部 直接線

31 オートバイ 外部 直接線

32 船舶 外部 直接線

33 机 外部 直接線

34 NC旋盤 外部 直接線

35 外部 直接線

36 内部 粉塵吸入

37 内部 直接経口

38 外部 直接線

39

40 内部 粉塵吸入

41 内部 直接経口

製品加工 加工

作業者

消費者

再使用品

建築材 スラグ駐車場

作業者

皮膚

スラグ処理

スクラップ
作業場周辺
居住者

作業者

運転手

スクラップ
前処理

前処理

日常時
金属
再利用
用途

消費財 消費者

建築材

成人

子供

居住者

金属再処理

被ばく者被ばく形態
再利用品／
処理作業等

再利用品分類／
処理工程

No.

皮膚

就業時

金属
再利用
処理

スクラップ
輸送

積み下ろし

皮膚

皮膚

金属
再利用
用途

消費財

皮膚

皮膚

再利用
形態

評価
対象

スクラップ作業
場周辺居住

スクラップ
溶融・鋳造

溶融・鋳造

 
 

１．３ 評価モデル 

「金属の再利用に関するシナリオ」の評価に使用するモデルに関しても、

原子力安全委員会のクリアランスレベル報告書における評価モデルを使

用する。ただし、評価対象核種であるウランの 5 つの同位体に関しては、
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子孫核種の生成により、長期的に被ばく線量が増加することが想定され、

その影響を考慮したモデルにより線量評価を行うものとする。 

具体的には、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」報告書(6)に倣い、半減期が 10 日（2.7

×10-2 年）以上の放射性核種の崩壊連鎖に伴う減衰/生成を解析的に計算し、

また、半減期が 10 日に満たない崩壊系列中の放射性核種については、そ

の親核種と放射平衡状態にあると仮定し、評価時に線量換算係数を足しあ

わせることにより、親核種に含めその影響を評価する。 

また数万年にわたる長期間を想定した場合、U-234、U-235、U-238 など

では、その子孫核種の生成により被ばく線量が増加することが想定される

が、金属の耐用年数を考慮すると、市場希釈による被ばく線量の低減に係

る効果の方が大きくなることが想定される。そこで、本資料における金属

の再利用に関するシナリオ評価では、主な金属製品の耐用年数は 100 年未

満であること（付属資料６参照）から、最大線量を評価する期間を 100 年

とした場合の試算を行う。 

 

１．４ 評価パラメータ 

「金属の再利用に関するシナリオ」の評価に使用するパラメータに関し

ても、原子力安全委員会のクリアランスレベル報告書において採用された

パラメータの設定値及び選定方法を基本とする。 

評価パラメータのうち、金属の消費財や建築材としての再利用時の外部

被ばく評価に必要な線量換算係数については、JAEA-Data/Code 2008-001(7)

において、改訂された光子データ及び前方-後方、等方、回転の照射ジオ

メトリに対応したビルドアップ係数を用いた外部被ばく線量換算係数を

算出しており、その値を解析に使用した。 

また、図１に示すように、ウラン取扱施設から発生するクリアランス対

象物の物量や金属の再利用に関するシナリオ評価の線源濃度を決める主

な仮定やパラメータは、以下のように設定した。 

 

①  ウラン取扱施設の廃止措置あるいは設備更新に伴い当面 10 年の間に

最も多い事業者で約 2 万トンのクリアランス対象物が発生する（添付

資料２参照）。よって、年当たりの平均発生量は 2 千トン/年（=2 万

トン/10 年）である。クリアランスレベル試算における物量の設定は、

物量に依存した被ばく時間や線源濃度の設定の上でより大きな物量

設定の方が保守的となることから、自然起源及び人工起源の放射性核

種に対するクリアランスレベル試算において、この最大物量の条件を

仮定した。 

②  クリアランス対象物と同時に発生する「放射性廃棄物でない廃棄物

（金属）」との混合はここでは見込まない。 

③  クリアランス対象物は、国の確認を受けた後は、全国で流通する老廃
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スクラップのひとつとして流通し、電炉メーカーの鉄源のひとつとし

て利用されると考えられる。よって、クリアランス対象物は、複数の

スクラップ業者及び電炉メーカーに分配されることも考えられるが、

ここではある 1つの電炉メーカーの工場へ搬入される場合を想定する。 

④  電炉メーカーでは、老廃スクラップを他のスクラップや銑鉄と混合し

て利用している。電炉メーカーでの実績(8),(9)及び国内外のクリアラン

スレベル評価を参考に、スクラップ処理以降の混合割合を 0.1 と設定

する* 1。なお、他のスクラップと混合が期待できないスクラップ輸送

時の混合割合は 1 とする。 

⑤  溶融過程のスラグへの見かけ上の濃縮（濃縮比 10）とスラグへの各核

種の移行割合（例えば、ウランの場合は全量移行 100%）を考慮し、ス

ラグ中の放射能濃度を計算する。  

⑥  スラグ製品の製造における各処理工程（冷却、粉砕、分級、安定化処

理）において他のスラグとの混合が考えられるが、ここでは、その効

果を見込まない。 

 

ウラン取扱施設

金属再利用処理

スクラップ
輸送

スクラップ
前処理

スクラップ
溶融・鋳造

製品
加工

運転、積み下ろし作業

前処理作業

スラグ処理作業

イン
ゴット

ダスト

スラグ
駐車場

溶融・鋳造作業 加工作業

建築材
（就業時）

スラグ

産業廃棄物としての埋立処分へ＊

消費材として
の再使用

バルブなど

「金属の再利用に関する
シナリオ 」

スラグ
再利用

スラグ産廃

(＊)ウラン取扱施設から発生するクリアランス対象物の金属
は、ほぼ100%が再利用されると考えられることから、クリアラ
ンスレベル試算の対象のシナリオとしては除いた。ただし、再
利用に伴い発生するスラグが産業廃棄物として埋立処分され
た場合の影響 については別途検討

消費財・建築材と
しての再利用

クリアランス対象
物(金属) の発生
【 】

クリアランス時に

発生するが、保
守的にその希釈
は見込まない

2千トン/年

「放射性廃棄物
でない廃棄物」が

スクラップ作業場
周辺環境へ一般の金

属スクラッ
プの混合

溶融過程の 縮比
200）とスラグへの各放射性核種の移行割合を考
慮し、ダスト中の放射能濃度を決定

電炉メーカーでの実績、国内外のクリ
アランスレベル評価を参考に、他のス
クラップとの混入割合を0.1とする。

ダストへの見かけ上の濃縮（濃

溶融過程の 縮比
10）とスラグへの各放射性核種の移行割合を考
慮し、スラグ中の放射能濃度を決定

スラグへの見かけ上の濃縮（濃クリアランス対象
金属の全量が

ること
を想定

流
通過程で分配され
ず、ある1つの電

炉メーカーの工場
へ搬入され

スラグ再利用のためのプ
ロセス過程で他のスラグ
の混入が考えられるが、
保守的にその希釈を見
込まない

                                              

 

図１ 金属の再利用に関するシナリオ評価における物量・線源濃度に関する

条件設定 

 
*1 ；クリアランス対象物（金属）は老廃スクラップ（市中で回収される使用済みの設備・機器）に相当す

るが、電炉メーカーでは老廃スクラップだけを溶融することはなく、自家発生スクラップ（電炉工場内で

発生するもの）など他のスクラップ及び銑鉄等と混合して精錬している(10)。電炉メーカーの実績による

と、1 工場当たりのスクラップ使用量は、約 60 万トンである（付属資料３参照）。クリアランス対象物 2

千トンが電炉 1 工場で使用された場合の混合割合は 0.003(=2 千トン/60 万トン)である。また、クリアラ

ンスレベル報告書では、スクラップ処理等に係るシナリオに対する混合割合を 0.1 と設定している。また、

SRS No.44(4)では、鋳物工場の作業者に係るシナリオに対する混合割合を 0.02（吸入、摂取）、0.1（外部）

と設定している。これらを参考に、スクラップ処理等に係るシナリオの混合割合を 0.1 とする。  
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ウラン取扱施設に係るクリアランス対象物（金属）の物量は、原子炉施

設からのもの（BWR110 万 kWe 級で約 3 万トン）に比べて小さいことから、

これまで設定した被ばく時間よりも短くなることが予想される。そこで、

物量の大きさに対応した適切な被ばく時間を検討することとし、物量を具

体的に限定できる評価経路について被ばく時間を見直した。他の物質との

混合の可能性が比較的小さい経路については、物量の大きさを限定できる

と考え、スクラップ輸送に係る評価経路（積み下ろし(No.11,12,13,14)、

輸送(No.15)）について被ばく時間の設定を見直した。これらの評価経路

においては他の物質との混合を保守的に考慮しておらず（混合割合を 1）、

物量の大きさとしてはクリアランス対象物の物量と同じ 2 千トンである。 

 日本鉄リサイクル工業会によれば、スクラップの標準的な処理量として

3750 トン/月が記されている(11)。これを参考にすると、2 千トンのスクラ

ップは約 2 週間で処理（切断、圧縮、破砕など）されると考えられる。こ

の処理の速度で一連の作業が行われると仮定して被ばく時間を算出する

と約 100 時間（=40 時間/週×2 週間）となる。スクラップ処理以降の評価

経路については、混合割合を 0.1 と設定しており、すなわち、物量の大き

さとしては 2 万トン（=2 千トン×10 倍）となる。2 万トンの物量について

同様に被ばく時間を算出すると約 1,000 時間（=40 時間/週×20 週）とな

り、この値は原子炉施設に対する条件（1,000 時間）と整合性がある。 

以上の評価パラメータの設定は、元素・核種依存のパラメータを除き自然

起源と人工起源の放射性核種において違いはなく、同一の条件を解析に使用

した。また、その他のパラメータについても適宜最新の知見を反映させ設定

した。なお、「金属の再利用に関するシナリオ」の41経路の評価に使用した

パラメータ一覧を添付資料１に示す。 
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１．５ 試算結果 

 ウラン取扱施設のクリアランスレベル検討の対象核種として選定した自

然起源のU-234、U-235、U-238と、人工起源であるU-232、U-236のクリアラ

ンスレベルの試算結果を以下に示す。 

 

（1）自然起源の放射性核種（U-234、U-235、U-238） 

 RS-G-1.7では、U-234、U-235、U-238の自然起源の放射性核種に対し、規

制除外の考え方に基づき、世界規模での土壌中の自然起源の放射性核種の放

射能濃度の測定結果の上限を基に、クリアランスレベル1Bq/gを設定してい

る。本試算では、上述の算出方法及び条件を基に、クリアランス対象物中の

U-234、U-235、U-238の放射能濃度をRS-G-1.7が示している１Bq/gとする線

量計算を行った。局所被ばくである皮膚被ばくを想定した評価経路とそれ以

外の評価経路に結果を分け、表５及び表６に示す。 

U-234、U-235、U-238に対する決定経路（最大線量を示す経路）は、スラ

グ処理の作業者に対する粉塵吸入被ばく（皮膚被ばくを想定した評価経路以

外の中で）となり、その単位濃度（1Bq/g）あたりの最大線量は、6.6μSv/

年（U-234）、6.9μSv/年（U-235）、5.5μSv/年（U-238）となった。原子

力安全委員会のクリアランスレベル報告書では、線量のめやす値として10

μSv/年を採用しており、試算したU-234、U-235、U-238に対する最大線量は、

いずれの放射性核種も線量のめやす値の10μSv/年を下回ることを確認した。

また、皮膚被ばくを想定した経路では、決定経路は積み下ろし、前処理、溶

融・鋳造の3経路になり、その最大線量は同報告書で採用されている皮膚被

ばくに対する線量のめやす値である皮膚の等価線量限度50mSv/年を下回る

ことを確認した。さらに、表５及び表６に示した線量計算の結果から、それ

ぞれの線量のめやす値に相当するクリアランス対象物中の放射能濃度を求

め、その最小値の結果を表７に示す。U-234、U-235、及びU-238に対する線

量のめやす値に相当するクリアランス対象物中の放射能濃度の最小値は、そ

れぞれ1.5Bq/g、1.4Bq/g、1.8Bq/gとなった。 

この結果は、RS-G-1.7において示されている自然起源のウラン核種のクリ

アランスに対して適用できる放射能濃度の１Bq/gと同程度であり、国際的な

基準値と比較して整合しているといえる。 
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表５ U-234、U-235、U-238 に対するクリアランスレベル検討のための 

線量計算結果一覧 

（皮膚被ばく以外の評価経路） 

 

No.
評価
対象

再利用
形態

再利用品分
類／

処理工程

再利用品／
処理作業等

U-234 U-235 U-238

1 冷蔵庫 外部 直接線 5.8E-06 9.0E-03 1.4E-03

2 ベッド 外部 直接線 4.9E-05 4.7E-02 7.0E-03

3 フライパン 内部 経口摂取 7.4E-04 7.5E-04 7.3E-04

4 飲料水缶 内部 経口摂取 1.9E-05 2.0E-05 1.9E-05

5 鉄筋 外部 直接線 1.3E-05 2.1E-02 4.5E-03

6 水道管 内部 経口摂取 9.0E-05 9.2E-05 8.9E-05

7 内部 粉塵吸入 2.8E-01 1.6E+00 2.3E-01

8 内部 農作物摂取 2.2E-02 3.5E-02 2.0E-02

9 内部 粉塵吸入 2.0E-01 1.1E+00 1.7E-01

10 内部 農作物摂取 2.5E-02 4.3E-02 2.2E-02

11 外部 直接線 2.8E-05 3.6E-02 1.1E-02

13 内部 粉塵吸入 1.6E+00 1.7E+00 1.4E+00

14 内部 直接経口 9.8E-02 9.9E-02 9.5E-02

15 運転 外部 直接線 2.2E-05 2.9E-02 9.0E-03

16 外部 直接線 6.6E-06 8.6E-03 2.7E-03

18 内部 粉塵吸入 1.6E+00 1.7E+00 1.4E+00

19 内部 直接経口 9.8E-02 9.9E-02 9.5E-02

20 外部 直接線 9.5E-05 1.2E-01 3.9E-02

22 内部 直接経口 9.8E-02 9.9E-02 9.5E-02

24 内部 粉塵吸入 6.6E+00 6.9E+00 5.5E+00

25 内部 直接経口 2.0E-01 2.0E-01 1.9E-01

26 外部 直接線 7.9E-06 1.0E-02 3.2E-03

28 内部 粉塵吸入 1.6E-01 1.7E-01 1.4E-01

29 内部 直接経口 9.8E-03 9.9E-03 9.5E-03

30 トラック 外部 直接線 1.4E-05 1.6E-02 2.7E-03

31 オートバイ 外部 直接線 2.0E-05 3.0E-02 4.5E-03

32 船舶 外部 直接線 4.5E-05 7.2E-02 1.2E-02

33 机 外部 直接線 3.1E-05 4.0E-02 5.9E-03

34 NC旋盤 外部 直接線 3.0E-05 4.4E-02 1.1E-02

35 外部 直接線 1.6E-03 1.1E-01 1.9E-02

36 内部 粉塵吸入 6.6E-01 6.9E-01 5.5E-01

37 内部 直接経口 2.0E-01 2.0E-01 1.9E-01

38 外部 直接線 2.8E-03 3.7E+00 5.7E-01

40 内部 粉塵吸入 4.1E+00 4.3E+00 3.4E+00

41 内部 直接経口 2.5E-01 2.5E-01 2.4E-01

6.6E+00 6.9E+00 5.5E+00

No. 24 24 24

経路
再利用（ス
ラグ処理-
吸入）

再利用（ス
ラグ処理-
吸入）

再利用（ス
ラグ処理-
吸入）

被ばく形態 被ばく者

日常時
金属

再利用
用途

消費財 消費者

建築材

金属
再利用
用途

消費財

スクラップ作
業場周辺居住

スクラップ
作業場周辺
居住者

作業者

運転手

スクラップ
前処理

前処理

成人

子供

スラグ処理

製品加工 加工

居住者

金属再処理

金属の再利用に関するシナリオに係る結果
（皮膚被ばくを想定した評価経路を除く）

最大値

最大となる
経路

就業時

金属
再利用
処理

スクラップ
輸送

積み下ろし

作業者
スクラップ
溶融・鋳造

溶融・鋳造

建築材 スラグ駐車場 作業者

消費者

再使用品

 

単位；μSv/年 per Bq/g、経路No.35から37はμSv/年 per Bq/cm2 
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表６ ウラン取扱施設に係るクリアランスレベル検討のための 

皮膚被ばく線量計算結果一覧 

（皮膚被ばくを想定した評価経路のみ） 

No.
評価
対象

再利用
形態

再利用品分
類／

処理工程

再利用品／
処理作業等

U-234 U-235 U-238

12
スクラップ

輸送
積み下ろし 1.6E-01 4.0E+01 6.1E+01

17
スクラップ

前処理
前処理 1.6E-01 4.0E+01 6.1E+01

21 溶融・鋳造 1.6E-01 4.0E+01 6.1E+01

23 スラグ処理 1.1E-01 2.7E+01 4.2E+01

27 製品加工 加工 1.6E-02 4.0E+00 6.1E+00

39 建築材 スラグ駐車場 1.4E-01 3.4E+01 5.3E+01

1.6E-01 4.0E+01 6.1E+01

No. 12、17、21 12、17、21 12、17、21

経路
再利用（積み下
ろし、前処理、
溶融・鋳造）

再利用（積み下
ろし、前処理、
溶融・鋳造）

再利用（積み下
ろし、前処理、
溶融・鋳造）

被ばく形態 被ばく者

就業時
金属
再利用
処理

皮膚

皮膚

皮膚

金属の再利用に関するシナリオに係る結果
（皮膚被ばくを想定した評価経路のみ）

最大値

最大とな
る経路

皮膚

スクラップ
溶融・鋳造

皮膚

皮膚
作業者

 

単位；μSv/年 per Bq/g 

 

 

表７ ウラン取扱施設に係る線量のめやす値に相当する 

クリアランス対象物中の放射能濃度最小値 

対象者 経路

1 U-234 1.5 再利用 24 成人 スラグ処理-吸入

2 U-235 1.4 再利用 24 成人 スラグ処理-吸入

3 U-238 1.8 再利用 24 成人 スラグ処理-吸入

放射性核種
/経路No.

ウラン取扱施設に係る線量のめやす値に相当する

クリアランス対象物中の放射能濃度 (Bq/g)

金属の再利用に関するシナリオの結果

最小値
最小となる経路

経路No.
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（2）人工起源の放射性核種（U-232、U-236） 

ウラン取扱施設の 2 つの人工起源の放射性核種 U-232 と U-236 に対する

クリアランスレベルの試算結果を表８に示す。クリアランス対象物中の放

射能濃度を１Bq/g とした最大線量の計算結果を基に、線量のめやす値（皮

膚被ばく経路：50mSv/年、それ以外の評価経路：10μSv/年）に相当する

クリアランス対象物中の放射能濃度を求めた。表８では、全 41 経路の中

で最小となる放射能濃度とその経路（決定経路）を示している。U-232、

U-236 に対する線量のめやす値に相当する放射能濃度は、それぞれ

0.19Bq/g（スラグ処理作業時の吸入被ばく経路）、1.7Bq/g（スラグ処理作

業時の吸入被ばく経路）となった。 

次に、広く一般的な固体状物質を対象にクリアランスレベルへの適用に

ついて示されている RS-G-1.7 と本試算結果との整合性を確認する。クリ

アランスレベル報告書においても同様の整合性の検討を行っており、本試

算では、新しく評価対象となった U-232、U-236 について、本試算の結果

と RS-G-1.7 における規制免除の放射能濃度を導出する際に用いられた計

算値（SRS No.44 として記載）との比較を行う。その結果を表９に示す。 

RS-G-1.7 では埋設処分と再利用に関する評価経路を対象としているが、

ウラン取扱施設では金属再利用のみを評価対象としており、その違いから

決定経路に違いがあるものの、U-232、U-236 に対し今回算出された値は

SRS No.44 で示された計算値に比べて、それぞれ 3.6 倍、0.5 倍程度とな

った。 

RS-G-1.7 では、「graded approach」と呼ばれる考え方のもと、RS-G-1.7

で示した放射能濃度の 10 倍までは規制当局の判断で規制免除あるいはク

リアランスを認め得るとしている* 2。このことから、ウラン取扱施設にお

いて新しく評価対象となったU-232、U-236 のクリアランスレベルの算出結

果は、RS-G-1.7 における値（それぞれ 0.1Bq/g、10Bq/g）と大きな相違はなく、

同程度と評価することができる。 

 

 
*2 ；RS-G-1.7 のパラグラフ 5.12 



表８ ウラン取扱施設の人工起源の放射性核種（U-232, U-236）に関するクリアランスレベル試算結果（1/4） 

消費財

冷蔵庫 ベッド フライパン 飲料水缶 鉄筋 水道管

外部 外部 皮膚
直接線 経口摂取 粉塵吸入 農作物摂取 粉塵吸入 農作物摂取 直接線

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.3E+02 3.1E+01 1.5E+03 6.0E+04 3.1E+01 1.3E+04 8.3E+00 6.8E+01 1.1E+01 5.8E+01 1.2E+01 5.5E+02
5.0E+06 4.0E+05 1.4E+04 5.5E+05 4.9E+06 1.2E+05 3.9E+01 4.9E+02 5.4E+01 4.3E+02 3.0E+06 6.9E+05

U-232
U-236

金属再利用処理

スクラップ輸送

放射性核種/経路No.

被ばく形態

被ばく者

直接線
外部

子供
消費者

成人
居住者 スクラップ作業場周辺居住者

経口摂取
内部

作業者

評価対象 日常生活時
クリアランスレベルを算出するための線量のめやす値に相当する放射能濃度 (Bq/g)

就業時

建築材
再利用形態

再利用品分類
再利用処理工程

金属再利用用途

再利用品又は
再利用処理作業

内部

金属再処理

積み下ろし

 
 付

属
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料
７
－
１
４

 

 

表８ ウラン取扱施設の人工起源の放射性核種（U-232, U-236）に関するクリアランスレベル試算結果（2/4） 

運転

皮膚 外部 皮膚 内部 皮膚 内部
粉塵吸入 直接経口 粉塵吸入 直接経口 直接線 直接経口 粉塵吸入

運転手

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7.7E-01 1.2E+01 1.6E+01 5.3E+01 5.5E+02 7.7E-01 1.2E+01 3.6E+00 5.5E+02 1.2E+01 7.9E+02 1.9E-01
6.6E+00 1.1E+02 4.1E+06 1.1E+07 6.9E+05 6.6E+00 1.1E+02 8.6E+05 6.9E+05 1.1E+02 9.9E+05 1.7E+00

U-232
U-236

評価対象
再利用形態

再利用品分類

被ばく者

放射性核種/経路No.

作業者

外部
直接線

スクラップ溶融・鋳造作業

溶融・鋳造作業

スクラップ前処理
再利用品又は

再利用処理作業

被ばく形態

再利用処理工程

内部

積み下ろし

内部

前処理

作業者

クリアランスレベルを算出するための線量のめやす値に相当する放射能濃度 (Bq/g)
就業時

金属再利用処理

スラグ作業

スクラップ輸送

 

 



 

付
属
資
料
７
－
１
５

消費財

再使用品

内部 外部 皮膚
直接経口 直接線 粉塵吸入 直接経口
消費者

37 38 39 40 41
5.8E+00 3.3E-01 6.3E+02 3.1E-01 4.6E+00 1.9E-01 24 再利用（スラグ処理吸入） 0.2
5.4E+01 9.7E+03 7.9E+05 2.6E+00 4.3E+01 1.7E+00 24 再利用（スラグ処理吸入） 2

評価対象
再利用形態

経路

建築材

被ばく形態
最小値

(算出結果)
No.

内部

作業者

クリアランス
レベル

(有効数字1桁とし
て四捨五入)

金属の再利用に関するシナリオに係る結果

最小値となる経路

就業時
金属再利用用途

スラグ駐車場

クリアランスレベルを算出するための線量のめやす値に相当する放射能濃度 (Bq/g)（経路No.37はBq/cm
2
)

再利用品分類
再利用処理工程
再利用品又は

再利用処理作業

被ばく者

放射性核種/経路No.
U-232
U-236  

スクラップ溶融・鋳造作業 製品加工

スラグ作業 加工 トラック オートバイ 船舶 机 NC旋盤

内部 外部 皮膚 内部
直接経口 直接線 粉塵吸入 直接経口 粉塵吸入

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
5.8E+00 4.3E+01 5.5E+03 7.7E+00 1.2E+02 7.2E+01 4.1E+01 1.4E+01 3.1E+01 1.4E+01 1.3E+01 1.9E+00
5.4E+01 1.1E+07 6.9E+06 6.6E+01 1.1E+03 1.8E+06 1.4E+06 8.4E+05 7.1E+05 1.8E+06 6.9E+03 1.7E+01

U-232
U-236

評価対象
再利用形態

放射性核種/経路No.

再利用品分類

外部
直接線

被ばく者

再利用処理工程

作業者

再利用品又は
再利用処理作業

被ばく形態
外部

直接線
内部

加工

製品加工

クリアランスレベルを算出するための線量のめやす値に相当する放射能濃度 (Bq/g)（経路No.35,36はBq/cm2
)

就業時
金属再利用用途

消費財

再使用品

消費者

 

表８ ウラン取扱施設の人工起源の放射性核種（U-232, U-236）に関するクリアランスレベル試算結果（3/4） 

表８ ウラン取扱施設の人工起源の放射性核種（U-232, U-236）に関するクリアランスレベル試算結果（4/4） 

 

 

 

 

 

 



表９ 本試算結果と RS-G-1.7 における計算値との比較 

値の比較

①
算出結果

クリアランス

レベル
(注2)

②
算出結果

規制免除
の濃度

(Bq/g) 経路番号 対象者 評価経路名 (Bq/g) (Bq/g) 記号 対象者 評価経路名 (Bq/g)

U-232 1.9E-01 24 成人
再利用

(スラグ処理吸入)
0.2 5.31E-02 RH 成人

建築材への再利用
（外部）

0.1 3.6

U-236 1.7E+00 24 成人
再利用

(スラグ処理吸入)
2 3.36E+00 WL 成人

処分場、工場の
作業者（主に吸入）

10 0.51

（注1）RS-G-1.7に対する表中の決定経路及び算出結果の情報は、その技術資料であるSRS No.44より記載した。

(注2）本試算における算出結果を有効数字1桁として四捨五入し、クリアランスレベルとして記載した。

①/②

放射性
核種

決定経路 決定経路（注１）

RS-G-1.7の値本試算における算出結果

 

 

２．評価パラメータ及び評価経路に対する妥当性の評価（確率論的解析） 

前節では、現実的に起こりえると想定される評価パラメータ及び評価経

路の条件に対する単位濃度当たりの線量を計算し、線量のめやす値との比

較からウラン取扱施設におけるクリアランスレベルを検討した。また、こ

れまでの原子力安全委員会による「主な原子炉施設におけるクリアランス

レベルについて」の報告書(12)（以下、「原子炉クリアランスレベル報告書」

という。）では、モンテカルロ法による確率論的解析の結果を基に、クリ

アランスレベル算出のために設定した評価パラメータ及び評価経路が適

切かつ保守的に選定されていることを確認している。ウラン取扱施設に係

るクリアランスレベルに対しても同様に、原子炉クリアランスレベル報告

書において検討された確率論的解析を行い、その結果を基に評価パラメー

タ及び評価経路に対する妥当性の評価・確認を行った。 

 

２．１ クリアランスレベルの妥当性評価・確認の考え方 

クリアランスレベルの算出のために用いた評価パラメータには、ある分

布（分布幅、分布型）をもったばらつきが考えられ、決定論的な方法によ

り算出したウラン取扱施設に係るクリアランスレベルの結果の妥当性を

確認するために、原子力安全委員会による原子炉クリアランスレベル報告

書の中で行われた以下の2つの評価をウラン取扱施設に対しても同様に行

った。 

 

（１）評価パラメータのばらつき評価 

 本資料の確率論的解析とは、ばらつきのある各評価パラメータに対して、

文献等から分布幅及び分布型を設定し、各評価パラメータの組み合わせに

よる線量解析を行い、その結果から線量のめやす値（10μSv/年）に相当

する放射能濃度の累積分布関数（CDF）を求めるものである。評価パラメ

ータのばらつき評価では、図２に示すように、確率論的解析から求めた放

射能濃度の累積分布を用いて、決定論的な方法により算出した10μSv/年

に相当する放射能濃度が累積分布の確率の中央値（P=0.5）から97.5%片側
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信頼区間下限値* 3（以下、「97.5%下限値」）（P=0.025）の間の範囲にあ

ることを確認することにより、対象物に起因して線量を受ける集団のなか

で線量を高く受ける人々を代表していること、及び評価上適切かつ保守的

なパラメータを選定していることを確認する。 

  

（２）シナリオ（評価パラメータ及び評価経路）の妥当性評価 

 評価経路の発生確率については、決定論的な方法によるクリアランスレ

ベルの算出において保守的に全ての評価経路の発生確率を1としている。

また、評価パラメータにはばらつきが考えられ、評価パラメータ及び評価

経路の組み合わせの設定である解析条件（以下、「シナリオ」という。）

が適切かつ保守的に選定されていることを確認する必要がある。そこで、

（１）で述べた確率論的解析（評価経路の発生確率は決定論的解析と同様

に1とする）を実施することで得られる各評価経路の97.5%下限値の値を、

「発生頻度が小さいと考えられるシナリオ」に対する結果として取扱い、

その場合の個人の線量については100μSv／年を超えないことを確認する
* 4ことにより、シナリオ（評価パラメータ及び評価経路）の妥当性を評価

する。具体的には、図３に示すように、97.5%下限値の最小値の10倍の濃

度である100μSv/年相当濃度と決定論的解析による決定経路のクリアラ

ンスレベル（10μSv/年相当濃度）とを比較し、97.5%下限値の最小値の10

倍（100μSv/年相当濃度）が低い濃度ではないことを確認する。 

 

1.0

0.5

0
0.025

線量のめやす値（10μSv/年）相
当の対象物中放射能濃度（Bq/g）

同一経路において、決定論的に計算した算出結果が、中央値（P=0.5）か
ら97.5%片側信頼区間下限値（P=0.025）の間の範囲にあることを確認

確率論

累
積
確
率
（｜
）

決定論

ばらつきの想定される各評価パラメータに対し、分布幅及び分布型を設
定し、その条件に応じた評価パラメータの組み合わせ（1000ケース）によ

る線量計算結果を統計処理 【確率論的解析】

対象物に起因して線量を受ける集団のなかで線量を高く受ける人々を代
表していること、及び評価上適切かつ保守的なパラメータを選定している
ことを確認

P=0.025～0.5の
放射能濃度範囲

 

図２ 評価パラメータのばらつき評価の方法 

 

                                               
* 3 ；統計上の信頼区間としては、一般的に 90%、95%、99%信頼区間が用いられている。原子力安全委員会

における原子炉施設等を対象としたクリアランスレベルの検討では大気汚染等を測定観測する環境影響

評価で用いられている 95%信頼区間を参考に、検討対象となる片側信頼区間 97.5%下限値（P=0.025）を

用いており、ウラン取扱施設に対するクリアランスレベル評価においても、同様の考え方を採用した。  
* 4 ； IAEA の TECDOC-855「固体状物質に含まれる放射性核種のクリアランスレベル」 (13 )において、発生

頻度が小さいと考えられるシナリオに対して 100μ Sv/年を使用している。また、RS-G-1.7 では、より大

きな被ばく線量を生じるかもしれない低確率事象による実効線量について 1mSv/年を使用している。 
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1.0

0.5

0
0.025

線量のめやす値（10μSv/年）相
当の対象物中放射能濃度（Bq/g）

累
積
確
率
（｜
）

決定論的解析による決定経路のクリア
ランスレベル（10μSv/年相当放射能
濃度）

97.5%下限値（P=0.025）
の最小を示す評価経路

各評価経路に対
する確率論的解
析結果

97.5%下限値

の最小値

確率論的解析から97.5%下限値が最小を示す評価経路の
最小値を、「発生頻度が小さいと考えられるシナリオ」の結果
とする

その97.5%下限値の最小値に相当する線量が100μSv/年
を超えていないことを確認するため、その最小値と決定論的
解析による決定経路のクリアランスレベル（10μSv/年相当
放射能濃度）とを比較し、97.5%下限値の最小値の10倍
（100μSv/年相当放射能濃度）が低い放射能濃度ではない
ことを確認

評価パラメータと評価経路の組み合わせの設定である解析
条件（シナリオ）が適切かつ保守的に選定されていることを
確認

10倍

100μSv/
年相当放
射能濃度

 

図３ シナリオ（評価パラメータ及び評価経路）の妥当性評価の方法 

 

２．２ 確率論的解析の手順 

 以下のような手順により確率論的解析を行う。 

①  クリアランスレベルの算出に使用する評価パラメータのうち、ばらつ

きのある評価パラメータを選定する。 

②  各評価パラメータに対して、文献等から分布幅、分布型（正規、対数

正規、一様、対数一様の分布）を選定する。 

③  各パラメータが独立に変動するとして、いずれの経路においてもモン

テカルロ法により 1,000 個のパラメータセットをサンプリングする。 

④  決定論的な手法により用いた各評価モデルにより、クリアランス対象

物中の放射能濃度を１Bq/g とする線量計算を行う。 

⑤  線量のめやす値に相当するクリアランス対象物中の放射能濃度の累

積分布関数（CDF）を求める。 

⑥  決定論的に求めたクリアランスレベルの値と累積分布関数を比較し、

評価パラメータ及び評価経路に対する妥当性の評価・確認を行う。 

 

２．３ 解析条件 

（1）評価対象核種・評価経路 

 ウラン取扱施設における確率論的解析の評価対象核種は、自然起源の放

射性核種U-234、U-235、U-238の他に、人工起源の放射性核種であるU-232、

U-236の全5核種とした。 

また、ウラン取扱施設における評価対象経路は、図１に示すような金属

再利用の一連の処理作業あるいは再利用に関する評価経路であり、評価で

想定する線源濃度、被ばく時間、ダスト濃度、呼吸量、作業者の労働時間

など、添付資料１のパラメータ一覧表に示すように、ある処理作業の範囲

で同一のパラメータを設定している。そこで、本資料におけるパラメータ

のばらつきの影響を評価するための確率論的解析では、ウランの5つの同

位体（U-234, U-235, U-238, U-232及びU-236）に対する主要な経路を評

価対象として抽出することとした。被ばく形態によって使用するパラメー
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タが異なるものがあることから、「金属の再利用に関するシナリオ」の41

の評価経路（表４参照）のうち、各被ばく形態（外部被ばく、粉塵吸入被

ばく、経口摂取被ばく）において決定論的方法による線量の高い各上位3

つの評価経路（各核種に対し全9経路）を確率論的解析の対象とした。5核

種に対する確率論的解析の評価対象経路の一覧を表１０に示す。 

 

表１０ 確率論的解析の評価対象経路 

U-234 U-235 U-238 U-232 U-236

1 冷蔵庫 外部 直接線

2 ベッド 外部 直接線 ○

3 フライパン 内部 経口摂取

4 飲料水缶 内部 経口摂取

5 鉄筋 外部 直接線

6 水道管 内部 経口摂取

7 内部 粉塵吸入

8 内部 農作物摂取

9 内部 粉塵吸入

10 内部 農作物摂取

11 外部 直接線 ○

12

13 内部 粉塵吸入 ○ ○ ○ ○ ○

14 内部 直接経口

15 運転 外部 直接線

16 外部 直接線

17

18 内部 粉塵吸入

19 内部 直接経口

20 外部 直接線 ○ ○ ○ ○

21

22 内部 直接経口

23

24 内部 粉塵吸入 ○ ○ ○ ○ ○

25 内部 直接経口 ○ ○ ○ ○ ○

26 外部 直接線

27

28 内部 粉塵吸入

29 内部 直接経口

30 トラック 外部 直接線

31 オートバイ 外部 直接線

32 船舶 外部 直接線

33 机 外部 直接線

34 NC旋盤 外部 直接線

35 外部 直接線 ○ ○ ○ ○

36 内部 粉塵吸入

37 内部 直接経口 ○ ○ ○ ○ ○

38 外部 直接線 ○ ○ ○ ○ ○

39

40 内部 粉塵吸入 ○ ○ ○ ○ ○

41 内部 直接経口 ○ ○ ○ ○ ○

(注)○印は評価核種に対する確率論対象経路であることを示す。

製品加工 加工

作業者

消費者

再使用品

建築材 スラグ駐車場

作業者

皮膚

スラグ処理

スクラップ
作業場周辺
居住者

作業者

運転手

スクラップ
前処理

前処理

確率論対象経路

日常時
金属
再利用
用途

消費財 消費者

建築材

成人

子供

居住者

金属再処理

被ばく者被ばく形態
再利用品／
処理作業等

再利用品分
類／

処理工程
No.

皮膚

就業時

金属
再利用
処理

スクラップ
輸送

積み下ろし

皮膚

皮膚

金属
再利用
用途

消費財

皮膚

皮膚

再利用
形態

評価
対象

スクラップ作
業場周辺居住

スクラップ
溶融・鋳造

溶融・鋳造
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（2）評価モデル・パラメータ 

 確率論的解析に使用した評価モデルは、決定論的な方法によるクリアラ

ンスレベル試算に用いたモデルと同じとした。 

 評価パラメータのばらつき（分布幅、分布型）については、原子炉クリ

アランスレベル報告書において採用された評価パラメータのばらつきの

設定値及び選定方法を基本とした。ただし、「再利用される金属中のクリ

アランス対象物割合」、「積み下ろし作業者の年間作業時間」については、

ウラン取扱施設から発生するクリアランス対象物の物量を考慮し、以下の

ように分布幅を設定した。また、前述のクリアランスレベル試算結果より

U-234、U-235、U-238などに対して決定経路がスラグ処理時の粉塵吸入被

ばく経路であることから、確率論的解析の対象とした3つの粉塵吸入被ば

く経路（積み下ろし作業、スラグ処理作業、スラグ駐車場の建設作業）の

パラメータの1つである作業者の「呼吸量」についても、以下のようにば

らつきを考慮することとした。 

 

● 再利用される金属中のクリアランス対象物割合（スクラップ積み下ろ

しを対象）： ウラン取扱施設（JAEA人形峠、JNFL、新金属協会核燃

料加工部会）から10年間に発生する平均的なクリアランス対象物（金

属）量から計算したクリアランス対象物割合の範囲（0.79～1.0）か

ら、最小値0.8、最大値1.0を選定した。【選定値：1.0】 

● 再利用される金属中のクリアランス対象物割合（スクラップ積み下ろ

し作業以外）： 流通経路における他の金属スクラップとの混合を考

慮して分布幅を設定した。最小値はウラン取扱施設の運転及び廃止措

置に伴い発生したクリアランス対象物2千トンが電炉1工場で使用さ

れた場合、１工場当たりのスクラップ使用量約60万トンより混合割合

0.003（普通鋼電炉工業会によれば、国内で１年間に約3,200万トンの

スクラップが使用されている(8)。したがって、クリアランス対象金属

がスクラップ市場を介して流通する場合の混合割合は、選定値0.1よ

りも、さらに小さくなることが予想される。しかしながら、全国流通

の程度を定量化することは困難であることから、ここでは、電炉１工

場当たりのスクラップ使用量との混合割合によって最小値0.003を設

定することとした）とし、最大値はクリアランスされた金属が他の産

業から発生した金属スクラップとの混合を全く想定しない場合であ

る1.0とした。【選定値：0.1】 

● 積み下ろし作業者の年間作業時間:  鉄スクラップの処理プラント

（切断、圧縮、破砕など）の能力は、主なメーカーによる機器の処理

能力の仕様より10～200（トン/時間）程度のばらつきが想定される。

この処理の速度で一連の作業が行われると仮定し、2千トンのスクラ

ップに対する作業時間（被ばく時間）として、10～200（時間/年間）

の分布幅を設定した。【選定値：100時間/年間】 
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● 作業者の呼吸量： 米国のクリアランスレベル制度化のための線量評

価の報告書であるNUREG-1640 (14)では、作業員の吸入被ばくの呼吸量

として、軽作業時の呼吸量1.2m3/時間を選定値とし、分布幅0.6～

1.8m3/時間（座った姿勢での作業時～中程度の作業時の呼吸量）を設

定している。これは、ICRP Publ.23(15)及びICRP Publ.66(16)の報告結

果を引用した米国EPAの「Exposure Factors Handbook」(17)における推

奨値をもとに設定されたものである。本確率論的解析の対象である3

つの金属再利用に伴う吸入被ばく経路でも同程度の作業であると考

えられ、NUREG-1640と同様の分布幅0.6～1.8 m3/時間を設定した。【選

定値：1.2 m3/時間】 

 

また、その他の評価パラメータのばらつき（分布幅、分布型）は、適宜

新しい知見を反映させた設定を行い、その一覧を添付資料１に示す。 

 

２．４ 確率論的解析結果 

 自然起源の放射性核種であるU-234、U-235、U-238に対するクリアラン

スレベルの確率論的解析結果を図４～図６に示す。同様に、人工起源の放

射性核種であるU-232、U-236の確率論的解析結果を図７及び図８に示す。

各図とも、決定論的手法により計算した線量のめやす値（10μSv/年）に

相当するクリアランス対象物中の放射能濃度（以下、「決定論的解析結果」

という。）と、確率論的解析から得られる累積分布関数との比較を示して

いる。 

 評価パラメータのばらつきがクリアランスレベルに与える影響に関し

ては、評価対象の全ての5核種ともに、重要経路として選定した9つの全て

の評価経路において、クリアランスレベルの決定論的解析結果が集団の平

均 的 な 値 で あ る 中 央 値 （ P=0.5） よ り も 低 い （ 中 央 値 か ら 97.5下 限 値

（P=0.025）の間にある）ことから、決定論的解析に使用した評価パラメ

ータが適切かつ保守的に選定されているといえる。 

 さらに、評価経路と評価パラメータの組み合わせの設定であるシナリオ

が適切かつ保守的に選定されていることの確認のために、各評価経路の

97.5%下限値の値を「発生頻度が小さいと考えられるシナリオ」に対する

結果として取扱い、その場合の個人の線量については100μSv/年を超えな

いことを確認する。その結果を表１１に示す。表１１は、決定論的解析結

果が最小となる決定経路と97.5%下限値の最小を示す経路の10μSv/年相

当の放射能濃度との比較を示している。ウランの5つの同位体の決定論的

解析による決定経路は、ともにスラグ処理時の粉塵吸入被ばく経路である

が、ばらつきの想定されるパラメータの影響がより大きいスラグ駐車場の

建設作業時の粉塵吸入被ばく経路が97.5%下限値の最小を示す経路となっ

た。 

次に、97.5%下限値の最小値の10倍の濃度である100μSv/年相当濃度と
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決定論的解析を比較した結果、表１１に示すように評価対象の全ての5核

種において、100μSv/年相当濃度が決定経路の濃度を下回ることがないこ

とが示され、5核種ともに決定論的クリアランスレベルを適用した場合、

「発生頻度が小さいと考えられるシナリオ」における被ばく線量が100μ

Sv/年を超えないことを確認した。 

 以上の確率論的解析の結果から、ウラン取扱施設の評価対象核種のうち

既往のクリアランスレベル評価対象でない新規の5核種に対するクリアラ

ンスレベル試算のために設定した評価パラメータ及び評価経路に対する

妥当性を確認した。 

 

表１１ クリアランスレベルの算出結果と 97.5%下限値 

（確率論的解析結果）との比較 

確認

経路番号*1 経路名*1 算出結果(A)
(Bq/g) 経路番号*2 経路名*2 97.5%下限値(B)

(Bq/g)
A<B×10

U-234 24 スラグ処理-吸入 1.5 40 スラグ駐車場（吸入） 0.33 ○

U-235 24 スラグ処理-吸入 1.4 40 スラグ駐車場（吸入） 0.31 ○

U-238 24 スラグ処理-吸入 1.8 40 スラグ駐車場（吸入） 0.42 ○

U-232 24 スラグ処理-吸入 0.19 40 スラグ駐車場（吸入） 0.039 ○

U-236 24 スラグ処理-吸入 1.7 40 スラグ駐車場（吸入） 0.32 ○

*1 決定論的解析結果が最小となる経路番号と経路名を記載している。
*2 確率論的解析による97.5%下限値が最小となる経路番号と経路名を記載している。

放射性
核種

決定論的解析結果 確率論的解析結果
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（b）吸入による被ばく（U-234） 
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（c）経口摂取による被ばく（U-234） 

図４ 10μSv/年相当対象物中放射能濃度の累積分布関数（U-234） 

 付属資料７－２３



0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6

10μSv/年相当の対象物中の放射能濃度(Bq/g)

累
積

確
率

 [
-
]

溶融・鋳造

溶融・鋳造
(決定論)

スラグ
駐車場

スラグ
駐車場
(決定論)

再使用品
(決定論)

再使用品

外部被ばく(U-235)

破線：決定論
実線：確率論

0.025

 

（a）外部被ばく（U-235） 
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（b）吸入による被ばく（U-235） 
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（c）経口摂取による被ばく（U-235） 

図５ 10μSv/年相当対象物中放射能濃度の累積分布関数（U-235） 
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（a）外部被ばく（U-238） 
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（b）吸入による被ばく（U-238） 
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（c）経口摂取による被ばく（U-238） 

図６ 10μSv/年相当対象物中放射能濃度の累積分布関数（U-238） 
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（a）外部被ばく（U-232） 
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（b）吸入による被ばく（U-232） 
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（c）経口摂取による被ばく（U-232） 

図７ 10μSv/年相当対象物中放射能濃度の累積分布関数（U-232） 
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（a）外部被ばく（U-236） 
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（b）吸入による被ばく（U-236） 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1E-2 1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6

10μSv/年相当の対象物中の放射能濃度(Bq/g)

累
積

確
率

 [
-
] 再使用品

再使用品

スラグ処理

スラグ駐車場

スラグ駐車場

スラグ処理

経口被ばく(U-236)

破線：決定論
実線：確率論

0.025

 
（c）経口摂取による被ばく（U-236） 

図８ 10μSv/年相当対象物中放射能濃度の累積分布関数（U-236） 
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U-234, U-235, U-238 に対するスラグの埋立処分のシナリオに関する検討 

 

日本原子力研究開発機構 

安全研究センター 

１．はじめに 

転換、濃縮、加工などのウランを取扱う施設（以下、「ウラン取扱施設」

という。）から発生するクリアランス対象物は、使用済みの設備・機器と

いった異物を含まない専ら金属であること（付属資料１参照）、また、わ

が国における近年の金属スクラップのほとんどが再利用されていること
(1)からウラン取扱施設から発生するクリアランス対象物の金属は、ほぼ

100%が再利用されると考えられる。 

こうした現状から、ウラン取扱施設に係るクリアランスレベルの試算で

は、金属の再利用の処理工程における様々な作業時の被ばくや再利用され

たインゴットやスラグなどを消費財や建築材として利用する人に対する

被ばくを想定した「金属の再利用に関するシナリオ」を評価シナリオとし

て選定した。そのシナリオに対する線量の解析結果をもとに、ウラン取扱

施設から発生するクリアランス対象物中の自然起源の放射性核種（U-234、

U-235、U-238）と人工起源の放射性核種（U-232、U-236）に対するクリア

ランスレベルの算出結果を示した。 

本資料では、酸化スラグのほとんどが再利用されているものの還元スラ

グは、品質上の課題があり、酸化スラグに比べて再利用が進んでいない例

えば、(2)ことから、産業廃棄物として埋立処分される場合（「スラグの埋立処

分のシナリオ」）を想定し、そのシナリオの自然起源の放射性核種（U-234、

U-235、U-238）に対するクリアランスレベルに与える影響について検討し

た。 

 

２．評価シナリオ・評価経路 

溶融に伴い発生したスラグの埋立処分のシナリオとして、図１に示すよ

うに、埋立処分の「埋立作業のシナリオ」と「埋立処分後のシナリオ」の

２つが挙げられる。 

まず、前者のシナリオに対しては、溶融に伴うスラグが産業廃棄物とし

て埋立処分される際の一連の作業による被ばくの影響を解析から検討し

た。スラグ埋立の操業として対象とした評価経路は、原子力安全委員会に

よる「原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴って発生するもののう

ち放射性物質として取り扱う必要のないものの放射能濃度について」の報

告書(3)（以下、「クリアランスレベル報告書」という。）において検討され

た埋立処分時の操業作業の評価経路と同じと考え、表１に示す 10 経路を

対象とした。 
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クリアランス
対象物(金属)

の発生

ウラン取扱施設 金属再利用処理

スクラップ
輸送

スクラップ
前処理

スクラップ
溶融・鋳造

製品
加工

運転、積み
下ろし作業

消費財
（日常時）

消費財
（就業時）

冷蔵庫、ベット、
フライパンなど

トラック、船舶、
机など

前処理作業

スラグ処理作業

イン
ゴット

ダスト

スクラップ作業場
周辺居住

スラグ駐車場

溶融・鋳造作業 加工作業

建築材
（日常時）

鉄筋、水道管

周辺居住
（成人・子供）

建築材
（就業時）

スラグ

産業廃棄物

埋立作業 埋立処分
（スラグ）

「金属の再利用に関する
シナリオ 」

スラグ再利用
92% ＊

スラグ産廃
8%＊

消費材として
の再使用

バルブなど

埋立作業のシナリオ：

埋立処分後のシナリオ積込み作業・運搬作業・
埋立作業

「スラグの埋立処分
のシナリオ 」

（＊） 「鐵鋼スラグ協会、鉄鋼スラグ統計年
報（平成20年8月）」の平成19年度鉄鋼スラ
グ生産・利用状況より

吸入

経口

吸入

 

図１ ウラン取扱施設のクリアランスレベル評価におけるシナリオ概要 

 

 

表１ 埋立作業のシナリオにおいて対象とした評価経路 

No.

1 外部 直接線

2

3 粉塵

4 直接

5 外部 直接線

6 内部 粉塵吸入

7 外部 直接線

8

9 粉塵

10 直接経口

埋
立
作
業

シナリオ 被ばく線源 被ばく形態

積込み作業

運搬作業

埋立作業

皮膚

スラグ

内部

内部

被ばく者

作業者

運転手

作業者
皮膚

 
 

 

３．評価モデル・パラメータ 

わが国の金属スクラップの流通・再利用の実績を基に、スラグの埋立処

分のシナリオ評価における物量・線源濃度の設定の考え方を以下のように

した。その考え方の概念図を図２に示す。 

 

①  ウラン取扱施設の廃止措置あるいは設備更新に伴い当面 10 年の間に

最も多い事業者で約 2 万トンのクリアランス対象物が発生する（添付

資料２参照）。よって、年当たりの平均発生量は 2 千トン/年（=2 万

トン/10 年）である。クリアランスレベル試算における物量の設定は、

物量に依存した被ばく時間や線源濃度の設定の上でより大きな物量
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設定の方が保守的となることから、自然起源及び人工起源の放射性核

種に対するクリアランスレベル試算において、この最大物量の条件を

仮定した。 

②  クリアランス対象物と同時に発生する「放射性廃棄物でない廃棄物

（金属）」との混合はここでは見込まない。 

③  クリアランス対象物は、国の確認を受けた後は、全国で流通する老廃

スクラップのひとつとして流通し、電炉メーカーの鉄源のひとつとし

て利用されると考えられる。よって、クリアランス対象物は、複数の

スクラップ業者及び電炉メーカーに分配されることも考えられるが、

ここではある１つの電炉メーカーの工場へ搬入される場合を想定す

る。 

④  電炉メーカーでは、老廃スクラップを他のスクラップや銑鉄と混合し

て利用している。電炉メーカーでの実績(4),(5)及び国内外のクリアラン

スレベル評価を参考に、スクラップ処理以降の混合割合を 0.1 と設定

する* 1。 

⑤  溶融過程のスラグへの見かけ上の濃縮（濃縮比 10）とスラグへの各放

射性核種の移行割合（例えば、ウランの場合は全量移行 100%）を考慮

し、スラグ中の放射能濃度を計算する。  

⑥  スラグ製品の製造における各処理工程（冷却、粉砕、分級、安定化処

理）において他のスラグとの混合が考えられるが、ここでは、その効

果を見込まない。 

⑦  埋立処分されるスラグ量は、電気炉スラグの埋立等の実績約 8%* 2を基

に、発生するスラグの 10%が埋立処分されるとする。 

 

表１に示した「埋立作業のシナリオ」に対する線量の解析に使用したモ

デルは、クリアランスレベル報告書と同一である。ただし、「金属の再利

用に関するシナリオ」の解析と同様に、子孫核種の生成及び累積を考慮し、

最大線量を評価する期間を 100 年とした。 

また、埋立処分される際の一連の作業（積込み、運搬、埋立の作業）に

対する被ばく時間については、国土交通省土木工事積算基準（8）に示され

た標準作業量を参考に 1 日当たりの埋立量を 100 トン/日と設定し、これ

をもとに物量に依存した被ばく時間を推定することとし、20h/年(200 トン

                                               
* 1 ；クリアランス対象物（金属）は老廃スクラップ（市中で回収される使用済みの設備・機器）に相当す

るが、電炉メーカーでは老廃スクラップだけを溶融することはなく、自家発生スクラップなど他のスク

ラップ及び銑鉄等と混合して精錬している。電炉メーカーの実績によると、1 工場当たりのスクラップ

使用量は、約 60 万トンである（付属資料３参照）。クリアランス対象物 2 千トンが電炉 1 工場で使用さ

れた場合の混合割合は 0.003(=2 千トン/60 万トン)である。また、原子炉施設に係るクリアランスレベ

ルの評価では、スクラップ処理等に係るシナリオに対する混合割合を 0.1 と設定している。また、IAEA

の SRS No.44(6)では、鋳物工場の作業者に係るシナリオに対する混合割合を 0.02（吸入、摂取）、0.1（外

部）と設定している。これらを参考に、スクラップ処理等に係るシナリオの混合割合を 0.1 とする。 
*2 ;「鐵鋼スラグ協会、鉄鋼スラグ統計年報（平成 20 年 8 月）」の平成 19 年度鉄鋼スラグ生産・利用状

況(7)より、電気炉スラグの生成量は 381.7 万トンで、そのうち再利用は 352.0 万トン（92.2%）、埋立

等は 29.7 万トン（7.8%）である。 
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/100 トン×8hr/日)の被ばく時間を設定した。 

その他のパラメータについては、クリアランスレベル報告書のパラメー

タの設定値及び設定方法を基本とし、最新知見を考慮して解析に使用した

パラメータを決定した。そのパラメータ一覧を添付資料３に示す。 

 

スクラップ作業場
周辺環境へ

クリアランス対象物
(金属) の発生

2千トン/年

ウラン取扱施設
金属再利用処理

スクラップ
輸送

スクラップ
前処理

スクラップ
溶融・鋳造

製品
加工

イン
ゴット

ダスト

消費財・建築材と
しての再利用

建築材として
の再利用

スラグ

産業廃棄物

埋立作業 埋立処分
（スラグ）

「スラグの埋立処分のシナリオ 」

クリアランス時に

発生するが、保
守的にその希釈
は見込まない

「放射性廃棄物
でない廃棄物」が

電気炉スラグの埋立等の実績
8%*3を基に、発生する
が埋立処分されると仮定

スラグの10%

スラグ埋立量: 2百トン/年
(=2千トン× 10%）

クリアランス対象金属の全量

ことを想定

が流通過程で分配されず、
ある1つの電炉メーカーの工
場へ搬入される

溶融過程のスラグへの見かけ上の濃縮（濃縮比
10）とスラグへの各放射性核種の移行割合を考
慮し、スラグ中の放射能濃度を決定

溶融対象物量の約10%がスラグになると仮定*2

一般の金
属スクラッ
プの混合

（*3） 「鐵鋼スラグ協会、鉄鋼スラグ統計年報（平成20年8月）」の
平成19年度鉄鋼スラグ生産・利用状況より

（*2）スラグの発生割合は、鐵鋼スラグ協会(電気炉酸
化スラグ約7%)、IAEAのSS No.111-P-1.1(9) (10%)、クリ
アランスレベル報告書(10%)を参考に10%と設定した。

（*1）電炉メーカーでは老廃スクラップだけを溶融することはなく、自

家発生スクラップなど他のスクラップ及び銑鉄等と混合して精錬して
いる。電炉メーカーの実績によると1工場当たり60万トン/年のスク
ラップを使用している。混合割合は、0.003（=2千トン/60万トン）であ

る。原子炉施設に係るクリアランスレベルの評価では、スクラップ処
理等に係るシナリオに対する混合割合を0.1と設定している。また、
SRS No.44では、鋳造工場の作業者に係るシナリオに対する混合
割合を0.02（吸入、摂取）、0.1（外部）と設定している。

電炉メーカーでの実績、国内外のクリ
アランスレベル評価を参考に、他のス
クラップとの混入割合を0.1とする。*1

クリアランス対象物+他の物質 2万トン/年
スラグ発生量 2千トン/年(=2万トン×10%)

スラグ再利用のためのプ
ロセス過程で他のスラグ
の混入が考えられるが、
保守的にその希釈を見
込まない

 

図２ スラグの埋立処分のシナリオにおける物量・線源濃度の考え方 

 

４．埋立作業のシナリオの試算結果 

U-234、U-235、及び U-238 に対する「埋立作業のシナリオ」の被ばく線

量計算（クリアランス対象物中の放射能濃度を 1Bq/g とする線量計算）の

結果を、局所被ばくである皮膚被ばくを想定した評価経路とそれ以外の評

価経路に結果を分け、表２及び表３に示す。 

表２及び表３に示した U-234、U-235、及び U-238 に対する「埋立作業の

シナリオ」の最大線量は、「金属の再利用に関するシナリオ」の最大線量

と比較して、約 1/20 の線量となった。以上の解析結果から、再利用の溶

融に伴い発生するスラグの一部が産業廃棄物として埋立処分された場合

の操業作業のシナリオの線量は、「金属の再利用に関するシナリオ」に比

べて十分小さく、ウラン取扱施設に係るクリアランスレベルの評価対象と

して選定した「金属の再利用に関するシナリオ」を基本とするクリアラン

スレベル評価の中で包含できることを確認した。 
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表２ 埋立作業と金属の再利用に係る被ばく線量結果の比較 

（皮膚被ばく以外の評価経路） 

線量の
最大値*1

決定経路*2
線量の
最大値

決定経路
線量の
最大値

決定経路

埋立作業の
シナリオ（A）

0.33
積込み作業-吸入
埋立作業-吸入

0.41 埋立作業-外部 0.27
積込み作業-吸入
埋立作業-吸入

金属再利用の
シナリオ（B）

6.6
スラグ処理作業-
吸入

6.9
スラグ処理作業-
吸入

5.5
スラグ処理作業-
吸入

（A）／（B） 0.050 0.059 0.049

(*1)クリアランス対象物中の放射能濃度を1.0Bq/gとする線量計算で単位はμSv/年 per Bq/gである

(*2)決定経路は、各シナリオにおける線量が最大となる経路（皮膚被ばく以外の評価経路）である

シナリオ

U-234 U-235 U-238

 
 

表３ 埋立作業と金属の再利用に係る被ばく線量結果の比較 

（皮膚被ばく評価経路） 

線量の
最大値*1

決定経路*2
線量の
最大値

決定経路
線量の
最大値

決定経路

埋立作業の
シナリオ（A）

8.3E-03
積込み作業-皮膚
埋立作業-皮膚

2.0
積込み作業-皮膚
埋立作業-皮膚

3.1
積込み作業-皮膚
埋立作業-皮膚

金属再利用の
シナリオ（B）

0.16

積み下ろし作業-
皮膚、前処理作業
-皮膚、溶融・鋳
造作業-皮膚

40

積み下ろし作業-
皮膚、前処理作業
-皮膚、溶融・鋳
造作業-皮膚

61

積み下ろし作業-
皮膚、前処理作業
-皮膚、溶融・鋳
造作業-皮膚

（A）／（B） 0.052 0.050 0.051

(*1)クリアランス対象物中の放射能濃度を1.0Bq/gとする線量計算で単位はμSv/年 per Bq/gである

(*2)決定経路は、各シナリオにおける線量が最大となる経路（皮膚被ばくの評価経路のみ）である

シナリオ

U-234 U-235 U-238

 

 

５．スラグの埋立処分後のシナリオの検討 

「埋立処分後のシナリオ」に関しては、クリアランス後の再利用に伴い

発生するスラグを埋立処分した場合を想定し、クリアランス対象物起源の

処分場内のウランの放射能濃度の推定を行い、自然環境中のウランの放射

能濃度との比較により、その影響を以下の 2 つの具体的なシナリオにより

評価することとした。比較対象とするクリアランス対象物中のウランの放

射能濃度は、ウラン核種の組成を天然組成比と仮定した全ウランの放射能

濃度 1Bq/g とした。 

 

①年間の産業廃棄物埋立に占めるスラグの割合を考慮したシナリオ 

電炉メーカーから 1 年間に廃棄されるスラグ中に含まれる放射能濃度は

以下のとおりである。 

 

・ 電炉メーカーあたりの年間処理量；約 60 万トン 

・ このうちスラグの発生量；約 6 万トン 
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・ 埋立されるスラグ；約 6 千トン 

・ クリアランス対象物の処理量；年間 2 千トン（2×109Bq） 

・ クリアランス対象物を含むスラグ発生量；2 千トン（2×109Bq） 

・ 埋立されるスラグ量；2 百トン（2×108Bq） 

・ 埋立されるスラグ中の放射能濃度；0.033Bq/g（2×108Bq/6 千トン） 

 

また、産業廃棄物中に含まれるスラグの割合は以下のとおりである。 

 

・ 年間に最終処分される産業廃棄物の総量（平成 17 年度）(10);2400 万ト

ン 

・ 年間に埋立されるスラグ量（平成 17 年度）(7) ;22.6 万トン 

・ 年間に最終処分される産業廃棄物の総量に対する埋立されたスラグ量

の割合;約 0.01(0.0094) 

 

この数値が全国の産業廃棄物処分場で平均的な数値であると仮定する

と、産業廃棄物処分場に年間埋立されるクリアランス対象物起源のウラン

の放射能濃度は 0.00033Bq/g(0.033Bq/g×0.01)となる。 

なお、0.03Bq/g は、1 社からのものであるため、仮に数社同時にクリア

ランス対象物を搬出する場合についても考察する。 

他社のクリアランス対象物の物量は事業者の計画によると 1 万トンであ

る。事業者の計画では十年以上にわたり排出することが想定されているた

め、ここでは 10 年間で排出されるとし、年間千トン（総量；1×109Bq、埋

立される量；1×108Bq）の発生量を想定した場合、放射能濃度は上記濃度

の 1.5 倍となる((2×108Bq＋1×108Bq)／6 千トン×0.01＝0.0005Bq/g)。 

この濃度は、わが国のウランのバックグランド（重量濃度）の測定値(11)

を基にウラン核種の天然存在比及び比放射能から換算した全ウランの放

射能濃度の範囲（0.0029～2.15（平均 0.033）Bq/g）（付属資料１０参照）

と比べると、下限値より 1 桁低い数値となる。 

 

②１カ所の産業廃棄物処分場へ埋立されるシナリオ 

１カ所あたりの産業廃棄物処分場に当該廃棄物のみが埋立された場合

には以下のとおりである。 

 

・ 年間に最終処分される産業廃棄物の総量（平成 17 年度）(10)；2,400 万

トン 

・ 産業廃棄物処分場（平成 17 年度）(12)；2,335 カ所 

・ 1 カ所あたりの処分場に埋立される年間産業廃棄物量；約 1 万トン

（10,278 トン） 

 

1 万トンの産業廃棄物中に 1 カ所の電炉メーカーから排出されたスラグ
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廃棄物 6 千トンが含まれると仮定すると 1 処分場あたり年間 0.02Bq/g に

相当し（2×108Bq／1 万トン）、わが国における自然環境中のウランの変動

範囲（0.0029～2.15（平均 0.033）Bq/g) （付属資料１０参照）と比べる

と、ほぼ平均値付近の値である。 

本評価は 1 カ所の産業廃棄物処分場の年間受入量の 6 割を 1 つの電炉メ

ーカーからのスラグ廃棄物が占めるという評価であり、容量 10 万トンの

処分場について、操業開始から 10 年間継続して埋立される場合の濃度と

等価である。 

以上のことから、仮にクリアランス対象物が埋立されたことを想定して

も、産業廃棄物処分場における放射能濃度は産業廃棄物処分場に埋立され

ている平均的なスラグ量を考慮した場合はわが国の自然環境中のウラン

の放射能濃度の変動範囲の 1 桁低い濃度であり、1 カ所の処分場にクリア

ランス対象物に起因するスラグの全てが埋設された場合は平均値付近の

濃度となる。 
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U-232, U-236 に対するスラグの埋立処分のシナリオに関する検討 

 

日本原子力研究開発機構 

安全研究センター 

 

１．はじめに 

転換、濃縮、加工などのウランを取扱う施設（以下、「ウラン取扱施設」

という。）から発生するクリアランス対象物は、使用済みの設備・機器と

いった異物を含まない専ら金属であること（付属資料１参照）、また、わ

が国における近年の金属スクラップのほとんどが再利用されていること
(1)からウラン取扱施設から発生するクリアランス対象物の金属は、ほぼ

100%が再利用されると考えられる。 

こうした現状から、ウラン取扱施設に係るクリアランスレベルの試算で

は、金属の再利用の処理工程における様々な作業時の被ばくや再利用され

たインゴットやスラグなどを消費財や建築材として利用する人に対する

被ばくを想定した「金属の再利用に関するシナリオ」を評価シナリオとし

て選定した。また、ウラン取扱施設から発生するクリアランス対象物中に

含まれる放射性核種のうち、自然起源の放射性核種（U-234、U-235、U-238）

と人工起源の放射性核種（U-232、U-236）を評価対象として選定し、金属

の再利用に関するシナリオに対する線量評価から、クリアランスレベルを

算出した。 

本資料では、酸化スラグのほとんどが再利用されているものの還元スラ

グは、品質上の課題があり、酸化スラグに比べて再利用が進んでいない例

えば、(2)ことから、産業廃棄物として埋立処分される場合（「スラグの埋立処

分のシナリオ」）を想定し、使用済燃料の再処理により回収したウラン等

を取扱う施設から発生する人工起源の U-232、U-236 を対象にそのシナリ

オのクリアランスレベルに与える影響について検討した。 

 

２．評価シナリオ・評価経路 

溶融に伴い発生したスラグの埋立処分のシナリオとして、図１に示すよ

うに、埋立処分の「埋立作業のシナリオ」と「埋立処分後のシナリオ」の

2 つが挙げられる。 
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クリアランス
対象物(金属)

の発生

ウラン取扱施設 金属再利用処理

スクラップ
輸送

スクラップ
前処理

スクラップ
溶融・鋳造

製品
加工

運転、積み
下ろし作業

消費財
（日常時）

消費財
（就業時）

冷蔵庫、ベット、
フライパンなど

トラック、船舶、
机など

前処理作業

スラグ処理作業

イン
ゴット

ダスト

スクラップ作業場
周辺居住

スラグ駐車場

溶融・鋳造作業 加工作業

建築材
（日常時）

鉄筋、水道管

周辺居住
（成人・子供）

建築材
（就業時）

スラグ

産業廃棄物

埋立作業 埋立処分
（スラグ）

「金属の再利用に関する
シナリオ 」

スラグ再利用
92% ＊

スラグ産廃
8%＊

消費材として
の再使用

バルブなど

埋立作業のシナリオ：

埋立処分後のシナリオ積込み作業・運搬作業・
埋立作業

「スラグの埋立処分
のシナリオ 」

（＊） 「鐵鋼スラグ協会、鉄鋼スラグ統計年
報（平成20年8月）」の平成19年度鉄鋼スラ
グ生産・利用状況より

 

 

図１ ウラン取扱施設のクリアランスレベル評価におけるシナリオ概要 

 

 

原子力安全委員会による「原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴

って発生するもののうち放射性物質として取扱う必要のないものの放射

能濃度について」報告書(3)（以下、「クリアランスレベル報告書」という。）

では、クリアランス後に産業廃棄物としての埋立処分されるシナリオの評

価経路を対象としており、溶融に伴うスラグが産業廃棄物として埋立処分

される際の一連の評価経路も同じと考え、表１に示す 41 経路を解析の対

象とした。「埋立作業のシナリオ」は 41 経路のうち 10 経路であり、「埋立

処分後のシナリオ」に関しては、処分場の跡地利用と地下水による核種移

行のシナリオが含まれ、31 経路である。 
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表１ スラグの埋立処分のシナリオにおいて対象とした評価経路 

1 外部 直接線

2

3 粉塵吸入

4 直接経口

5 外部 直接線

6 内部 粉塵吸入

7 外部 直接線

8

9 粉塵吸入

10 直接経口

11 外部 土壌直接線

12

13 粉塵吸入

14 直接経口

15 土壌直接線 成人

16 土壌直接線 子供

17 粉塵吸入 成人

18 粉塵吸入

19 直接経口

20 外部 土壌直接線

21 内部 粉塵吸入

22 外部 土壌直接線

23 粉塵吸入

24 成人

25 子供

26 成人

27 子供

28 成人

29 子供

30 外部 土壌直接線

31 内部 粉塵吸入

32 外部 土壌直接線

33 粉塵吸入

34 成人

35 子供

36 成人

37 子供

38 成人

39 子供

40 成人

41 子供

No. 被ばく線源 被ばく形態 被ばく者シナリオ

跡
地
利
用

跡地で収穫され
た食物の摂取

内部

廃棄物混合土壌

内部

内部

廃棄物

廃棄物
混合土壌

農作物

皮膚

畜産物

皮膚

内部

皮膚

外部

養殖水

畜産物

淡水産物

井戸水 飲料水

飼育水

灌漑した
農地

消費者

灌漑水

畜産物

地
下
水
移
行

地下水利用

牧畜作業者
灌漑した

牧場

農作物

摂取
内部

積込み作業

運搬作業

埋立作業

建設作業

跡地での居住

跡地での農作業

跡地での牧畜作
業

農作業者

内部
子供

農作業者

牧畜作業者

消費者

消費者

埋
立
作
業

埋
立
処
分
後

作業者

運転手

作業者

内部

摂取

摂取

作業者

居住者

 

 

３．評価モデル・パラメータ 

わが国の金属スクラップの流通・再利用の実績を基に、スラグの埋立処

分のシナリオ評価における物量・線源濃度の設定の考え方を図２に示す。 
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スクラップ作業場
周辺環境へ

クリアランス対象物
(金属) の発生

2千トン/年

ウラン取扱施設
金属再利用処理

スクラップ
輸送

スクラップ
前処理

スクラップ
溶融・鋳造

製品
加工

イン
ゴット

ダスト

消費財・建築材と
しての再利用

建築材として
の再利用

スラグ

産業廃棄物

埋立作業 埋立処分
（スラグ）

「スラグの埋立処分のシナリオ 」

クリアランス時に
「

発生するが、保
守的にその希釈
は見込まない

放射性廃棄物
でない廃棄物」が

電気炉スラグの埋立等の
実績 8%*3を基に、発生す
るスラグの
分されると仮定

10%が埋立処

スラグ埋立量: 2百トン/年
(=2千トン× 10%）

クリアランス対象金属の全量
が
ある

ることを想定

流通過程で分配されず、
1つの電炉メーカーの工

場へ搬入され

溶融過程の
10）とスラグへの各放射性核種の移行割合を考
慮し、スラグ中の放射能濃度を決定

スラグへの見かけ上の濃縮（濃縮比

一般の金
属スクラッ
プの混合

（*3） 「鐵鋼スラグ協会、鉄鋼スラグ統計年報（平成20年8月）」の
平成19年度鉄鋼スラグ生産・利用状況より

（*2）スラグの発生割合は、鐵鋼スラグ協会(電気炉酸
化スラグ約7%)、IAEAのSS No.111-P-1.1(4) (10%)、クリ
アランスレベル報告書(10%)を参考に10%と設定した。

（*1）電炉メーカーでは老廃スクラップだけを溶融することはなく、自

家発生スクラップなど他のスクラップ及び銑鉄等と混合して精錬して
いる。電炉メーカーの実績によると1工場当たり60万トン/年のスク
ラップを使用している。混合割合は、0.003（=2千トン/60万トン）であ

る。原子炉施設に係るクリアランスレベルの評価では、スクラップ処
理等に係るシナリオに対する混合割合を0.1と設定している。また、
SRS No.44では、鋳造工場の作業者に係るシナリオに対する混合
割合を0.02（吸入、摂取）、0.1（外部）と設定している。

電炉メーカーでの実績、国内外のクリ
アランスレベル評価を参考に、他のス
クラップとの混入割合を0.1とする。*1

1カ所あたりの処
分場に埋立される
年間産業廃棄物
量約1万トン *4の
うちスラグ2百トン
/年が
継続して

こ
とを想定

（*4）環境省、産業廃棄物の排出及び処理状況（平成17年度）による年間産業廃
棄物総量2400万トンと、環境省、産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理
業の許可に関する状況（平成17年度）による産業廃棄物処分場数2335ヶ所から

推定した

溶融対象物量の約10%がスラグになると仮定*2

全て10年間
１カ所の

産業廃棄物処分
場に埋立される

クリアランス対象物+他の物質 2万トン/年
スラグ発生量 2千トン/年(=2万トン×10%)

スラグ再利用のためのプ
ロセス過程で他のスラグ
の混入が考えられるが、
保守的にその希釈を見
込まない

 

 

図２ スラグの埋立処分のシナリオにおける物量・線源濃度の考え方 

 

ウラン取扱施設から発生する当面 10 年間で発生するクリアランス対象

物量のうち人工起源の放射性核種に汚染された物量は、付属資料４の「ウ

ランを取扱施設の回収ウラン等に係る放射能濃度」によると日本原子力研

究開発機構（JAEA）の人形峠環境技術センター0.7 万トン、新金属協会核

燃料加工部会 0.015 万トン（年間）であり、自然起源の放射性核種に汚染

されたクリアランス対象物量の最大 2.2 万トン（日本原燃株式会社（JNFL）

の六ヶ所ウラン濃縮工場による）を下回る。クリアランスレベル試算にお

ける物量の設定は、物量に依存した被ばく時間や線源濃度の設定の上でよ

り大きな物量設定の方が保守的となることから、人工起源の試算において

も付属資料７の「ウラン取扱施設に係るクリアランスレベルの試算」の自

然起源の U-234、U-235、U-238 を対象に設定した 2 万トンと同じとした。 

また、図２に示した「スラグの埋立処分のシナリオ」での物量の設定や

線源濃度の算出の方法は、付属資料７の自然起源のU-234、U-235、U-238

を対象としたものと全く同じとした。ただし、スラグの「埋立処分後のシ

ナリオ」において必要となる処分場内の放射能濃度の推定の条件は、添付

資料４の「金属スラグの埋立後の放射能濃度の評価に係るシナリオの整

理」にある自然起源のU-234、U-235、U-238 を対象に設定した「年間の産
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業廃棄物埋立に占める平均的なスラグの割合を考慮したシナリオ」と「1

カ所の産業廃棄物処分場へ埋立されるシナリオ」の 2 つのケースが想定さ

れるが、U-232 及びU-236 に対する計算では保守的な濃度となる後者のケ

ースを設定する。具体的には図２に示すように、1 カ所あたりの処分場に

埋立される年間産業廃棄物量約 1 万トン* 1のうちクリアランス対象物から

発生するスラグ 2 百トン/年が全て 10 年間継続して１カ所の産業廃棄物処

分場に埋立されることを想定し、処分場容量は 10 万トン、スラグ処分量

は 2 千トンと設定した。また、わが国の一般産業廃棄物処分場に関する平

成 18 年度の統計データ（環境省）（7）から、この処分場容量に対する処分

場サイズを 100m×100m×5mと設定した。 

表１に示した「埋立作業のシナリオ」及び「埋立処分後のシナリオ」に

対する線量の解析に使用したモデルは、「クリアランスレベル報告書」と

同一である。ただし、「金属の再利用に関するシナリオ」の解析と同様に、

子孫核種の生成及び累積を考慮し、「埋立作業のシナリオ」では最大線量

を評価する期間を 100 年とした。「埋立処分後のシナリオ」の評価する期

間については、クリアランス後の最大となる線量があらわれる時間まで評

価するものとする。U-232 と U-236 の子孫核種の生成については、クリア

ランス対象物量中の U-232 と U-236 の初期濃度 1Bq/g を仮定し子孫核種の

濃度を計算すると、図３に示すように時間経過により大きく傾向が異なる。

半減期 69 年の U-232 は約 10 年で子孫核種である半減期 1.9 年の Th-228

と放射平衡状態に達し、その後 U-232 とともに減衰するため、「埋立処分

後のシナリオ」の最大線量となる時間はほぼ 10 年程度であると予想され

る。 
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図３ クリアランス対象物量中の U-232, U-236 初期濃度 1Bq/g 

としたときの放射能濃度の経時変化 

                                               
* 1 ；環境省行政資料の産業廃棄物の排出・処理状況（平成 17 年度） (5)による年間産業廃棄物総量 2,400

万トンと産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況（平成 17 年度） (6)による

産業廃棄物処分場数 2,335 ヶ所から推定した。 

 付属資料９－５



一方 U-236 については、U-236 から生成する半減期 1.4E+10 年の Th-232

の濃度増加の経時変化は緩やかであり、1E+7 年以降に最大となる Th-232

の放射能濃度は U-236 よりも 3 桁程度低い 0.0017Bq/g となる。よって、

スラグ埋立処分後のシナリオでは、Th-232 以降の子孫核種の線量影響は相

対的に小さく U-236 のみからの線量寄与が支配的であると予想される。 

また、任意の産業廃棄物としての埋立処分場は隆起・侵食や降雨の浸透

などの長期にわたる様々な現象により放射性核種が分散し、現実的には埋

立処分場内の放射能濃度は図３に示した濃度変化に比べてより早く低下

すると考えられる。こうしたことから、U-236 に対するスラグ埋立処分後

のシナリオの評価では、以下の解析ケースを設定した。 

・ ケース A： U-236 のみからの線量寄与を想定したケース 

・ ケース B： Th-232 以降の子孫核種の生成を考慮し、その際に、処分

場跡地利用のシナリオの長期的評価の前提条件として、処分場からの

放射性核種の漏えいを現実的に考慮するケース 

・ ケース C： Th-232 以降の子孫核種の生成を考慮し、その際に、処分

場跡地利用のシナリオの長期的評価の前提条件として、全く処分場か

らの放射性核種の漏えいを考慮しないケース 

 

 U-236 に対するスラグ埋立処分後のシナリオの評価では、ケース A の解

析によりそのシナリオの評価は十分であると考えられるものの、念のため

Th-232 以降の子孫核種の生成を考慮に入れた解析としてケース B とケー

ス C を設定した。1E+7 年という長期にわたる処分場及びその周辺の状態を

一意に決めることはできないことから、ケース B 及びケース C のような処

分場跡地利用のシナリオの評価の前提条件の違いのケースを設定した。な

お、ケース B の処分場跡地利用のシナリオにおける放射性核種の漏えいの

条件は、地下水による核種移行のシナリオの条件と同じとした。 

また、廃棄物物量や処分場サイズ以外のパラメータのうち、埋立処分さ

れる際の一連の操業作業（積込み、運搬、埋立の作業）に対する被ばく時

間については、国土交通省土木工事積算基準（8）に示された標準作業量を

参考に 1 日当たりの埋立量を 100 トン/日と設定し、これをもとに物量に

依存した被ばく時間を推定することとし、20h/年(200 トン/100 トン×8hr/

日)の被ばく時間を設定した。 

その他のパラメータについては、クリアランスレベル報告書のパラメー

タの設定値及び設定方法を基本とし、最新知見を考慮して解析に使用した

パラメータを決定した。そのパラメータ一覧を添付資料３に示す。 

 

４．スラグの埋立処分のシナリオの解析結果 

ウラン取扱施設から発生する人工起源の 2 核種（U-232、U-236）に対す

るスラグの埋立処分のシナリオ（41 経路）の被ばく線量計算（クリアラン

ス対象物中の放射能濃度を１Bq/g とする線量計算）を行った。U-236 に対
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する処分場跡地利用のシナリオの線量の経時変化を図４に示す。この図は、

主要経路として、処分場跡地利用のシナリオに関する 17 の評価経路の中

で、外部、吸入、及び経口摂取による被ばく経路の線量がそれぞれ最大と

なる 3 経路を選択した結果であり、ケース A～C の比較を示している。 

処分場跡地利用のシナリオの中で最大線量を示す経路は、どのケースに

おいても居住者（子供）の直接経口摂取経路であり、U-236 のみからの線

量寄与により処分場跡地利用の評価開始時点の 10 年が最大である。処分

場からの放射性核種の漏えいを全く考慮しないケース（ケース C）では、

U-236 から生成される Th-232 以降の子孫核種の線量影響は特に外部被ば

く経路で顕著に表れているものの、最大線量を示す居住者（子供）の直接

経口摂取経路の線量を上回らない結果となった。一方、処分場からの放射

性核種の漏えいを現実的に考慮したケース（ケース B）では、Th-232 以降

の子孫核種の線量影響はほとんどみられない結果となった。よって、U-236

以下の子孫核種の生成を考慮したケース（ケース B と C）の結果は、U-236

単独による最大線量の結果と違いはなく、長期的に見ても U-236 のみから

の線量寄与が支配的であるといえる。 

次に、U-232、U-236 の 41 経路に対する線量の計算結果を基に、線量の

めやす値（皮膚被ばく経路：50mSv/年、それ以外の評価経路：10μSv/年）

に相当するクリアランス対象物中の放射能濃度を求めた。その結果を表２

に示す。スラグの埋立処分のシナリオの中での決定経路に対する線量のめ

やす値相当の放射能濃度は、U-232 では 0.65Bq/g（居住者（子供）の外部

被ばく経路）、U-236 では 33Bq/g（操業積込み、埋立作業時の吸入被ばく

経路）となった。 

さらに、「金属の再利用に関するシナリオ」における線量のめやす値に

相当する放射能濃度との比較を行い、その結果を表３に示す。U-232 及び

U-236 ともに、スラグの埋立処分のシナリオに対する線量のめやす値相当

の放射能濃度は、金属の再利用に関するシナリオに対する放射能濃度より

もそれぞれ約 3 倍、約 20 倍高くなった。このことから、U-232 及び U-236

に対するスラグの埋立処分のシナリオは、ウラン取扱施設に係るクリアラ

ンスレベルの評価対象として選定した金属の再利用に関するシナリオを

基本とするクリアランスレベル評価の中で包含できることを確認した。 
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（a）U-236 単独                  （b）U-236 の子孫核種考慮 

（放射性核種の漏えいあり） 
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（c）U-236 の子孫核種考慮（放射性核種の漏えいなし） 

 

図４ U-236 に対する埋立処分後の跡地利用のシナリオの線量影響 

 

 付属資料９－８



 

表２ スラグの埋立処分のシナリオの線量のめやす値に相当する放射能濃度（1/4） 

跡地利用
建設作業

廃棄物混合土壌

外部 皮膚 内部 内部 外部 内部 外部 皮膚 内部 内部 外部
直接線 粉塵吸入 直接経口 直接線 粉塵吸入 直接線 粉塵吸入 直接経口 直接線

作業者

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 U232 1.2E+01 1.1E+04 3.8E+00 6.0E+01 5.4E+00 - 3.1E+00 1.1E+04 3.8E+00 6.0E+01 5.9E+00
2 U-236（*1） 4.0E+05 1.3E+07 3.3E+01 5.4E+02 1.8E+05 - 9.6E+04 1.3E+07 3.3E+01 5.4E+02 1.8E+05
3 U-236（*2） 4.0E+05 1.3E+07 3.3E+01 5.4E+02 1.8E+05 - 9.6E+04 1.3E+07 3.3E+01 5.4E+02 1.8E+05
4 U-236（*3） 4.0E+05 1.3E+07 3.3E+01 5.4E+02 1.8E+05 - 9.6E+04 1.3E+07 3.3E+01 5.4E+02 2.0E+03

(*1)；放射性核種の漏えいなし、子孫核種が生成しないとしたケース（ケースA）
(*2)；放射性核種の漏えいあり、子孫核種の生成を考慮したケース（ケースB）
(*3)；放射性核種の漏えいなし、子孫核種の生成を考慮したケース（ケースC）

クリアランスレベルを算出するための線量のめやす値に相当する放射能濃度 (Bq/g)
埋立

放射性核種/経路No.

被ばく形態

作業者

積込み作業

被ばく者
作業者

運搬作業
廃棄物

埋立作業

運転手

被ばく線源
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表２ スラグの埋立処分のシナリオの線量のめやす値に相当する放射能濃度（2/4） 

跡地での牧畜作業

皮膚 内部 内部 外部 外部 内部 内部 内部 外部 内部 外部
粉塵吸入 直接経口 直接線 直接線 粉塵吸入 粉塵吸入 直接経口 直接線 粉塵吸入 直接線

牧畜作業者
成人 子供 成人

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 U232 2.6E+04 9.2E+00 3.8E+02 8.5E-01 6.5E-01 6.5E+01 8.8E+01 4.9E+00 4.9E+00 1.5E+01 4.9E+00
2 U-236（*1） 3.2E+07 7.9E+01 1.3E+03 2.6E+04 2.0E+04 9.3E+02 1.3E+03 6.6E+01 1.5E+05 1.3E+02 1.5E+05
3 U-236（*2） 3.2E+07 7.9E+01 1.3E+03 2.6E+04 2.0E+04 9.3E+02 1.3E+03 6.6E+01 1.5E+05 1.3E+02 1.5E+05
4 U-236（*3） 9.5E+06 7.9E+01 1.3E+03 2.9E+02 2.2E+02 9.3E+02 1.3E+03 6.6E+01 1.7E+03 1.3E+02 1.7E+03

(*1)；放射性核種の漏えいなし、子孫核種が生成しないとしたケース（ケースA）
(*2)；放射性核種の漏えいあり、子孫核種の生成を考慮したケース（ケースB）
(*3)；放射性核種の漏えいなし、子孫核種の生成を考慮したケース（ケースC）

被ばく線源

被ばく形態

建設作業
廃棄物混合土壌

クリアランスレベルを算出するための線量のめやす値に相当する放射能濃度 (Bq/g)
跡地利用

跡地での居住 跡地での農作業

放射性核種/経路No.

居住者 農作業者
子供

被ばく者
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跡地での牧畜作業

灌漑した牧場 灌漑した牧場
内部 外部 内部 外部 内部

粉塵吸入 直接線 粉塵吸入 直接線 粉塵吸入
牧畜作業者 牧畜作業者 牧畜作業者

成人 子供 成人 子供 成人 子供
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 U232 1.5E+01 6.1E+01 4.1E+01 2.2E+02 1.5E+02 4.0E+02 9.7E+02 3.5E+03 1.1E+04 3.5E+03 1.1E+04
2 U-236（*1） 1.3E+02 4.0E+02 2.6E+02 1.4E+03 9.1E+02 2.4E+03 5.3E+03 3.6E+07 3.1E+04 3.6E+07 3.1E+04
3 U-236（*2） 1.3E+02 4.0E+02 2.6E+02 1.4E+03 9.1E+02 2.4E+03 5.3E+03 4.0E+06 3.1E+04 4.0E+06 3.1E+04
4 U-236（*3） 1.3E+02 4.0E+02 2.6E+02 1.4E+03 9.1E+02 2.4E+03 5.3E+03 4.0E+06 3.1E+04 4.0E+06 3.1E+04

(*1)；放射性核種の漏えいなし、子孫核種が生成しないとしたケース（ケースA）
(*2)；放射性核種の漏えいあり、子孫核種の生成を考慮したケース（ケースB）
(*3)；放射性核種の漏えいなし、子孫核種の生成を考慮したケース（ケースC）

農作物

放射性核種/経路No.

被ばく者

跡地利用

被ばく線源

クリアランスレベルを算出するための線量のめやす値に相当する放射能濃度 (Bq/g)

地下水利用
地下水移行

井戸水
跡地で収穫された食物の摂取

灌漑水

摂取
消費者

摂取

畜産物

消費者 農作業者

廃棄物混合土壌

内部被ばく形態 内部
灌漑した農地飲料水

 

成人 子供 成人 子供 成人 子供 成人 子供
34 35 36 37 38 39 40 41

1 U232 7.2E+02 6.8E+02 2.7E+03 1.9E+03 1.8E+04 1.3E+04 1.3E+05 1.1E+05 6.5E-01 16 跡地（居住-外部-子供）
2 U-236（*1） 2.5E+03 1.8E+03 1.3E+04 8.5E+03 1.1E+05 6.9E+04 8.4E+05 6.4E+05 3.3E+01 3, 9 埋立（積込み-吸入、埋立-吸入）
3 U-236（*2） 2.5E+03 1.8E+03 1.3E+04 8.5E+03 1.1E+05 6.9E+04 8.4E+05 6.4E+05 3.3E+01 3, 9 埋立（積込み-吸入、埋立-吸入）
4 U-236（*3） 2.5E+03 1.8E+03 1.3E+04 8.5E+03 1.1E+05 6.9E+04 8.4E+05 6.4E+05 3.3E+01 3, 9 埋立（積込み-吸入、埋立-吸入）

(*1)；放射性核種の漏えいなし、子孫核種が生成しないとしたケース（ケースA）
(*2)；放射性核種の漏えいあり、子孫核種の生成を考慮したケース（ケースB）
(*3)；放射性核種の漏えいなし、子孫核種の生成を考慮したケース（ケースC）

クリアランスレベルを算出するための線量のめやす値に相当する放射能濃度 (Bq/g)
地下水移行
地下水利用

灌漑水

摂取
内部

消費者

被ばく線源

被ばく形態

放射性核種/経路No.

被ばく者

スラグの埋立処分のシナリオに係る結果飼育水 養殖水
淡水産物農作物 畜産物

最小値

最小値となる経路

No. 経路

表２ スラグの埋立処分のシナリオの線量のめやす値に相当する放射能濃度（3/4） 

表２ スラグの埋立処分のシナリオの線量のめやす値に相当する放射能濃度（4/4） 

 

 

 



表３ スラグ埋立処分と金属の再利用に係る線量のめやす値に相当する

放射能濃度の比較 

最小値*1 経路*2 最小値 経路

1 U-232 6.5E-01 跡地利用（居住-外部-子供） 1.9E-01 スラグ処理-吸入 3.4

2 U-236 *3 3.3E+01 埋立（積込み-吸入、埋立-吸入） 1.7E+00 スラグ処理-吸入 19

(*1)線量のめやす値に相当する放射能濃度（Bq/g)

(*3)U-236はケースA（漏えいなし、子孫核種を考慮しない場合）の値を示している。

(A) / (B)

(*2)経路は、各シナリオにおける線量のめやす値に相当する放射能濃度が最小となる経路である。

No.
放射性
核種

埋立処分のシナリオ (A) 金属再利用のシナリオ (B)
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環境中のウラン濃度 

 

日本原子力研究開発機構 

 

 ウランは広く自然環境中に存在する放射性核種であるとともに、一

部の日用品や工業製品にも有意に含まれている。環境中の固体状物質

中に含まれる U-238 濃度を表１及び図１に示す。表１及び図１では、

国連科学委員会（UNSCEAR）への報告値(1)と比較できるよう U-238 の濃

度（Bq/g）で整理しているが、全ウラン濃度（Bq/g）としては約 2 倍

の値となる。 

環境中のウラン濃度に係る代表的な全国調査としては、日本分析セ

ンター、放射線医学総合研究所、産業技術総合研究所によるものがあ

る。 

日本分析センターによって実施された調査(2)は、主に原子力施設の

立地県を対象に放射能水準調査として毎年継続して実施されている。 

放射線医学総合研究所によって実施された調査(3)は、農作物への核

種の移行係数の把握を目的に、主に農地土壌を対象に実施されている。 

産業技術総合研究所による調査(4)は、日本の国土に存在する自然由

来の元素の濃度のバックグラウンドを把握することを目的に、全国各

地から代表性のある 3,024 地点（10km2 当たり 1 点）が選定され実施さ

れたものである。その調査結果は「日本の地球化学図」として取りま

とめられ、位置情報とともに、全ての濃度データ（ppm）が一般に公開

されている。 

各調査の位置づけ、目的、規模（調査地点数）などを鑑み、ウラン

のバックグラウンドとしては、「日本の地球化学図」を参照することと

した（図２）。「日本の地球化学図」には全ウランの重量濃度（ppm）が

示されている。クリアランス対象物（金属）の一部（例えば、スラグ）

が埋立処分された場合の影響の検討に資するため、ウラン核種の天然

存在比（wt%）及び比放射能（Bq/g）を用いて全ウランの放射能濃度

（Bq/g）に換算して整理した（図３）。これによると、日本の自然環境

中の全ウラン濃度（放射能濃度）の変動範囲は 0.0029～2.15（平均

0.033）Bq/g である。 
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表１ 環境中の固体状物質中の U-238 濃度（放射能濃度） 

U-238濃度(Bq/g)*1 出典

土壌等 UNSCEAR報告書（世界） 0～0.69 (1)

UNSCEAR報告書（日本） 0.002～0.059 (1)

日本分析センター、
「日本の環境放射能と放射線」

0～4.6 (2)

放射線医学総合研究所 0.002～0.057 (3)

産業技術総合研究所、
「日本の地球化学図」

0.0014～1.06 (4)

コンクリート 世界のコンクリートブロック 0.033～0.44 (5)

金属 国内の炭素鋼 1.0E-05～1.3E-04 (6),(7)

国内のステンレス鋼 0～2.5E-04 (6),(7)

国内の鉛 1.4E-04～1.6E-04 (6)

国内のアルミニウム 0.005～0.067 (6),(7)

日用品 陶器（湯飲） 0.026～0.039 (6)

ガラス製品（コップ） 0.0017～0.062 (6)

カメラレンズ 0.0012～0.0064 (6)

肥料（家庭園芸用、農業用） 0.000045～0.66 (6)

塗料 0.011～0.013 (6)

ＤＩＹ商品（セメント、ブロック等） 0.0056～0.62 (8)

ガーデニング商品（肥料、ポット等） 0.0067～1.6 (8)

NORM消費財 掛け布団 0.043, 0.26 (9)

肌着 1 (9)

腹巻 0.94, 5.4 (9)

リストバンド 0.011, 8.8 (9)

靴下 0.7 (9)

靴中敷 0.085, 0.31, 0.42 (9)

ブレスレット 1.7 (9)

家庭用温泉器 10, 34 (9)

マイナスイオンシール 0.67 (9)

壁紙塗布材 0.58 (9)

Th入りタングステン溶接電極 0.012 (9)

船底塗料 12 (9)

マフラー触媒 3.3 (9)

研磨剤 0.2 (9)

（参考） ウラン鉱床（世界） 10～300 (5)

項　目

 
* 1 ； 元 文 献 に お い て 重 量 濃 度 (ppm) で 示 さ れ て い る も の は 、 ウ ラ ン 核 種 の 天 然 存 在 比 (wt%) 及 び 比 放 射 能

(Bq/g)を用 いて U-238 の放 射 能 濃 度 (Bq/g)に換 算 した。全 ウラン濃 度 は約 2 倍 の値 。 
*2；自 然 起 源 の放 射 性 核 種 ( N atural ly O ccurring R adioactive M aterials)を有 意 な量 を含 む一 般 の消 費 財 。 
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10-4

UNSCEAR報告書（日本）

日本分析センター、「日本の環境放射能と放射線」

放射線医学総合研究所

産業技術総合研究所、「日本の地球化学図」
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図１ 環境中の固体状物質中の U-238 濃度（放射能濃度） 
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U

試料数 N 3024

平均値 Average 1.41 ppm

中央値 Median 1.29 ppm

最大値 Maximum 86.2 ppm

最小値 Minimum 0.116 ppm

標準偏差 SD 0.698 ppm

 

図２ 日本の地球化学図(2) 
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範囲 0.0029～2.15（Bq/g）
平均 0.033（Bq/g）

「日本の地球化学図」の全ウランの重量濃

度(ppm)データをもとに、ウラン核種の天然

存在比(wt%)及び比放射能(Bq/g)を用いて

全ウランの放射能濃度(Bq/g)に換算。

 

図３ 日本の自然環境中の全ウラン濃度（放射能濃度）の変動範囲 
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クリアランスレベル以下であることの判断の基準に関する検討 

 

 

 

 本資料は複数の自然起源の放射性核種や、それらと複数の人工起源の放

射性核種の付着が想定されるものについて、クリアランスレベル以下であ

ることの判断（人工起源の放射性核種を含めた分数和評価／個別評価）の

基準を検討したものである。検討に当たっては、これを定めるうえで考慮

すべき事項として、①国際的整合性、②規制免除レベル等の他の判断基準

との整合性について調査・検討を行った。 

 

１．クリアランスレベル以下であることの判断の基準に関する国際的整合

性 

 クリアランスレベル以下であることの判断の基準に係る国際原子力機

関(IAEA)の安全指針及び海外の代表的な判断方法について以下に述べる。 

 

（１）RS-G-1.7(1)における自然起源の放射性核種に係る規定 

 規制除外の概念を使用して導出された自然起源の放射性核種のための

放射能濃度について、K-40 以外の自然起源の放射性核種について 1Bq/g

と定め、これらの値は､永続平衡状態にある自然崩壊連鎖、すなわち、U-238､

U-235、Th-232 を先頭とする崩壊連鎖に対して、与えられた値を崩壊連鎖

の親核種に適用することが有効であり、これらの値は､連鎖中の個々の崩

壊生成物又は例えば Ra-226 を親核種とする連鎖のように、連鎖の一部分

の筆頭に対して個別に使用することができるとしている｡ 

 また、自然起源の放射性核種の混合物については、個々の放射性核種の

放射能濃度は、与えられた放射能濃度値を下回るべきであるとし、個々に

判断している｡ 

 さらに、人工起源の放射性核種の混合物を含む物質については、(1)式

を使用すべきとし、自然起源と人工起源の両方の放射性核種の混合物に関

しては、両方の条件が満たされるべきであるとしている。 

1
)(1

≤∑
=

n

i i

iC
放射能濃度

 

(1) 

 

ここで Ci は、物質中の i 番目の人工起源の放射性核種の放射能濃度

（Bq/g）であり、(放射能濃度)  i はその物質中の放射性核種 i に対する放

射能濃度であり、n は存在する放射性核種の数である。 

 

（２）EURATOM の規定 
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 欧州原子力共同体(EURATOM)の RP-122(2)においては、自然起源の放射性

核種も含めクリアランスレベルが記載されており、評価期間 100 年に限定

して 10μSv/年をベースに導出したものであるので、混合物に対しては、

自然起源の放射性核種も含めて(1)式による制限を行っている。ただし、

自然起源の放射性核種による被ばくが顕著に増加する場合にはそのよう

な場合に応じて判断することになっている。 

 

（３）ドイツの規定 

EURATOM の上記規定を勘案した国内規制の放射線防護令(3)に、自然起源

の放射性核種も含めた無条件クリアランスレベル及び条件つきクリアラ

ンスレベルが記載されている。これらの値は 10μSv/年の線量基準に基づ

いて導出した値であり、混合物に対しては自然起源の放射性核種も含め、

(1)式による制限を行っている。 

 

２．規制免除レベル等の他の判断基準との整合性 

規制免除レベルや自然線源による被ばく評価に係る判断基準との整合

性について以下に述べる。 

 

（１）放射線障害防止法における規制免除レベル 

文部科学省告示「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」(4)に

おいて、規制免除となる放射線を放出する同位元素の数量及び放射能濃度

が定められているが、ウラン及びトリウムについては、具体的に規定され

ていない。ただし、規定されている放射性核種については、下記の BSS(5)

の考え方と同じような(2)式に基づく分数和による制限が行われている。 

 

（２）BSS「付則Ⅰ免除及びクリアランス」の規定 

BSS は現在改定作業が行われているが、規制免除レベルに係る部分は現

行の BSS と実質的な変更はない。ここでは規制免除レベルとして放射能濃

度と放射能量のいずれか一方が下記値を越えないものとして、人工起源と

自然起源の放射性核種の双方について具体的に規定されている。 

ウラン核種に対する規制免除レベルを表１に示す。 
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表１ BSS のウラン核種の規制免除レベル 
 放射能濃度（Bq/g） 放射能量（Bq） 

1 U-230b １×101 １×105 

2 U-231 １×102 １×107 

3 U-232 b １×100 １×103 

4 U-233 １×101 １×104 

5 U-234 １×101 １×104 

6 U-235 b １×101 １×104 

7 U-236 １×101 １×104 

8 U-237 １×102 １×106 

9 U-238 b １×101 １×104 

10 U-nat b １×100 １×103 

11 U-239 １×102 １×106 

12 U-240 １×103 １×107 

13 U-240 b １×101 １×106 

b：線量計算において下記の子孫核種の影響を考慮しているので、親核種のみが対象 

U-230： Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 

U-232： Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

U-235： Th-231 

U-238： Th-234, Pa-234m 

U-nat： Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214,  

Po-214,Pb-210, Bi-210, Po-210 

U-240： Np-240m 

 

また、BSS の改訂案(6)においては、人工起源、自然起源の放射性核種を

問わず混合物に対しては、下記の式で評価することが明記されている。 

 

  Xm 混合物の免除レベルの放射能量あるいは放射能濃度 

      

∑
=

= n

i

m

iX
if

X

1 )(
)(

１
 

(2) 

 

  f(i) 放射性核種 iの放射能量あるいは放射能濃度の割合 

  X(i) 放射性核種 iの規制免除レベルの放射能量あるいは放射能濃度 

   n 混合物の放射性核種の数 

 

 U-234、U-235、U-238の自然起源の放射性核種のクリアランスレベルは１．

（１）項で示したRS-G-1.7の値に基づけば1Bq/gであるので、BSSではその10

倍の放射能濃度が規制免除レベルに設定されているが、例えばこれらの混合

物に対しては個別の放射性核種ではなく(2)式を適用することになっている

ので、必ずしも10倍の放射能濃度に相当しない。  

 ただし、BSSの自然起源の放射性核種の規制免除レベルは消費者製品、放

射線源（Ra-226、Po-210等）あるいは化学元素としての特性の利用以外には

適用しないことになっており、一般のクリアランス物には適用されるもので
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はない。 

 

（３）自然線源による被ばくの規定 

 放射性廃棄物の被ばく評価においては、自然起源と人工起源の放射性核種

を区別することなく、全ての放射性核種の影響を総合的に評価するのが一般

的であるが、現在改訂が進められているBSS(6)「計画被ばく状況」において

は、RS-G-1.7の規制除外の概念の規定を受けて自然線源による被ばくについ

て下記の規定がある。 

 「自然線源による被ばくは通常は既存被ばく状況と見做さなければならな

いが、（中略）計画被ばく状況の要件を自然線源による下記の被ばくに適用

する。 

 (a) 食品、飼料、飲料水、農業用肥料及び土壌改良剤以外の物質、建築資

材及び環境中に残存するU-238及びTh-232の親核種の崩壊連鎖の中のいずれ

かの放射性核種の放射能濃度が1Bq/g以上あるいはK-40の放射能濃度が

10Bq/g以上である物質による3.1項にて規定されている関連活動における被

ばく。（略）」 

 すなわち、放射能濃度が1Bq/g以下のウランの自然線源による被ばくは評

価の対象外となっている。 

 

３．想定されるクリアランス検認手法との整合性等 

（１）想定される放射性核種 

 クリアランス対象物のウラン核種組成及び不純物は、「ウラン廃棄物の処

分及びクリアランスに関する検討書」(7)によると表２のように想定されてい

る。 

 これによると、主な対象物は5%以下の濃縮ウランであり、回収ウランに含

まれる主な人工起源の放射性核種はU-232とU-236である。特に回収ウランの

U-232の濃度は10ppb以下と規定されており、5%濃縮商業用グレードウランの

濃度よりも2桁程度高くなる可能性がある。  
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表２ クリアランス対象物に係るウラン核種組成及び不純物の想定 

天然ウラン
核種別放
射能濃度
（Bq/gU)

5%濃縮ウ
ラン核種別
放射能濃
度（Bq/gU)

0.45%劣化
ウラン核種
別放射能

濃度
（Bq/gU)

商業用天
然ウラン核
種別放射
能濃度
（Bq/gU)

5%濃縮商
業用グ

レードウラ
ンの核種
別放射能

濃度
（Bq/gU)

再転換・成型加
工事業者の未

照射ウランの受
入仕様と不純
物濃度試算値
(記載ない場合
はBq/gU以下)

ウラン転換に
おける再処

理回収ウラン
の受入仕様
(記載ない場
合はBq/gU

以下)

濃縮施設に
おける再処

理回収ウラン
の受入仕様
(記載ない場
合はBq/gU

以下)
表2.1.4-6及び
表2.1.4-7より

抜粋

表2.1.4-8の仕
様１より抜粋

表2.1.4-8の仕
様２より抜粋

表2.1.4-9
より抜粋

表2.1.4-10
より抜粋

U-232 8.28E+00 8.28E+01
（0.1ppb相当）

0.1ppb以下
（Ｕﾍﾞｰｽ）

10ppb以下
（Ｕﾍﾞｰｽ）

10ppb以下
（Ｕﾍﾞｰｽ）

1.8ppb以下 1.2ppb以下

U-234 1.24E+04 9.67E+04 7.29E+03 1.34E+04 1.27E+05 0.027%以下

U-235 5.70E+02 4.01E+03 3.61E+02 5.69E+02 4.00E+03 1.3%以下
0.9%以上
1.3%以下

U-236 4.79E+01 1.20E+03 0.4%以下
U-238 1.24E+04 1.19E+04 1.24E+04 1.24E+04 1.18E+04
U合計 2.53E+04 1.13E+05 2.01E+04 2.64E+04 1.44E+05
U(α） 1.44E+05以下 3.6E+05以下 3.3E+05以下

Np-237 4.4E-03 0.1以下 0.1以下
Np（α） 66.7以下 0.096以下
Pu-238 1.9E-03
Pu-239 1.4E-04
Pu-240 2.4E-04
Pu-241 5.3E-02
Pu（α） 0.1以下 0.1以下 5.61以下 0.1以下
Pu(β） 9以下 3以下
Am（α） 33.3以下 0.32以下
Cm（α） 33.3以下
Zr-95 37以下

Tc-99 6.28E-01 6.28E+00
10ppb以下
（Uﾍﾞｰｽ）

14以下 10以下

Nb-95 37以下 13以下
Ru-106 3.2 20以下 10以下 194以下 100以下
Sb-125 1.7 2以下 2以下 37以下
Cs-137 37以下
Ce-144 37以下

再転換・成型加工事業者の再処
理回収ウラン及び濃縮回収ウラ
ンの受入仕様(記載ない場合は

Bq/gU以下)

対象のクリアランス
廃棄物

ウラン廃棄物の処分及
びクリアランスに関する

検討書
(7)

の引用図表
表2.1.4-4より抜粋

表2.1.4-5より抜粋
（JNFL遠心分類）

ウラン
同位体

超ウラン
元素

核分裂
生成物

 

ウラン廃棄物の処分及びクリアランスに関する検討書(7)を基に作成 
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（２）付着しているウランの濃縮度と単位ウラン重量あたりのウラン核種の放射能濃

度 

「ウラン廃棄物の処分及びクリアランスに関する検討書」(7)によると、濃縮度別の

単位ウラン重量あたりの U-234、U-235、U-238 の放射能濃度は表３に示すように推

定されている。 

  

表３ ウラン濃縮度に対する単位ウラン重量あたりの 

U-234、U-235、U-238 の放射能濃度 

（「ウラン廃棄物の処分及びクリアランスに関する検討書」の表 2.1.4-5 より引用） 

放射性核種別の放射能濃度（Bq/gＵ） 濃縮度 

（％） U-234 U-235 U-238 合計 

0.3 4.34E+03 2.41E+02 1.24E+04 1.70E+04 

0.45 7.29E+03 3.61E+02 1.24E+04 2.01E+04 

0.711 1.24E+04 5.70E+02 1.24E+04 2.53E+04 

1 1.81E+04 8.03E+02 1.24E+04 3.13E+04 

2 3.78E+04 1.61E+03 1.23E+04 5.16E+04 

3 5.74E+04 2.41E+03 1.21E+04 7.20E+04 

4 7.71E+04 3.21E+03 1.20E+04 9.23E+04 

4.5 8.69E+04 3.61E+03 1.20E+04 1.02E+05 

5 9.67E+04 4.01E+03 1.19E+04 1.13E+05 
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図１ ウラン濃縮度に対する単位ウラン重量あたりの 

U-234、U-235、U-238 の放射能濃度 
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 天然ウランではU-234と U-238が放射平衡状態にありそれぞれの放射能量は等しい

が、図１に示すように濃縮度に応じて U-235 と U-234 は増大し、U-234 が支配的とな

り、5%濃縮ウランでは天然ウランの約 4.5 倍となる。  

 U-234、U-235、U-238 の各核種について 1Bq/g 以下に制限した場合には、図２に示

すように濃縮ウランにおいては U-234 が、劣化ウランにおいては U-238 がクリティカ

ルとなり、全体の放射能濃度が定まる。全体の合計は天然ウランの場合が最大で

2.04Bq/g となる。従って、付着しているウランの濃縮度が不明な場合あるいはウラン

の核種が同定出来ない場合には、ウランによる放射能を保守的に制限する必要がある。 
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図２ U-234、U-235、U-238 の各核種について 1Bq/g 以下に制限した場合の 

クリアランス対象物中のウランの放射能濃度 

 

（３）人工起源の放射性核種の影響 

 付属資料４によると、天然ウラン及び濃縮ウラン（ECGU）の U-232、U-236、Tc-99

の放射能濃度は濃縮度別に表４に示すように推定されている。 
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表４ 天然及び濃縮ウランの放射性核種別の推定放射能濃度 

（「ウラン廃棄物の処分及びクリアランスに関する検討書」の表 2.1.4-4 より引用） 

U-232 U-234 U-235 U-236 U-238 U合計 Tc-99

(Bq/gU) (Bq/gU) (Bq/gU) (Bq/gU) (Bq/gU) (Bq/gU) (Bq/gU)

0.711 8.28E+00 1.34E+04 5.69E+02 4.79E+01 1.24E+04 2.64E+04 6.28E-01

1 1.66E+01 2.31E+04 8.00E+02 1.20E+02 1.23E+04 3.63E+04 1.26E+00

2 3.31E+01 4.62E+04 1.60E+03 2.40E+02 1.22E+04 6.02E+04 2.51E+00

3 4.97E+01 6.93E+04 2.40E+03 3.60E+02 1.21E+04 8.41E+04 3.77E+00

4 6.62E+01 9.24E+04 3.20E+03 4.79E+02 1.19E+04 1.08E+05 5.02E+00

5 8.28E+01 1.15E+05 4.00E+03 5.99E+02 1.18E+04 1.32E+05 6.28E+00

濃縮度
(%)

放　射　性　核　種

 
 

 表４に示した放射能濃度を用いて、人工起源の放射性核種に対して RS-G-1.7 のク

リアランスレベル（U-232：0.1Bq/g、U-236：10 Bq/g 、Tc-99：1 Bq/g）を仮定した

場合の U-234：1Bq/g に対する人工起源の放射性核種の影響(D/C)を図３に示す。人工

起源の放射性核種の中で最もクリティカルな核種は、想定されるクリアランスレベル

が低いことから U-232 となっているが、D/C は 1％以下であり、人工起源の放射性核

種の影響は小さい。 

一方、濃縮回収ウランについては、付属資料４によると、濃縮回収ウランにおける

U-232 の放射能濃度は U-234 に対する割合で、5%濃縮ウラン（ECGU）の約 40 倍となっ

ている。従って、図３の値から見て U-232 の D/C は約 0.3 程度になると想定される。

U-234 の放射能濃度を 1Bq/g 以下と規定した場合には、U-232 の D/C は U-232/U-234

の割合に左右され、U-234 の放射能濃度が低く、U-232 の放射能濃度が高いほど D/C

は大きな値となり、1に近い値になる可能性がある。 

従って、濃縮回収ウランで汚染されたものについては、自然起源の放射性核種の放

射能濃度を核種別に独立に判断する場合と人工起源の放射性核種も含めた分数和で

判断する場合では、約 2倍程度の差異が生じる場合も想定される。 
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図３ U-234 の放射能濃度を 1Bq/g と仮定した場合に想定される 

人工起源の放射性核種の影響 
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 添付資料１  

金属の再利用に関するシナリオの評価パラメータ一覧 

 

 

 

 

ウラン取扱施設に係るクリアランスレベルの評価対象として選定した

「金属の再利用に関するシナリオ」の解析のために設定した評価パラメー

タの一覧を以下に示す。本評価パラメータの設定にあたっては、原子力安

全委員会の「原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴って発生するも

ののうち放射性物質として取り扱う必要のないものの放射能濃度につい

て」報告書（以下、「クリアランスレベル報告書」という。）(1)において採

用されたパラメータの設定値及び選定方法と同一とした。ただし、評価パ

ラメータのうち、ウラン取扱施設から発生するクリアランス対象物の物量

に関するパラメータ、金属の消費財や建築材としての再利用時の外部被ば

く評価に必要な線量換算係数は、本資料において新たに設定した。 

金属の再利用に関するシナリオに対する決定論的解析の評価対象経路

は表１に示す 41 経路であり、U-232、U-234、U-235、U-236 及び U-238 の

5 核種を対象とした。 

また、確率論的解析においても、上記の 5 核種を対象とした。確率論的

解析の評価対象経路は、金属の再利用に関するシナリオの 41 の評価経路

のうち、上記の 5 核種に対して各被ばく形態（外部被ばく、粉塵吸入被ば

く、経口摂取被ばく）において決定論的解析による線量の高い各上位 3 つ

の評価経路（各核種に対し全 9 経路）を対象とした。5 核種に対する確率

論的解析の評価対象経路の一覧を表１に示す。 

なお、本解析では、決定論的解析の場合に評価パラメータ一覧表の中の

「選定値」を、確率論的解析の場合には評価パラメータ一覧表中の「最小

値」と「最大値」および「分布型」を使用した。以下のパラメータ表にお

けるカッコ内の経路番号は確率論的解析の対象経路番号である。 

 

参考文献 

(1) 原子力安全委員会: 原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴っ

て発生するもののうち放射性物質として取り扱う必要のないものの

放射能濃度について, 平成 16 年 12 月 16 日 (平成 17 年 3 月 17 日一

部訂正及び修正) (2004). 
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表１ 金属の再利用に関するシナリオの評価対象経路 

U-234 U-235 U-238 U-232 U-236

1 冷蔵庫 外部 直接線

2 ベッド 外部 直接線 ○

3 フライパン 内部 経口摂取

4 飲料水缶 内部 経口摂取

5 鉄筋 外部 直接線

6 水道管 内部 経口摂取

7 内部 粉塵吸入

8 内部 農作物摂取

9 内部 粉塵吸入

10 内部 農作物摂取

11 外部 直接線 ○

12

13 内部 粉塵吸入 ○ ○ ○ ○ ○

14 内部 直接経口

15 運転 外部 直接線

16 外部 直接線

17

18 内部 粉塵吸入

19 内部 直接経口

20 外部 直接線 ○ ○ ○ ○

21

22 内部 直接経口

23

24 内部 粉塵吸入 ○ ○ ○ ○ ○

25 内部 直接経口 ○ ○ ○ ○ ○

26 外部 直接線

27

28 内部 粉塵吸入

29 内部 直接経口

30 トラック 外部 直接線

31 オートバイ 外部 直接線

32 船舶 外部 直接線

33 机 外部 直接線

34 NC旋盤 外部 直接線

35 外部 直接線 ○ ○ ○ ○

36 内部 粉塵吸入

37 内部 直接経口 ○ ○ ○ ○ ○

38 外部 直接線 ○ ○ ○ ○ ○

39

40 内部 粉塵吸入 ○ ○ ○ ○ ○

41 内部 直接経口 ○ ○ ○ ○ ○

(注)○印は評価核種に対する確率論対象経路であることを示す。
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１．ウラン取扱施設に係るクリアランスレベル評価のための評価パラメータ（核種・元素非依存性） 

 

評価対象 再利用金属（スクラップ輸送作業

（積み下ろし、運転）） 

経路番号 11～15 (11,13) 

 

パラメータ名 再利用される金属中のクリアラン

ス対象物割合 

単位 (-) 

選定値 1.0 分布型 一様分布 

最小値 0.8 最大値 1.0 

選定値根拠： 

 ウラン取扱施設の運転及び廃止措置に伴い発生した金属材料（クリアランス対象物及び「放射性廃棄物でない廃棄物」）が

同一のルートにのって再利用されるものとし、以下の発生推定結果に基づいて10年間に発生する平均的な値を計算すると以

下のようになる。 

ウラン取扱施設から10年間に発生するクリアランス対象物（金属）量の平均値（想定） 

 JAEA人形峠 JNFL 
新金属協会 

核燃料加工部会 

クリアランス対象物量（ton） 9,000/10年間 22,000/10年間 150(年間) 

うち、人工起源の放射性核種によっても汚染さ

れたもの（ton） 
7,000/10年間 - 150(年間) 

放射性廃棄物でない廃棄物（金属）（ton）*1 1,000/10年間 6,000/10年間 - 

クリアランス割合(-) 0.9 0.79 1.0 

*1廃止措置あるいは設備更新などの際に、クリアランス対象物（金属）と同時に発生することが予想される放射性廃棄物で

ない廃棄物（金属）の物量を示す。 

 

クリアランス対象物量は、ウラン取扱施設の廃止措置あるいは設備更新に伴い当面10年の間に最も多い事業者（JNFL）の

データから、2万ton（年間2千ton）とする。クリアランスレベル試算における物量の設定は、物量に依存した被ばく時間

や線源濃度の設定の上でより大きな物量設定の方が保守的となることから、自然起源及び人工起源の放射性核種に対するク

リアランスレベル試算において、この最大物量の条件を仮定した。 

クリアランス対象物の中には、表に示すような「放射性廃棄物でない廃棄物（金属）」との混合が考えられるものの、こ

こでは保守的に見込まないこととした。 

分布幅選定根拠：  

 上記の選定値根拠において、ウラン取扱施設から10年間に発生する平均的なクリアランス対象物（金属）量から計算した

クリアランス対象物割合の範囲（0.79～1.0）から、最小値、最大値を選定した。 
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評価対象 再利用金属（ただし、スクラップ

輸送作業は除く。） 

経路番号 1～10,16～34,38～41 (2,20,24,25,38,40, 41)

パラメータ名 再利用される金属中のクリアラン

ス対象物割合 

単位 (-) 

選定値 0.1 分布型 対数一様分布 

最小値 0.003 最大値 1.0 

選定値根拠： 

ウラン取扱施設の運転及び廃止措置に伴い発生した金属材料（クリアランス対象物及び「放射性廃棄物でない廃棄物」）が

同一のルートにのって再利用されるものとし、以下の発生推定結果に基づいて10年間に発生する平均的な値を計算すると以

下のようになる。 

ウラン取扱施設から10年間に発生するクリアランス対象物（金属）量の平均値（想定） 

 JAEA人形峠 JNFL 
新金属協会 

核燃料加工部会 

クリアランス対象物量（ton） 9,000/10年間 22,000/10年間 150(年間) 

うち、人工起源の放射性核種によっても汚染さ

れたもの（ton） 
7,000/10年間 - 150(年間) 

放射性廃棄物でない廃棄物（金属）（ton）*1 1,000/10年間 6,000/10年間 - 

クリアランス割合(-) 0.9 0.79 1.0 

*1廃止措置あるいは設備更新などの際に、クリアランス対象物（金属）と同時に発生することが予想される放射性廃棄物で

ない廃棄物（金属）の物量を示す。 

 

 クリアランス対象物量は、ウラン取扱施設の廃止措置あるいは設備更新に伴い当面10年の間に最も多い事業者（JNFL）の

データから、2万ton（年間2千ton）とする。クリアランスレベル試算における物量の設定は、物量に依存した被ばく時間

や線源濃度の設定の上でより大きな物量設定の方が保守的となることから、自然起源及び人工起源の放射性核種に対するク

リアランスレベル試算において、この最大物量の条件を仮定した。 

クリアランス対象物の中には、上記に示すような「放射性廃棄物でない廃棄物（金属）」との混合が考えられるものの、

ここでは保守的に見込まないこととした。さらに、クリアランスされた金属は、他の産業から発生した金属スクラップと同

一のルートにのって前処理、溶融処理等の処理作業を経た後再利用されることになると推定される。 

 クリアランス対象物（金属）は老廃スクラップ（市中で回収される使用済みの設備・機器）に相当するが、電炉メーカー

では老廃スクラップだけを溶融することはなく、自家発生スクラップ（電炉工場内で発生するもの）など他のスクラップ及

び銑鉄等と混合して精錬している。電炉メーカーの実績によると、１工場当たりのスクラップ使用量は、約60万tonである。

クリアランス対象物2千tonが電炉1工場で使用された場合の混合割合は0.003(=2千ton/60万ton)である。また、原子炉

施設に係るクリアランスレベルの評価では、スクラップ処理等に係るシナリオに対する混合割合を0.1と設定している。IAEA 

SRS No.44(1)では、鋳物工場の作業者に係るシナリオに対する混合割合を0.02（吸入、摂取）、0.1（外部）と設定している。

 以上に述べたように、クリアランスされた金属材料は、再利用製品に加工されるまでの間に、大量の放射性核種を含まな

い金属スクラップと混合する可能性があり、その割合を0.1と選定した。 

分布幅選定根拠：  

 流通経路における他の金属スクラップとの混合を考慮して分布幅を設定した。上記の選定値根拠から、最小値はウラン取

扱施設の運転及び廃止措置に伴い発生したクリアランス対象物2千tonが電炉1工場で使用された場合の混合割合0.003（普

通鋼電炉工業会によれば、国内で１年間に約3,200万tonのスクラップが使用されているので、クリアランス対象物がスク

ラップ市場を介して流通する場合の混合割合は、上記の選定値よりも、さらに小さくなることが予想される。しかしながら、

全国流通の程度を定量化することは困難であることから、ここでは、電炉１工場当たりのスクラップ使用量との混合割合に

よって最小値0.003を設定した）とし、最大値はクリアランスされた金属が他の産業から発生した金属スクラップとの混合

を全く想定しない場合である1.0とした。 
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評価対象 再利用金属（積み下ろし作業、輸

送作業、運転時を除く全評価経路）

経路番号 1～10, 16～41 (2,20,24,25,35,37,38,40, 41)

パラメータ名 市場係数 単位 (-) 

選定値 1 分布型 一定値 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 保守的に、市場で他の多量のスクラップと混合することを考慮せず、1と選定した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅を考慮しない。 

 

評価対象 消費財、再使用、建設材 経路番号 1～6, 30～34, 38～41 (2,38,40,41) 

パラメータ名 クリアランスされた後から再利用

されるまでの期間 

単位 y 

選定値 1 分布型 一定値 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 クリアランス対象物のうち金属については、前処理、溶融処理、一次加工、二次加工等を経て製品化される。また、コン

クリートの場合にも、処理をした後に、再生骨材等として、建築材料等に再利用されることになる。このため、クリアラン

スされた後から再利用されるまでの期間としては、かなりの期間を要すると考えられるが、ここでは保守的に１年に選定し

た。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅を考慮しない。 

 

評価対象 再利用金属（ダスト関連評価経路） 経路番号 7～10 

パラメータ名 溶融に伴うダストへの濃縮比 単位 (-) 

選定値 200 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2)において、溶融時の見かけ上のダストへの元素の濃縮比を200 としており、この値を採用した。

なお、CEC RP No.43(3)においては、ダストへの濃縮比として100を使用している。 

分布幅選定根拠：  

経路番号7～10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 再利用金属（スラグ関連評価経路） 経路番号 23～25,38～41 (24,25,38,40,41) 

パラメータ名 溶融に伴うスラグへの濃縮比 単位 (-) 

選定値 10 分布型 一様分布 

最小値 8 最大値 10 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2)において、溶融時に、鉄くずの 10%がスラグになるとされている。したがって、見掛け上のスラ

グへの元素の濃縮比は10となる。 

分布幅選定根拠：  

 「鉄鋼スラグ統計年報（平成19 年度実績）」(4)による濃縮比が、最小8、最大9 であること及び評価パラメータの選定値

10を踏まえ、評価パラメータの範囲（8～10）を選定した。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住、金属

再利用処理、再使用品、スラグ駐

車場 

経路番号 7,9,13,18,24,28,36,40 (13,24,40) 

パラメータ名 微粒子への放射性物質の濃縮係数

（吸入可能な粒子） 

単位 (-) 

選定値 4 分布型 一定値 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(1)では、熱プロセスを生じない物質について、液体の関与などから、径の小さい粒子の放射能濃度が高く

なると述べている。この現象は、物質の種類、物理的および化学的性質、放射性物質の汚染の原因やその後の再分布などに

よって起こり、一般的に評価するのは極めて困難と示しているものの、評価上考慮したほうが良いと示しており、この微粒

子への放射性物質の濃縮係数を、土壌などの物質について、ドイツで行われた調査結果に基づき、吸入可能な粒子について

は 4、経口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子については 2 という濃縮係数を使用している。一連の金属の再利用に関する

シナリオの評価経路において、放射性物質により汚染した物質から発生する細粒成分について、放射性物質が濃縮するとい

う現象が発生するかについて、確実視することはできないのが現状であると考えられる。本試算では、保守的に放射性物質

の濃縮が生じると仮定し、IAEA SRS No.44(1)に示されている微粒子への放射性物質の濃縮係数（吸入可能な粒子：4，直接経

口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子：2）により計算することとした。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅を考慮しない。 

 

評価対象 金属再利用処理、スラグ駐車場 経路番号 12,17,21,23,27,39 

パラメータ名 皮膚表面上のダストの厚み 単位 cm 

選定値 0.01 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(1)では、作業終了時に除去されるまで付着していると想定されるダストの厚さとして100μm（0.01cm）を

想定しており、その値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号12,17,21,23,27,39は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

 添付資料１－６



 

 

評価対象 金属再利用処理 経路番号 12,17,21,27 

パラメータ名 ダストの密度（スラグ作業を除く） 単位 g/cm3 

選定値 7.8 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

金属の再利用処理過程（スラグ作業を除く）におけるダストの密度は、「クリアランスレベル報告書」(5)において鉄の密

度を基に7.8g/cm3と設定されており、その値を設定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号12,17,21,27は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 金属再利用処理 経路番号 23,39 

パラメータ名 ダストの密度（スラグ作業、スラ

グ駐車場） 

単位 g/cm3 

選定値 2.7 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2)に示されたスラグの密度を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号23,39は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 金属再利用処理、再使用品、スラ

グ駐車場 

経路番号 12,14,17,19,21,22,23,25,27,29,37,39,41 

(25,37,41) 

パラメータ名 微粒子への放射性物質の濃縮係数

（皮膚、直接経口摂取） 

単位 (-) 

選定値 2 分布型 一定値 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(1)では、熱プロセスを生じない物質について、液体の関与などから、径の小さい粒子の放射能濃度が高く

なると述べている。この現象は、物質の種類、物理的および化学的性質、放射性物質の汚染の原因やその後の再分布などに

よって起こり、一般的に評価するのは極めて困難と示しているものの、評価上考慮したほうが良いと示しており、この微粒

子への放射性物質の濃縮係数を、土壌などの物質について、ドイツで行われた調査結果に基づき、吸入可能な粒子について

は4、経口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子については2 という濃縮係数を使用している。一連の金属の再利用に関する

シナリオの評価経路において、放射性物質により汚染した物質から発生する細粒成分について、放射性物質が濃縮するとい

う現象が発生するかについて、確実視することはできないのが現状であると考えられる。本試算では、保守的に放射性物質

の濃縮が生じると仮定し、IAEA SRS No.44(1)に示されている微粒子への放射性物質の濃縮係数（吸入可能な粒子：4，直接経

口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子：2）により計算することとした。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅を考慮しない。 
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評価対象 金属再利用処理、スラグ駐車場 経路番号 14,19,22,25,29,41 (25,41) 

パラメータ名 経口摂取率 単位 g/h 

選定値 0.01 分布型 対数一様分布 

最小値 0.001 最大値 0.1 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2)では、身体に付着したダストの経口摂取率についての検討が行われている。その検討結果によれ

ば、このような経口摂取率は年齢に依存するが、成人の作業者の場合であれば、経口摂取率として0.01g/hの値が妥当であ

ると判断されており、その値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 選定値を中心に10倍（10倍、1/10倍）の変動幅とした。IAEA SRS No.44(1)では、全ての作業者に対し、現実的シナリオ

の経口摂取率として0.001g/h、低確率シナリオの経口摂取率として0.005g/hとしている。 

 

評価対象 冷蔵庫 経路番号 1 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 線源の重量、寸法については、A電機メーカー（1996年電気冷蔵庫トップシェア）で一番多く出ている家庭用大型冷蔵庫

（約415L）の重量（約100kg）、概略寸法（70cm×70cm×170cm）を基準に選定した。 

 評価点については、冷蔵庫と使用者との距離を考慮して1mとした。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号1は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 冷蔵庫 経路番号 1 

パラメータ名 年間使用時間 単位 h/y 

選定値 1,000 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2) に示された再利用された金属で製造された家具の前で過ごす時間を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号1は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 ベッド 経路番号 2 (2) 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 一様分布 

最小値 核種依存 最大値 核種依存 

選定値根拠： 

 線源の重量・寸法については、A ベッドメーカー（全日本ベッド工業界の調査で売り上げ第1 位）で一番多く出ているベ

ッドマット（シングル）の概略重量・寸法を基に選定した。 

 線源からの距離については、ベッドと人間との距離を考慮して選定した。 

分布幅選定根拠：  

 A ベッドメーカーのカタログに記載されている、小型ベッドマットと大型ベッドマットの重量、寸法を参考に、下記のケ

ースについて線量率計算結果から分布幅の最小値、最大値を選定した。 

           選定値            ケース1            ケース2 

シングル           シングル           シングル 

線源の重量         16kg                          13kg                          32kg 

線源の寸法      100cm×200cm×20cm(H)           100cm×200cm×18cm(H)           140cm×200cm×30cm(H) 

評価点                 10cm                          10cm                          10cm 

 

評価対象 ベッド 経路番号 2 (2) 

パラメータ名 年間使用時間 単位 h/y 

選定値 3,000 分布型 正規分布 

最小値 1,000 最大値 4,500 

選定値根拠： 

 8(h/d) × 365(d/y) = 2,920(h/y) を基に選定した。 

分布幅選定根拠：  

 「日本人の生活時間・1995ＮＨＫ国民生活時間調査」(6)の睡眠時間の平均時間、標準偏差をもとに、±3.09σの範囲を最

小値、最大値とした。 

 

評価対象 フライパン 経路番号 3 

パラメータ名 鉄の腐食速度 単位 cm/h 

選定値 1.5E-6 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2) に示されたフライパンの腐食速度の値を基に選定した。 

0.13(mm/y) ÷ 8,760(h/y) ÷ 10(mm/cm) = 1.5E-6(cm/h) 

 なお、水・調味液による炭素鋼の腐食に関する我が国のデータ(7)も、腐食速度が最大となる市販食酢の場合であっても

0.15mm/yであり、IAEAの値とほぼ同一となっている。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号3は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 フライパン 経路番号 3 

パラメータ名 フライパンの面積 単位 cm2 

選定値 707（半径15cm） 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2) に示されたフライパンの半径の値を基に選定した。 

15(cm) × 15(cm) × π = 707(cm2) 

分布幅選定根拠：  

 経路番号3は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 フライパン 経路番号 3 

パラメータ名 フライパンを使用した年間調理時

間 

単位 h/y 

選定値 180 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2) に示されたフライパンを用いた被ばく評価における最大個人線量を評価するための値を採用し

た。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号3は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 フライパン 経路番号 3 

パラメータ名 鉄の密度 単位 g/cm3 

選定値 7.86 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 純鉄の物性値。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号3は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 飲料水缶 経路番号 4 

パラメータ名 清涼飲料水中の鉄濃度 単位 g/L 

選定値 3E-4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「食品、添加物等の規格基準」(8)に示された清涼飲料水に対する製造基準を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号4は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 飲料水缶 経路番号 4 

パラメータ名 清涼飲料水の摂取量 単位 L/y 

選定値 130 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 350ml缶を毎日1本飲むものと仮定した。 

350(mL/d) × 365(d/y) = 127,750(mL/y) = 130(L/y) 

分布幅選定根拠：  

 経路番号4は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 鉄筋 経路番号 5 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 建物の寸法については、「「優良な住宅」の指針の運用に係る方針（共同住宅）」(9)の以下の記載に基づき選定した。 

 ・1住戸当たりの床面積を概ね80m2以上（共有部分を除く）とする。 

 ・居住室の床面から天井面までの高さは、原則として2.4m以上とする。 

評価に当たっては、壁の面数は窓を考慮して3面とし、床及び天井の影響を考慮する。 

 壁厚さは、「「優良な住宅」の指針の運用に係る方針（共同住宅）」(9)の以下の記載に基づき選定した。 

 ・遮音性の観点から、戸境床の厚さは、普通コンクリートで20cm以上とする。 

 ・遮音性の観点から、戸境壁の厚さは、普通コンクリートで15cm以上とする。 

 評価点は、床上1mで部屋の中心と選定した。 

 鉄筋のかぶり厚さについては、建築基準法施行令の耐力壁の鉄筋のかぶり厚さは3cm以上にするという規定に基づき選定

した。 

 配筋割合については、鉄筋コンクリート造に対する建築基準法施行令の耐力壁の規定に基づき、耐力壁の厚さを15cmとし

た場合、複配筋を考慮した配筋比は0.38%以上となることから、0.4%と選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号5は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 鉄筋 経路番号 5 

パラメータ名 年間居住時間 単位 h/y 

選定値 6,000 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2) では、再利用されたコンクリートを用いて建設された建物での年間居住時間を6,000時間として

いる。また、「生活と放射線（放医研環境セミナーシリーズ）」(10)によれば、1990年の国民全体の在宅時間は、年間約5,800

時間となっている。以上の理由により、年間居住時間を6,000時間に選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号5は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

 

 添付資料１－１１



 

 

評価対象 水道管 経路番号 6 

パラメータ名 飲料水中の鉄濃度 単位 g/L 

選定値 3E-4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「水質基準に関する省令の施行に当たっての留意事項について」(11)の基準値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号6は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 水道管 経路番号 6 

パラメータ名 年間飲料水摂取量 単位 L/y 

選定値 610 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 ICRP Publ.23(12) の標準人（Reference man）を参考に、1日の摂取量を1.65Lとして、上記の値を算出した。 

1.65(L/d) × 365(d/y) = 602.25(L/y) 

 なお、1.65(L/d) の内訳は、水道水0.15(L/d)、その他1.5(L/d)である。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号6は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 作業場周辺空気中ダスト濃度 単位 g/m3 

選定値 1E-4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 環境基本法第16 条(13)の規定に基づき定められた「大気環境基準」において、浮遊粒子状物質の濃度は0.1mg/m3以下（１

時間値の１日平均値）と規定されており、これに基づき選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 7,9 

パラメータ名 作業場周辺空気中居住ダスト濃度 単位 g/m3 

選定値 2.4E-5 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 戸外及び戸内におけるダスト濃度（戸外：1E-4(g/m3)及び戸内：5E-6(g/m3)）より、居住者が居住時間の20%を戸外で過ご

すと仮定し、重みを付けて平均した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号7,9は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 7,9 

パラメータ名 年間居住時間 単位 h/y 

選定値 8,760 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 保守的に、1年間絶えずスクラップ作業場周辺で居住しているとした。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号7,9は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 7 

パラメータ名 居住者の呼吸量（成人） 単位 m3/h 

選定値 0.96 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 ICRP Publ.23(12) で示されている標準人（Reference man）の一日の呼吸量の数値2.3E+4 L/dを基に選定した。 

 なお、この数値は、標準人が１日に労働（軽作業）、非労働活動および休息を各8時間行ったとした時の呼吸量である。

2.3E+4(L/d)÷1E+3(L/m3)÷24(h/d) = 0.96(m3/h) 

分布幅選定根拠：  

経路番号7は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 9 

パラメータ名 居住者の呼吸量（子供） 単位 m3/h 

選定値 0.22 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(1)に示された1～2歳の居住者の呼吸率として示されている値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

経路番号9は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 沈着速度 単位 m/y 

選定値 3.15E+5 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」(14)において示された値（1cm/s）を基に選

定した。 

    1(cm/s)×3,600(s/h)×24(h/d)×365(d/y) = 3.15E+5(m/y) 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 ダストの地表面への沈着割合 単位 (-) 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 保守的に選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 沈着した放射性核種のうち残存す

る割合 

単位 (-) 

選定値 0.5 分布型 一様分布 

最小値 0 最大値 1 

選定値根拠： 

 「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」(14)において示された値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 放射性核種の放出期間 単位 y 

選定値 5 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「クリアランスレベル報告書」(5)において、原子炉解体の標準工程によると、解体撤去作業期間は約3～4年とされている

ことから、保守的に、廃止措置に伴って発生したスクラップの処理作業を5年として設定しており、ウラン取扱施設に対し

ても同様とした。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 土壌実効表面密度 単位 kg/m2 

選定値 240 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 U.S.NRC;Regulatory Guide 1.109(15) 示してある数値を用いた。 

 なお、「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」(14)においても同じ値が使用されてい

る。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 農作物（葉菜）の栽培密度 単位 kg/m2 

選定値 2.3 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」(16)に示された値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 放射性核種の農作物（葉菜）表面

への沈着割合 

単位 (-) 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 保守的にすべての放射性核種が、農作物表面へ沈着するとした。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 農作物（葉菜）の生育期間 単位 d 

選定値 60 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」(14)に示された葉菜に関する栽培期間の値を

採用した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 weathering効果による植物表面沈

着放射性核種の除去係数 

単位 y-1 

選定値 18.08 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」(14)に基づき、weathering half-life を 14

日として計算した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。. 
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評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 農作物（葉菜）栽培期間年間比 単位 (-) 

選定値 0.5 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」(16)に示された値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 調理前洗浄による粒子状物質の残

留比 

単位 (-) 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」(14)に示された値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8 

パラメータ名 農作物（葉菜）の年間摂取量（成

人） 

単位 kg/y 

選定値 12 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「平成8年版国民栄養の現状」 (17)に示された値に基づき下記により選定した。 

葉菜：平成6年の1人1日当たりの葉菜類（ほうれん草、キャベツ、白菜、葉菜つけもの）の摂取量63.1gのうち、半分に

放射性核種が含まれているものとして、葉菜の摂取量を選定。 

63.1(g/d) × 365(d/y) × 0.5 = 11.5(kg/y) 

 なお、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」(16)には、成人の葉菜摂取量として、100(g/d) × 

365(d/y) = 36.5(kg/y)が示されている。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 10 

パラメータ名 農作物（葉菜）の年間摂取量（子

供） 

単位 kg/y 

選定値 5 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

子供（1～2歳児）の農作物の年間摂取量については、成人に対する値との整合性を図るため、国民栄養の現状の調査の結

果に基づき選定した。 

農作物の摂取量は「平成9年版 国民栄養の現状」(18)の平成7年の調査結果で示されている1～6歳児の各農作物のデータ

を基に求めた。しかし、平成7年の調査結果には、1～2歳児の摂取量が示されていないため、「平成16年版 国民栄養の現

状」(19)の平成14年の調査結果に示されている1～2歳児の1～6歳児に対する各農作物の摂取量の割合を用いて、1～2歳児

の農作物の年間摂取量を求めた。葉菜に対する設定根拠を以下に示す。 

 

 近年における国民栄養の現状の調査結果は、葉菜類を細分したデータ（ほうれん草、キャベツ、白菜、葉菜つけもの）の

データがないため、1～6歳児の葉菜類を細分したデータが示されている平成7年の1～6歳児の1人1日当たりの葉菜類（ほ

うれん草、キャベツ、白菜、葉菜つけもの）の摂取量31g を基に、平成14 年の1～2 歳児の1～6 歳児に対する野菜類の1

人1日当たりの摂取量の割合（0.8）を乗じた量を摂取量とし、成人の摂取量の設定と同様、摂取量の半分に放射性核種が含

まれているものとして、葉菜の摂取量を設定。 

          31(g/d) × 0.8 × 365(d/y) × 0.5 ＝ 4.5(kg/y) 

分布幅選定根拠：  

 経路番号10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 農作物の市場係数 単位 (-) 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 自給自足を考慮して、最も保守的に選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 スクラップ作業場周辺居住 経路番号 8,10 

パラメータ名 農作物の輸送時間 単位 d 

選定値 0 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 保守的に、生産された農作物をその場所で消費する人を評価対象とした。 

分布幅選定根拠：  

経路番号8,10は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 積み下ろし作業 経路番号 11 (11) 

パラメータ名 遮へい係数 単位 (-) 

選定値 1 分布型 一定値 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 NUREG/CR-0134(20)に示された作業条件を基に選定した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅を考慮しない。 

 

評価対象 積み下ろし作業 経路番号 11 (11) 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 一様分布 

最小値 核種依存 最大値 核種依存 

選定値根拠： 

線源重量、寸法、評価点までの距離については、IAEA SS No.111-P-1.1(2)に示された荷受け作業者1の値（線源重量：25ton、

線源寸法：253cm×127cmRの半円柱、評価点までの距離：4m）を採用した。 

分布幅選定根拠： 

 線源重量の最大値は大型トラック(16ton)が考えられるが選定値と同じ値である25ton、最小値は最小のトラックの積載量

である2tonとした。線源の寸法については選定値と相似と考えて設定し、下記のケースについて線量率計算結果から分布幅

の最大値、最小値を設定した。 

              選定値             ケース1             ケース2 

線源の重量          25ton             2ton            25ton 

線源の密度     3.93g/cm3(7.86×0.5)        3.93g/cm3(7.86×0.5)         1.57g/cm3(7.86×0.2)  

線源の寸法         253cm×127cm(R)の半円柱   109cm×55cm(R)の半円柱     344cm×172cm(R)の半円柱 

評価点             4m                           4m                           4m 

 

評価対象 積み下ろし作業 経路番号 13 (13) 

パラメータ名 呼吸量 単位 m3/h 

選定値 1.2 分布型 一様分布 

最小値 0.6 最大値 1.8 

選定値根拠： 

 ICRP Publ.23(12) で示されている標準人（Reference man）の労働（軽作業）時の呼吸率の数値20L/minを基に選定した。

  20(L/min) ÷ 1E+3(L/m3) × 60(min/h) = 1.2(m3/h) 

分布幅選定根拠：  

 米国のクリアランスレベル制度化のための線量評価の報告書である NUREG-1640 (21)では、作業員の吸入被ばくの呼吸量と

して、軽作業時の呼吸量1.2m3/h を選定値とし、分布幅0.6～1.8m3/h（座った姿勢での作業時～中程度の作業時の呼吸量）

を設定している。これは、ICRP Publ.23(12)及びICRP Publ.66 (22)の報告結果を引用した米国EPAのExposure Factors Handbook 

(23)における推奨値をもとに設定されたものである。積み下ろし作業時の吸入被ばく経路でも同程度の作業であると考えら

れ、NUREG-1640(21)と同様の分布幅0.6～1.8m3/hを設定した。 
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評価対象 積み下ろし作業 経路番号 11～14 (11,13) 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 100 分布型 一様分布 

最小値 10 最大値 200 

選定値根拠： 

「鉄リサイクル事業のマニュアルブック」(24)によれば、スクラップの標準的な処理量として3,750 ton/月が記されている。

これを参考にすると、クリアランス対象物2千tonは約2週間で処理（切断、圧縮、破砕など）されると考えられる。この

処理の速度で一連の作業が行われると仮定して作業時間（被ばく時間）を算出すると80時間（8(h/d) ×5(d/w) × 2(w) = 

80(h)）であるが、保守的に丸めて100h/yと選定した。 

分布幅選定根拠：  

鉄スクラップの処理（切断、圧縮、破砕など）プラントの能力は、主なメーカーによる機器の処理能力の仕様より 10～

200ton/h程度のばらつきが想定される。この処理の速度で一連の作業が行われると仮定し、2千tonのスクラップに対する

作業時間（被ばく時間）として、10～200h/yの分布幅を設定した。 

 

評価対象 積み下ろし作業 経路番号 13 (13) 

パラメータ名 ダスト濃度 単位 g/m3 

選定値 5E-4 分布型 対数正規分布 

最小値 1E-4 最大値 1E-3 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2)に示された荷受け作業者1の値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 IAEA-TECDOC-401(25)に示された埋立作業時のダスト濃度の範囲（1E-4～1E-3g/m3）と同一に選定した。 

 なお、「日本産業衛生学会の勧告(2008年度)」(26)によれば、吸入性第2種粉塵の許容濃度は1E-3g/m3である。また、IAEA 

SRS No.44(1)では、埋立地や鋳物工場における作業者に対し、現実的なシナリオで 5E-4g/m3、低確率のシナリオで 1E-3g/m3

を設定している。 

 

評価対象 運転 経路番号 15 

パラメータ名 遮へい係数 単位 (-) 

選定値 0.9 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 NUREG/CR-0134(20)に示された車両による遮へい（鉄板 3mm 相当）を考慮。その場合に、放射性種別の遮へい係数は以下の

ようになるが、保守的に遮へい係数の最も大きなCo-60の値を採用した。 

    Co-60 ：0.9 

    Cs-137：0.8 

分布幅選定根拠：  

 経路番号15は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 運転 経路番号 15 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 線源重量、寸法、評価点までの距離については、IAEA SS No.111-P-1.1(2)に示されたトラック運転手の値（線源重量：20ton、

線源寸法：900cm×60cm(R)の半円柱、評価点までの距離：2m）を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号15は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 運転 経路番号 15 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 100 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

「鉄リサイクル事業のマニュアルブック」(24)によれば、スクラップの標準的な処理量として3,750 ton/月が記されている。

これを参考にすると、クリアランス対象物2千tonは約2週間で処理（切断、圧縮、破砕など）されると考えられる。この

処理の速度で一連の作業が行われると仮定して作業時間（被ばく時間）を算出すると80時間（8(h/d) ×5(d/w) × 2(w) = 

80(h)）であるが、保守的に丸めて100h/yと選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号15は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 前処理作業 経路番号 16 

パラメータ名 遮へい係数 単位 (-) 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 NUREG/CR-0134(20)に示された作業条件を基に選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号16は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 前処理作業 経路番号 16 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 線源重量、寸法、評価点までの距離については、IAEA SS No.111-P-1.1(2)に示された処理作業者の値（線源重量：0.5ton、

線源寸法：60cm×30cm(R)の半円柱、評価点までの距離：2m）を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号16は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 前処理作業 経路番号 16～19 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 1,000 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 一日8時間労働で、週5日、年間50週働くものとし、このうち半分の時間を対象物の側で作業するものとした。 

    8(h/d) × 5(d/w) × 50(w/y) × 0.5 = 1,000(h/y) 

分布幅選定根拠：  

 経路番号16～19は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 前処理作業 経路番号 18 

パラメータ名 呼吸量 単位 m3/h 

選定値 1.2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 ICRP Publ.23(12) で示されている標準人（Reference man）の労働（軽作業）時の呼吸率の数値20L/minを基に選定した。

    20(L/min) ÷ 1E+3(L/m3) × 60(min/h) = 1.2(m3/h) 

分布幅選定根拠：  

 経路番号18は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 前処理作業 経路番号 18 

パラメータ名 ダスト濃度 単位 g/m3 

選定値 5E-4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA-TECDOC-401(25)に示された、埋立作業時におけるダスト濃度の範囲（1E-4～1E-3g/m3)の中央値である5E-4g/m3と選定

した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号18は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 溶融・鋳造作業 経路番号 20 (20) 

パラメータ名 遮へい係数 単位 (-) 

選定値 1 分布型 一定値 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 NUREG/CR-0134(20)に示された溶融・鋳造作業条件を基に保守的に選定した。 

分布幅選定根拠：  

 （遮へいがないものとして、考慮していない。） 
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評価対象 溶融・鋳造作業 経路番号 20 (20) 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 一様分布 

最小値 核種依存 最大値 核種依存 

選定値根拠： 

線源重量、寸法、評価点までの距離については、IAEA SS No.111-P-1.1(2)に示された溶融・鋳造作業のうち、線源が大き

くなる鋳造作業者1及び2の値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 原子力安全委員会の「クリアランスレベル報告書」では、電炉の主力製品は、ビレット、ブルームであるが、「鉄鋼便覧第

Ⅲ巻(1) 圧延基礎・鋼板」(27)によると、常用される鋼塊重量はおおよそビレット用で2～15ton、ブルーム用で5～20tonと

記載されている。これより、最小値を2ton、最大値を20tonとして、下記の2ケースについての線量率計算結果から選定さ

れている。なお、線源の寸法については、選定値と相似と考えて選定されている。 

 選定値 ケース１ ケース２ 

線源の重量 10ton 2ton 25ton 

線源の寸法 100cm×64cm(R)の半円柱 58cm×37cm(R)の半円柱 126cm×80cm(R)の半円柱 

評価点 1.5m 1.5m 1.5m  

 

評価対象 溶融・鋳造作業 経路番号 20～22 (20) 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 1,000 分布型 一様分布 

最小値 100 最大値 2,000 

選定値根拠： 

 一日8時間労働で、週5日、年間50週働くものとし、このうち半分の時間を対象物の側で作業するものとした。 

    8(h/d) ×5(d/w) × 50(w/y) × 0.5 = 1,000(h/y) 

分布幅選定根拠：  

 IAEA-TECDOC-401(25)に示された埋立作業者の作業時間の範囲（100～2,000h/y）と同一に選定した。なお、IAEA SRS No.44(1)

では、鋳物工場における作業者に対し、現実的なシナリオで450時間、低確率のシナリオで1,800時間を設定している。 

 

評価対象 スラグ作業 経路番号 24 (24) 

パラメータ名 呼吸量 単位 m3/h 

選定値 1.2 分布型 一様分布 

最小値 0.6 最大値 1.8 

選定値根拠： 

 ICRP Publ.23(12) で示されている標準人（Reference man）の労働（軽作業）時の呼吸率の数値20L/minを基に選定した。

   20(L/min)÷1E+3(L/m3)×60(min/h) = 1.2(m3/h) 

分布幅選定根拠：  

 米国のクリアランスレベル制度化のための線量評価の報告書であるNUREG-1640(21)では、作業員の吸入被ばくの呼吸量とし

て、軽作業時の呼吸量1.2m3/h を選定値とし、分布幅0.6～1.8m3/h（座った姿勢での作業時～中程度の作業時の呼吸量）を

設定している。これは、ICRP Publ.23(12)及びICRP Publ.66 (22)の報告結果を引用した米国EPAのExposure Factors Handbook 

(23)における推奨値をもとに設定されたものである。スラグ作業時の吸入被ばく経路でも同程度の作業であると考えられ、

NUREG-1640(21)と同様の分布幅0.6～1.8m3/hを設定した。 
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評価対象 スラグ作業 経路番号 24 (24) 

パラメータ名 スラグ作業時のダスト濃度 単位 g/m3 

選定値 1E-3 分布型 対数正規分布 

最小値 1E-4 最大値 1E-3 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2) に示されたスラグ処理作業者の値を採用した。 

 なお、「日本産業衛生学会の勧告(2008年度)」(26)によれば、吸入性第2種粉塵の許容濃度は1E-3g/m3となっている。 

分布幅選定根拠：  

 IAEA-TECDOC-401(25)に示された埋立作業時のダスト濃度の範囲（1E-4～1E-3g/m3）と同一に選定した。 

なお、「日本産業衛生学会の勧告(2008年度)」(26)によれば、吸入性第2種粉塵の許容濃度は1E-3g/m3である。また、IAEA 

SRS No.44(1)では、鋳物工場における作業者に対し、現実的なシナリオで 5E-4g/m3、低確率のシナリオで 1E-3g/m3を設定し

ている。 

 

評価対象 スラグ作業 経路番号 23～25 (24,25) 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 200 分布型 一様分布 

最小値 20 最大値 400 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2)において１万ton溶融処理時のスラグ処理作業時間の値を採用した。 

 なお、「放射性廃棄物等の再利用に係る基準整備のための調査報告書」(28)では、製鋼、鋳造作業の状況調査において、ス

ラグ作業は、1h/dと報告されている。 

分布幅選定根拠：  

 最大値は、1日2時間スラグ作業を行うとして年間200日を乗じて400 h/yを選定した(2(h/d) × 200(d/y) = 400(h/y))。

最小値は、週30分スラグ作業を行うとして20 h/yを選定した(0.5(h/w) ÷ 5(d/w) × 200(d/y) = 20(h/y))。 

 

評価対象 加工作業 経路番号 26 

パラメータ名 遮へい係数 単位 (-) 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 NUREG/CR-0134(20)に示された作業条件を基に選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号26は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 加工作業 経路番号 26 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2)に示されたコイル製造作業者の値を採用した。 

 線源重量、寸法、評価点までの距離については、IAEA SS No.111-P-1.1(2)に示されたコイル製造者の値（線源重量：10ton、

線源寸法：122cm×58cm(R)の円柱、評価点までの距離：1.5m）を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号26は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 加工作業 経路番号 26～29 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 1,000 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 一日8時間労働で、週5日、年間50週働くものとし、このうち、半分の時間を対象物の側で作業するものとした。 

   8(h/d) × 5(d/w) × 50(w/y) × 0.5 = 1000(h/y) 

分布幅選定根拠：  

 経路番号26～29は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 加工作業 経路番号 28 

パラメータ名 呼吸量 単位 m3/h 

選定値 1.2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 ICRP Publ.23(12) で示されている標準人（Reference man）の労働（軽作業）時の呼吸率の数値20L/minを基に選定した。

  20(L/min) ÷ 1E+3(L/m3) × 60(min/h) = 1.2(m3/h) 

分布幅選定根拠：  

 経路番号28は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 加工作業 経路番号 28 

パラメータ名 ダスト濃度 単位 g/m3 

選定値 5E-4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA-TECDOC-401(25)に示された、埋立作業時におけるダスト濃度の範囲（1E-4～1E-3g/m3)の中央値である5E-4g/m3と選定

した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号28は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 トラック 経路番号 30 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 線源寸法については、A自動車会社（1996年トラックトップシェア）で一番多く出ている車種、中型トラック（4ton車）

の運転席の概略寸法（220cm×220cm×200cm(H)、厚さ0.1cm）を基に選定した。 

 評価点については、線源の中心に選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号30は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 トラック 経路番号 30 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 1,000 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 年間就業時間2,000時間の半分を再利用製品の側で過ごすと仮定して選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号30は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 オートバイ 経路番号 31 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 線源寸法については、B自動車会社（1996年オートバイトップシェア）で一番多く出ている車種、排気量100ccのオート

バイの重量（約100kg）、概略寸法（190cm×70cm×75cm(H)）を基に選定した。 

 評価点については、運転手とオートバイの距離を考慮して、線源の中心で距離30cmと選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号31は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 オートバイ 経路番号 31 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 1,000 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 年間就業時間2,000時間の半分を再利用製品の側で過ごすと仮定して選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号31は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 船舶 経路番号 32 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 線源厚さについては、「商船設計の概要 新訂（平成7年3月）」(29)に示された、船舶における防火構造のためのA級仕切

壁は4.5mm以上の鋼板が必要であるという規定に基づき0.5cmと選定。なお、超大型船の船殻には30mm程度の厚い鋼材が使

用されているが、万一鋼材に亀裂が入ってもその伝播を阻止する性能を有する高品質の鋼材が使用されていることから、鉄

くずが使用される可能性は低いために、考慮しないこととした。 

 船室の大きさについては、「商船設計の概要 新訂（平成 7 年 3 月）」(29)に示された船室の例に基づき、300cm×500cm×

220cm(H)と選定した。 

 評価点については、床上1mで部屋の中心と選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号32は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 船舶 経路番号 32 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 1,000 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 年間就業時間2,000時間の半分を再利用製品の側で過ごすと仮定して選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号32は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 机 経路番号 33 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 線源重量については、A事務機製造会社で一番多く出ている片袖机（3段袖）の概略重量（49kg）を基に50kgと選定した。

 線源寸法については、A事務機製造会社で一番多く出ている片袖机（3段袖）の平面寸法を基に140cm×70cmと選定した。

また、重量が50kgとなる鉄板の厚みを求めて選定した。 

 評価点については、使用者と机の距離を考慮して、線源の中心で高さ30cmと選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号33は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 机 経路番号 33 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 1,000 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 年間就業時間2,000時間の半分を再利用製品の側で過ごすと仮定して選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号33は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 NC旋盤 経路番号 34 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 線源の重量、寸法については、A旋盤製造会社（1996年NC旋盤トップシェア）の主力製品の概略寸法、重量を基に寸法（190cm

×130cm×190cm(H)）、重量（2.7ton）を選定した。 

 評価点については、NC旋盤と使用者の距離を考慮して1mと選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号34は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 NC旋盤 経路番号 34 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 1,000 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 年間就業時間2,000時間の半分を再利用製品の側で過ごすと仮定して選定した。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号34は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 モータ、バルブ等再使用品 経路番号 35 (35) 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 一様分布 

最小値 核種依存 最大値 核種依存 

選定値根拠： 

 原子炉施設等に対するクリアランスレベル評価に準じ、原子力発電所における再使用可能なポンプの調査結果に基づき、

保守的に最も大きなポンプ（1.5ton）の形状（300cm×45cm(R)）を採用した。 

 また、評価点については、ポンプと使用者の距離を考慮して1mと選定した。 

分布幅選定根拠：  

 原子炉施設等に対するクリアランスレベル評価に準じ、実用発電用原子炉施設から発生するクリアランス対象となる物の

代表をポンプとして、再利用が可能と考えられるポンプの最小、最大重量を参考に、下記の２ケースについて計算して選定

した。なお、線源寸法については選定値と相似になるように選定した。 

 選定値 ケース１ ケース２ 

線源の重量 1,500kg 100kg 1,500kg 

線源の寸法 300cm×45cm(R)の円柱 111cm×17cm(R)の円柱 300cm×45cm(R)の円柱 

評価点 1m 1m 1m  

 

評価対象 モータ、バルブ等再使用品 経路番号 35～37 (35,37) 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 200 分布型 一様分布 

最小値 20 最大値 400 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2)に示された大型ポンプの値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 最大値は、1日2時間ポンプの周辺で作業を行うとして年間200日を乗じて選定した（2(h/d) × 200(d/y) = 400(h/y))。

最小値は、週30分間ポンプの周辺で作業を行うとして選定した（0.5(h/w) ÷ 5(d/w) × 200(d/y) = 20(h/y))。 

 

評価対象 モータ、バルブ等再使用品 経路番号 36 

パラメータ名 呼吸量 単位 m3/h 

選定値 1.2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 ICRP Publ.23(12) で示されている標準人（Reference man）の労働（軽作業）時の呼吸率の数値20L/minを基に選定した。

 20(L/min) ÷ 1E+3(L/m3) × 60(min/h) = 1.2(m3/h) 

分布幅選定根拠：  

経路番号36は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 
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評価対象 モータ、バルブ等再使用品 経路番号 36 

パラメータ名 再浮遊係数 単位 m-1 

選定値 1E-6 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2) に示された再浮遊係数値を採用した。 

 なお、「放射性表面汚染の測定・表面マニュアル」(30)には、再浮遊係数の値として、2E-6m-1が示されている。 

分布幅選定根拠：  

 経路番号36は決定論的解析のみのため、確率論的解析のための分布幅を設定しない。 

 

評価対象 モータ、バルブ等再使用品 経路番号 37 (37) 

パラメータ名 剥離性汚染の経口摂取率 単位 m2/h 

選定値 1E-4 分布型 対数一様分布 

最小値 2E-5 最大値 2E-4 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2)に示された剥離性汚染の経口摂取率値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 最大値は、1時間に1 回の割合で汚染が付着した指を舐める（面積2cm2）と想定し2E-4m2/h(=2cm2/1h)と選定した。最小

値は、1日（8時間）に1回の割合で舐めると想定し2E-5m2/h(≒2.5E-5m2/h=2cm2/8h）と選定した。 

 なお、CEA/SERGD No.92/22(31)によると、手の汚染がある場合は一般的に指の皮膚2cm2の放射性核種を経口摂取するとされ

ている。 

 

評価対象 モータ、バルブ等再使用品 経路番号 37 (37) 

パラメータ名 剥離性汚染の割合 単位 (-) 

選定値 0.01 分布型 対数一様分布 

最小値 0.001 最大値 0.1 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2) に示された剥離性汚染の割合の値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 選定値を中心に10倍（10倍、1/10倍）の変動を選定した。 
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評価対象 駐車場（スラグ） 経路番号 38 (38) 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 一様分布 

最小値 核種依存 最大値 核種依存 

選定値根拠： 

 線源の厚さについては、一般道路においても簡易舗装が約7割（「道路統計調査 平成18年4月」(32)より）を占めており、

交通量の少ない駐車場の舗装としては簡易舗装（厚さ3～4cm、簡易舗装要綱）を考えておけば十分である。以上のことより、

アスファルト舗装の厚さを4cmに選定した。 

 線源の密度については、「アスファルト舗装に関する試験」(33)に、アスファルトの密度として2.1～2.4g/cm3と報告されて

おり、最小値を採用した。 

 評価点については、IAEA SS No.111-P-1.1(2)に示された駐車場の値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 下記の2ケースの線量率計算結果から選定した。なお、ケース1については駐車場の角に駐車場管理人がいる場合を想定

している。厚さは、「簡易舗装要綱（昭和54年版）」(34)に示された範囲（3～4cm）を用いた。 

 選定値 ケース1 ケース2 

広さ 無限平板 1/4無現平板 無限平板 

厚さ 4cm 3cm 4cm 

評価点 高さ1m 駐車場の端, 高さ1m 高さ1m 

アスファルトの密度 2.1g/cm3 2.1g/cm3 2.1g/cm3  

 

評価対象 駐車場（スラグ） 経路番号 38～41 (38,40,41) 

パラメータ名 アスファルトへのスラグ混入割合 単位 (-) 

選定値 0.25 分布型 一様分布 

最小値 0 最大値 0.5 

選定値根拠： 

 アスファルト舗装駐車場へのスラグの混入割合については、「アスファルト舗装要綱 (1992年)」(35)より最大50%と想定さ

れるが、アスファルト舗装に使用される粗骨材全てがクリアランスに起因することは想定しにくいことから 0.25 と選定し

た。 

分布幅選定根拠：  

 評価パラメータの範囲は、最小値を0とし、アスファルト混合物中の粗骨材が全て製鋼スラグになる可能性を考慮して最

大値を0.5と選定した。 

 最大値は、「アスファルト舗装要綱 (1992年)」(35)の細粒度アスファルト混合物の標準配合割合に基づく、アスファルト量

6～8%、骨材中の粗骨材割合 35～50%から、アスファルト混合物中の粗骨材割合が最大となる組み合わせから（1-0.06)×

0.5=0.47として算出した。 

 なお、「骨材需給表」(36)によると骨材の生産量は年間約5億tonであり、「鉄鋼スラグ統計年報（平成19年度実績）」(4)に

よると電炉スラグの年間使用量3.7百万tonの内道路用の使用量は約1.2百万tonである。 

 

 添付資料１－３０



 

 添付資料１－３１

 

評価対象 駐車場（スラグ） 経路番号 38～41 (38,40,41) 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 1,000 分布型 一様分布 

最小値 100 最大値 2,000 

選定値根拠： 

 年間労働時間のうち、半分の時間を駐車場で作業すると仮定して選定した。 

分布幅選定根拠：  

 IAEA-TECDOC-401(25)に示された埋立作業者の作業時間の範囲（100～2,000h/y）と同一に選定した。なお、IAEA SRS No.44(1)

では、埋立地や鋳物工場における作業者に対し、現実的なシナリオで450時間、低確率のシナリオで1,800時間を設定して

いる。 

 

評価対象 駐車場（スラグ） 経路番号 40 (40) 

パラメータ名 呼吸量 単位 m3/h 

選定値 1.2 分布型 一様分布 

最小値 0.6 最大値 1.8 

選定値根拠： 

 ICRP Publ.23(12) で示されている標準人（Reference man）の労働（軽作業）時の呼吸率の数値20L/minを基に選定した。

   20(L/min)÷1E+3(L/m3)×60(min/h) = 1.2(m3/h) 

分布幅選定根拠：  

 米国のクリアランスレベル制度化のための線量評価の報告書である NUREG-1640 (21)では、作業員の吸入被ばくの呼吸量と

して、軽作業時の呼吸量1.2m3/h を選定値とし、分布幅0.6～1.8m3/h（座った姿勢での作業時～中程度の作業時の呼吸量）

を設定している。これは、ICRP Publ.23(12)及びICRP Publ.66 (22)の報告結果を引用した米国EPAのExposure Factors Handbook 

(23)における推奨値をもとに設定されたものである。スラグ駐車場の建設作業時の吸入被ばく経路でも同程度の作業であると

考えられ、NUREG-1640(21)と同様の分布幅0.6～1.8m3/hを設定した。 

 

評価対象 駐車場（スラグ） 経路番号 40 (40) 

パラメータ名 駐車場建設作業時のダスト濃度 単位 g/m3 

選定値 5E-4 分布型 対数正規分布 

最小値 1E-4 最大値 1E-3 

選定値根拠： 

 IAEA-TECDOC-401(25)に示された、埋立作業時におけるダスト濃度の範囲（1E-4～1E-3g/m3）の中央値である 5E-4g/m3 と選

定した。 

分布幅選定根拠：  

 IAEA-TECDOC-401(25)に示された埋立作業時のダスト濃度の範囲（1E-4～1E-3g/m3）と同一に選定した。 

 なお、「日本産業衛生学会の勧告(2008年度)」(26)によれば、吸入性第2種粉塵の許容濃度は1E-3g/m3である。また、IAEA 

SRS No.44(1)では、埋立地や鋳物工場における作業者に対し、現実的なシナリオで 5E-4g/m3、低確率のシナリオで 1E-3g/m3

を設定している。 
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２．ウラン取扱施設に係るクリアランスレベル評価のための評価パラメータ（核種・

元素依存性） 

 

ウラン取扱施設に係る評価対象核種の崩壊系列図と核種及び元素に依存する評価

パラメータを以下に示す。 

なお、以下に示す放射性核種の崩壊系列及び半減期は、”Table of Isotopes” (1)

より引用した。 

 

（１）クリアランスレベル評 価 における対 象 核 種 の崩 壊 系 列 図  

 

トリウム系列（4n系列）

核種名
半減期

評価対象核種

核種名
半減期

半減期が10日以上
の子孫核種

放射平衡の短寿命
（半減期10日未満）
子孫核種

核種名
半減期

U-232
69年

U-236
2.3E+7年

Ac-228
6.2時間

Ra-228
5.8年

Fr-224
3.3分

Ra-224
3.7日

Rn-220
56秒

Po-216
0.15秒

Th-232
1.4E+10年

Th-228
1.9年

Pb-212
11時間

Tl-208
3.1分

Po-212
0.3μ秒

Pb-208
(安定)

Bi-212
61分
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ウラン系列（4n+2系列）

U-238
4.5E+9年

Th-234
24日

核種名
半減期

核種名
半減期

Po-210
138日

Tl-206
4.2分

Pb-206
(安定)

Bi-210
5.0日

核種名
半減期

半減期が10日以上
の子孫核種

Hg-206
8.2分

Tl-210
1.3分

Pb-210
22年

Pb-214
27分

Bi-214
20分

放射平衡の短寿命
（半減期10日未満）
子孫核種

Pa-234m
1.2分

U-234
2.5E+5年

評価対象核種
Po-214
164μ秒

Po-218
3.1分

At-218
2秒

Th-230
7.5E+4年

Ra-226
1600年

Rn-222
3.8日

Pa-234
6.7時間

 

 

アクチニウム系列（4n+3系列）

核種名

半減期

核種名

半減期

核種名

半減期

Bi-211
2.1分

Tl-207
4.8分

Po-211
0.52秒

Pb-207
(安定)

U-235
7.0E+8年

Ac-227
22年

Th-227
19日

Fr-223
22分

Ra-223
11日

Po-215
0.0018秒

Pb-211
36分

Th-231
26時間

Pa-231
3.3E+4年

At-219
54秒

Rn-219
4秒

評価対象核種

半減期が10日以上の子
孫核種

放射平衡の短寿命（半
減期10日未満）子孫核
種  

 

 

 

（２）核種及び元素に依存する評価パラメータ 
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本解析では、半減期が 10 日以上の放射性核種の崩壊連鎖に伴う減衰/生成を解析

的に計算しており、以下に示す元素に依存する評価パラメータ表においては、ウラ

ン以外の元素がそれに該当する。 

 

最小値 最大値

Pb 1.0E-01 一様分布 5.0E-02 1.5E-01 Radiation Protection 117
(2) 選定値の-50%、選定値の+50%

Po 1.0E-01 一様分布 5.0E-02 1.5E-01 Radiation Protection 117 選定値の-50%、選定値の+50%

Ra 1.0E-01 一様分布 5.0E-02 1.5E-01 Radiation Protection 117 選定値の-50%、選定値の+50%

Ac 1.0E-01 一様分布 5.0E-02 1.5E-01 Radiation Protection 117 選定値の-50%、選定値の+50%

Th 1.0E-01 一様分布 5.0E-02 1.5E-01 Radiation Protection 117 選定値の-50%、選定値の+50%

Pa 1.0E-01 一様分布 5.0E-02 1.5E-01 Radiation Protection 117 選定値の-50%、選定値の+50%

U 1.0E-01 一様分布 5.0E-02 1.5E-01 IAEA SS No.111-P-1.1(3) 選定値の-50%、選定値の+50%

・選定値が0の場合、最小値：0、最大値：0.001と選定する（「主な原子炉施設におけるクリアランスレベル」と同様）。

・選定値が1の場合、最小値：0.9、最大値：1と選定する（「主な原子炉施設におけるクリアランスレベル」と同様）。

元素

金属溶融過程におけるインゴットへの元素移行割合（-）

選定値 分布型
分布幅

選定値根拠 範囲選定根拠

選
定
手
順

（
根
拠

）

選定値根拠

・「クリアランスレベル報告書」
(4)

に選定されている値を踏襲した。

・IAEA SS No.111-P-1.1に記載されている値より選定することを基本として選定した。

・上記の文献に値が示されていない元素に関しては、Radiation Protection 117より設定した。

分布幅選定根拠

・「主な原子炉施設におけるクリアランスレベル」(5)の評価において対象となっている元素については、同一の値（最小
値、最大値）を設定した。

・選定値が0又は1以外の場合、最小値を選定値の-50%、最大値を選定値の＋50%と選定する（「主な原子炉施設にお
けるクリアランスレベル」と同様）。  

 

最小値 最大値

Pb 1.0E-01 一様分布 5.0E-02 1.5E-01 Radiation Protection 117(2) 選定値の-50%、選定値の+50%

Po 1.0E+00 一様分布 9.0E-01 1.0E+00 Radiation Protection 117 選定値が1であるため、0.9、1

Ra 1.0E+00 一様分布 9.0E-01 1.0E+00 Radiation Protection 117 選定値が1であるため、0.9、1

Ac 1.0E+00 一様分布 9.0E-01 1.0E+00 Radiation Protection 117 選定値が1であるため、0.9、1

Th 1.0E+00 一様分布 9.0E-01 1.0E+00 Radiation Protection 117 選定値が1であるため、0.9、1

Pa 1.0E+00 一様分布 9.0E-01 1.0E+00 Radiation Protection 117 選定値が1であるため、0.9、1

U 1.0E+00 一様分布 9.0E-01 1.0E+00 IAEA SS No.111-P-1.1(3) 選定値が1であるため、0.9、1

・選定値が0の場合、最小値：0、最大値：0.001と選定する（「主な原子炉施設におけるクリアランスレベル」と同様）。

・選定値が1の場合、最小値：0.9、最大値：1と選定する（「主な原子炉施設におけるクリアランスレベル」と同様）。

選
定
手
順

（
根
拠

）

選定値根拠

・「クリアランスレベル報告書」(4)に選定されている値を踏襲した。

・IAEA SS No.111-P-1.1に記載されている値より選定することを基本として選定した。

・上記の文献に値が示されていない元素に関しては、Radiation Protection 117より設定した。

分布幅選定根拠

・「主な原子炉施設におけるクリアランスレベル」(5)の評価において対象となっている元素については、同一の値（最小
値、最大値）を設定した。

・選定値が0又は1以外の場合、最小値を選定値の-50%、最大値を選定値の＋50%と選定する（「主な原子炉施設にお
けるクリアランスレベル」と同様）。

元素

金属溶融過程での元素のスラグへの移行割合（-）

選定値 分布型
分布幅

選定値根拠 範囲選定根拠
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選定値 選定値根拠

Pb 1.0E+00 Radiation Protection 117(2)

Po 1.0E-01 Radiation Protection 117

Ra 1.0E-01 Radiation Protection 117

Ac 1.0E-01 Radiation Protection 117

Th 1.0E-03 Radiation Protection 117

Pa 1.0E-03 Radiation Protection 117

U 5.0E-03 IAEA SS No.111-P-1.1(3)

選
定
手
順

（
根
拠

）

・「クリアランスレベル報告書」(4)に選定されている値を踏襲した。

・IAEA SS No.111-P-1.1に記載されている値より選定することを基本とし
て選定した。

・上記の文献に値が示されていない元素に関しては、Radiation
Protection 117より設定した。

元素

金属溶融過程での元素のダストへの移行割合

ダスト（-）

 

 

 

選定値 選定値根拠

Pb 2.0E-02 IAEA SRS No.44(6)

Po 2.0E-03 IAEA SRS No.44

Ra 4.0E-02 IAEA SRS No.44

Ac 1.0E-03 IAEA SS No.57(7)

Th 1.0E-03 IAEA SRS No.44

Pa 1.0E-02 IAEA SRS No.44

U 1.0E-02 IAEA SRS No.44

選
定
手
順

（
根
拠

）

・IAEAの文献に記載されている値より選定することを基
本とし、以下に示す文献の順番で選定した。

⑤　IAEA-TECDOC-1000(10)

①　IAEA SRS No.44

②　IAEA TRS No.364
(8)

③　IAEA SS No.57

④　IAEA-TECDOC-401(9)

農作物への移行係数

元素

土壌から農作物への移行係数

葉菜(Bq/g-wet)/(Bq/g-dry)）

 

 

 

 添付資料１－３７



 

1 5 15

冷蔵庫 鉄筋 運転

U-236 2.0E-07 3.4E-08 2.7E-08 -

U-232 9.1E-07 2.7E-07 2.4E-07 -

Th-232 4.8E-07 1.2E-07 9.6E-08 -

Ra-228 5.6E-03 3.5E-03 4.7E-03 Ac-228,Fr-224

Th-228 8.2E-03 5.9E-03 7.8E-03 Ra-224,Rn-220,Po-216,Pb-212,Bi-212,Po-212,Tl-208

U-238 5.7E-06 3.5E-06 4.8E-06 -

Th-234 1.3E-04 7.2E-05 9.5E-05 Pa-234m,Pa-234

U-234 3.8E-07 8.8E-08 6.9E-08 -

Th-230 1.2E-06 3.5E-07 3.1E-07 -

Ra-226 1.0E-02 6.5E-03 8.8E-03 Rn-222,Po-218,At-218,Rn-218,Pb-214,Bi-214,Po-214,Tl-210

Pb-210 1.6E-06 5.2E-08 2.2E-07 Bi-210, Hg-206,Tl-206

Po-210 5.4E-08 3.2E-08 4.4E-08 -

U-235 9.0E-04 3.5E-04 3.2E-04 Th-231

Pa-231 2.3E-04 1.0E-04 1.2E-04 -

Ac-227 3.3E-06 1.3E-06 1.4E-06 Fr-223,At-219

Th-227 6.1E-04 2.6E-04 3.0E-04 -

Ra-223 1.7E-03 7.8E-04 9.5E-04 Rn-219,Po-215,Pb-211,Bi-211,Po-211,Tl-207

(

4
n
+
3
系
列

)

金属の再利用に関するシナリオ
（単位：μSv/h per Bq/g)  *1

ト
リ
ウ
ム
系
列

放射平衡を仮定した
子孫核種 *2

放射性核種

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列

(

4
n
系
列

)
(

4
n
+
2
系
列

)

経路番号

ウ
ラ
ン
系
列

 
(*1) 「ウラン及 び TRU 廃 棄 物 のクリアランスレベル評 価 のための外 部 被 ばく線 量 換 算 係 数 」(11 )に記 載 さ

れている値 を選 定 した。 

(*2) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

 添付資料１－３８



 

 

選定値 *1 分布型 最小値 *2 最大値 *2

U-236 8.4E-07 一様分布 8.0E-07 9.7E-07

U-232 2.6E-06 - *4 - -

Th-232 1.6E-06 一様分布 1.5E-06 2.0E-06

Ra-228 8.2E-03 一様分布 6.9E-03 1.2E-02 Ac-228,Fr-224

Th-228 1.2E-02 一様分布 1.0E-02 1.7E-02 Ra-224,Rn-220,Po-216,Pb-212,Bi-212,Po-212,Tl-208

U-238 8.7E-06 - - -

Th-234 2.3E-04 - - - Pa-234m,Pa-234

U-234 1.3E-06 - - -

Th-230 3.4E-06 - - -

Ra-226 1.5E-02 - - - Rn-222,Po-218,At-218,Rn-218,Pb-214,Bi-214,Po-214,Tl-210

Pb-210 9.6E-06 - - - Bi-210,Hg-206,Tl-206

Po-210 7.8E-08 - - -

U-235 1.6E-03 - - - Th-231

Pa-231 3.5E-04 - - -

Ac-227 7.1E-06 - - - Fr-223,At-219

Th-227 9.7E-04 - - -

Ra-223 2.7E-03 - - - Rn-219,Po-215,Pb-211,Bi-211,Po-211,Tl-207

No.2 線量率（ベッド）
放射平衡を仮定した

子孫核種 *3μSv/h per Bq/g

ウ
ラ
ン
系
列

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列

(

4
n
系
列

)
(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)

放射性核種

単位

ト
リ
ウ
ム
系
列

 
(*1) 選 定 値 は「ウラン及 び TRU 廃 棄 物 のクリアランスレベル評 価 のための外 部 被 ばく線 量 換 算 係 数 」( 11 )

に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*2) 最 小 値 、最 大 値 は「平 成 17 年 度  放 射 性 廃 棄 物 処 分 の長 期 的 評 価 手 法 の調 査  報 告 書 」(1 2 )  に

記 載 されている値 を選 定 した。 

(*3) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

(*4) 表 中 の”－”は確 率 論 的 解 析 において、評 価 対 象 核 種 となっていないことを示 す。 

 

選定値 *1 分布型 最小値 *2 最大値 *2

U-236 3.3E-08 - *4 - -

U-232 2.7E-07 一様分布 5.5E-08 4.7E-07

Th-232 1.1E-07 - - -

Ra-228 5.4E-03 - - - Ac-228,Fr-224

Th-228 9.0E-03 一様分布 1.8E-03 1.5E-02 Ra-224,Rn-220,Po-216,Pb-212,Bi-212,Po-212,Tl-208

U-238 5.5E-06 - - -

Th-234 1.1E-04 - - - Pa-234m,Pa-234

U-234 8.0E-08 - - -

Th-230 3.6E-07 - - -

Ra-226 1.0E-02 - - - Rn-222,Po-218,At-218,Rn-218,Pb-214,Bi-214,Po-214,Tl-210

Pb-210 2.7E-07 - - - Bi-210,Hg-206,Tl-206

Po-210 5.0E-08 - - -

U-235 3.6E-04 - - - Th-231

Pa-231 1.4E-04 - - -

Ac-227 1.6E-06 - - - Fr-223,At-219

Th-227 3.3E-04 - - -

Ra-223 1.1E-03 - - - Rn-219,Po-215,Pb-211,Bi-211,Po-211,Tl-207

No.11 線量率（積み下ろし）
放射平衡を仮定した

子孫核種 *3μSv/h per Bq/g

ウ
ラ
ン
系
列

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列

(

4
n
系
列

)
(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)

放射性核種

単位

ト
リ
ウ
ム
系
列

 

(*1) 選 定 値 は「ウラン及 び TRU 廃 棄 物 のクリアランスレベル評 価 のための外 部 被 ばく線 量 換 算 係 数 」( 11 )

に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*2) 最 小 値 、最 大 値 は「平 成 17 年 度  放 射 性 廃 棄 物 処 分 の長 期 的 評 価 手 法 の調 査  報 告 書 」(1 2 )  に

記 載 されている値 を選 定 した。 

(*3) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

(*4) 表 中 の”－”は確 率 論 的 解 析 において、評 価 対 象 核 種 となっていないことを示 す。 

 添付資料１－３９



 

16 26 30 31

スクラップ
前処理

製品加工 トラック オートバイ

U-236 9.1E-09 9.5E-08 5.7E-07 7.1E-07 -

U-232 6.6E-08 7.8E-07 2.3E-06 3.1E-06 -

Th-232 2.7E-08 3.2E-07 1.4E-06 1.7E-06 -

Ra-228 1.3E-03 1.5E-02 1.0E-02 1.8E-02 Ac-228,Fr-224

Th-228 2.1E-03 2.5E-02 1.5E-02 2.7E-02 Ra-224,Rn-220,Po-216,Pb-212,Bi-212,Po-212,Tl-208

U-238 1.3E-06 1.6E-05 1.0E-05 1.9E-05 -

Th-234 2.5E-05 3.1E-04 2.6E-04 4.3E-04 Pa-234m,Pa-234

U-234 2.0E-08 2.3E-07 1.0E-06 1.3E-06 -

Th-230 8.5E-08 1.0E-06 3.3E-06 4.0E-06 -

Ra-226 2.3E-03 2.9E-02 1.8E-02 3.3E-02 Rn-222,Po-218,At-218,Rn-218,Pb-214,Bi-214,Po-214,Tl-210

Pb-210 6.6E-08 7.7E-07 9.3E-06 6.0E-06 Bi-210, Hg-206,Tl-206

Po-210 1.2E-08 1.4E-07 9.4E-08 1.8E-07 -

U-235 8.5E-05 1.0E-03 1.6E-03 3.0E-03 Th-231

Pa-231 3.3E-05 4.0E-04 3.7E-04 7.5E-04 -

Ac-227 3.8E-07 4.6E-06 7.3E-06 1.1E-05 Fr-223,At-219

Th-227 7.8E-05 9.6E-04 1.0E-03 2.0E-03 -

Ra-223 2.5E-04 3.1E-03 2.9E-03 5.6E-03 Rn-219,Po-215,Pb-211,Bi-211,Po-211,Tl-207

(

4
n
系
列

)
(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列

放射平衡を仮定した
子孫核種 *2

金属の再利用に関するシナリオ
（単位：μSv/h per Bq/g)  *1

ウ
ラ
ン
系
列

経路番号
放射性核種

ト
リ
ウ
ム
系
列

 
(*1) 「ウラン及 び TRU 廃 棄 物 のクリアランスレベル評 価 のための外 部 被 ばく線 量 換 算 係 数 」(11 )に記 載 さ

れている値 を選 定 した。 

(*2) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

 

選定値 *1 分布型 最小値 *2 最大値 *2

U-236 1.2E-07 - *4 - -

U-232 9.3E-07 一様分布 3.4E-07 1.4E-06

Th-232 3.8E-07 - - -

Ra-228 1.8E-02 - - - Ac-228,Fr-224

Th-228 3.0E-02 一様分布 1.1E-02 4.5E-02 Ra-224,Rn-220,Po-216,Pb-212,Bi-212,Po-212,Tl-208

U-238 1.9E-05 一様分布 6.8E-06 2.7E-05

Th-234 3.7E-04 一様分布 1.3E-04 5.4E-04 Pa-234m,Pa-234

U-234 2.8E-07 一様分布 1.1E-07 4.0E-07

Th-230 1.2E-06 一様分布 4.4E-07 1.8E-06

Ra-226 3.4E-02 一様分布 1.2E-02 5.0E-02 Rn-222,Po-218,At-218,Rn-218,Pb-214,Bi-214,Po-214,Tl-210

Pb-210 9.3E-07 一様分布 3.4E-07 1.3E-06 Bi-210,Hg-206,Tl-206

Po-210 1.7E-07 一様分布 6.2E-08 2.5E-07

U-235 1.2E-03 一様分布 4.5E-04 1.8E-03 Th-231

Pa-231 4.7E-04 一様分布 1.7E-04 7.0E-04

Ac-227 5.5E-06 一様分布 2.0E-06 8.0E-06 Fr-223,At-219

Th-227 1.1E-03 一様分布 4.1E-04 1.7E-03

Ra-223 3.7E-03 一様分布 1.3E-03 5.4E-03 Rn-219,Po-215,Pb-211,Bi-211,Po-211,Tl-207

No.20 線量率（溶融・鋳造）
放射平衡を仮定した

子孫核種 *3μSv/h per Bq/g

ウ
ラ
ン
系
列

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列

(

4
n
系
列

)
(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)

放射性核種

単位

ト
リ
ウ
ム
系
列

 
(*1) 選 定 値 は「ウラン及 び TRU 廃 棄 物 のクリアランスレベル評 価 のための外 部 被 ばく線 量 換 算 係 数 」( 11 )

に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*2) 最 小 値 、最 大 値 は「平 成 17 年 度  放 射 性 廃 棄 物 処 分 の長 期 的 評 価 手 法 の調 査  報 告 書 」(1 2 )  に

記 載 されている値 を選 定 した。 

(*3) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

(*4) 表 中 の”－”は確 率 論 的 解 析 において、評 価 対 象 核 種 となっていないことを示 す。 

 添付資料１－４０



 

 

32 33 34

船舶  机 NC旋盤

U-236 1.2E-06 1.4E-06 5.5E-07 -

U-232 6.8E-06 4.6E-06 3.5E-06 -

Th-232 3.6E-06 2.5E-06 1.5E-06 -

Ra-228 5.3E-02 2.5E-02 5.3E-02 Ac-228,Fr-224

Th-228 8.1E-02 3.6E-02 8.2E-02 Ra-224,Rn-220,Po-216,Pb-212,Bi-212,Po-212,Tl-208

U-238 5.3E-05 2.6E-05 5.4E-05 -

Th-234 1.2E-03 5.7E-04 1.1E-03 Pa-234m,Pa-234

U-234 2.6E-06 2.2E-06 1.2E-06 -

Th-230 9.3E-06 5.4E-06 4.4E-06 -

Ra-226 9.5E-02 4.4E-02 9.6E-02 Rn-222,Po-218,At-218,Rn-218,Pb-214,Bi-214,Po-214,Tl-210

Pb-210 1.1E-05 7.6E-06 3.8E-06 Bi-210, Hg-206,Tl-206

Po-210 5.0E-07 2.4E-07 5.0E-07 -

U-235 7.2E-03 4.0E-03 4.3E-03 Th-231

Pa-231 1.9E-03 1.0E-03 1.6E-03 -

Ac-227 2.7E-05 1.4E-05 1.8E-05 Fr-223,At-219

Th-227 4.9E-03 2.7E-03 3.8E-03 -

Ra-223 1.4E-02 7.4E-03 1.2E-02 Rn-219,Po-215,Pb-211,Bi-211,Po-211,Tl-207

(

4
n
系
列

)
(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)

放射平衡を仮定した
子孫核種 *2

ト
リ
ウ
ム
系
列

ウ
ラ
ン
系
列

経路番号

金属の再利用に関するシナリオ
（単位：μSv/h per Bq/g)  *1

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列

放射性核種

 
(*1) 「ウラン及 び TRU 廃 棄 物 のクリアランスレベル評 価 のための外 部 被 ばく線 量 換 算 係 数 」(11 )に記 載 さ

れている値 を選 定 した。 

(*2) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

 添付資料１－４１



 

 

選定値 *1 分布型 最小値 *2 最大値 *2

U-236 7.2E-06 一様分布 1.8E-06 7.2E-06

U-232 9.8E-06 - *4 - -

Th-232 5.7E-06 一様分布 1.4E-06 5.7E-06

Ra-228 2.9E-03 一様分布 9.0E-04 2.9E-03 Ac-228,Fr-224

Th-228 4.4E-03 一様分布 1.3E-03 4.4E-03 Ra-224,Rn-220,Po-216,Pb-212,Bi-212,Po-212,Tl-208

U-238 9.2E-06 一様分布 2.4E-06 9.2E-06

Th-234 8.8E-05 一様分布 2.5E-05 8.8E-05 Pa-234m,Pa-234

U-234 7.9E-06 一様分布 1.9E-06 7.9E-06

Th-230 6.4E-06 一様分布 1.6E-06 6.4E-06

Ra-226 5.2E-03 一様分布 1.6E-03 5.2E-03 Rn-222,Po-218,At-218,Rn-218,Pb-214,Bi-214,Po-214,Tl-210

Pb-210 1.9E-05 一様分布 4.5E-06 1.9E-05 Bi-210,Hg-206,Tl-206

Po-210 2.7E-08 一様分布 8.5E-09 2.7E-08

U-235 5.7E-04 一様分布 1.6E-04 5.7E-04 Th-231

Pa-231 1.7E-04 一様分布 4.8E-05 1.7E-04

Ac-227 3.6E-06 一様分布 9.5E-07 3.6E-06 Fr-223,At-219

Th-227 3.4E-04 一様分布 9.8E-05 3.4E-04

Ra-223 9.1E-04 一様分布 2.7E-04 9.1E-04 Rn-219,Po-215,Pb-211,Bi-211,Po-211,Tl-207

μSv/h per Bq/cm
2

ウ
ラ
ン
系
列

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列

(

4
n
系
列

)
(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)

放射平衡を仮定した
子孫核種 *3

単位

ト
リ
ウ
ム
系
列

放射性核種

No.35 線量率（再使用品）

 
(*1) 選 定 値 は「ウラン及 び TRU 廃 棄 物 のクリアランスレベル評 価 のための外 部 被 ばく線 量 換 算 係 数 」( 11 )

に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*2) 最 小 値 、最 大 値 は「平 成 17 年 度  放 射 性 廃 棄 物 処 分 の長 期 的 評 価 手 法 の調 査  報 告 書 」(1 2 )  に

記 載 されている値 を選 定 した。 

(*3) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

(*4) 表 中 の”－”は確 率 論 的 解 析 において、評 価 対 象 核 種 となっていないことを示 す。 

 

選定値 *1 分布型 最小値 *2 最大値 *2

U-236 4.1E-06 一様分布 9.5E-07 4.1E-06

U-232 1.8E-05 一様分布 4.0E-06 1.8E-05

Th-232 1.1E-05 一様分布 2.4E-06 1.1E-05

Ra-228 8.8E-02 一様分布 1.8E-02 8.8E-02 Ac-228,Fr-224

Th-228 1.4E-01 一様分布 2.7E-02 1.4E-01 Ra-224,Rn-220,Po-216,Pb-212,Bi-212,Po-212,Tl-208

U-238 8.9E-05 一様分布 1.8E-05 8.9E-05

Th-234 2.2E-03 一様分布 4.5E-04 2.2E-03 Pa-234m,Pa-234

U-234 7.9E-06 一様分布 1.8E-06 7.9E-06

Th-230 2.5E-05 一様分布 5.5E-06 2.5E-05

Ra-226 1.6E-01 一様分布 3.2E-02 1.6E-01 Rn-222,Po-218,At-218,Rn-218,Pb-214,Bi-214,Po-214,Tl-210

Pb-210 4.7E-05 一様分布 1.2E-05 4.7E-05 Bi-210,Hg-206,Tl-206

Po-210 8.2E-07 一様分布 1.7E-07 8.2E-07

U-235 1.5E-02 一様分布 3.1E-03 1.5E-02 Th-231

Pa-231 3.5E-03 一様分布 5.7E-04 3.5E-03

Ac-227 6.0E-05 一様分布 1.2E-05 6.0E-05 Fr-223,At-219

Th-227 9.4E-03 一様分布 1.5E-03 9.4E-03

Ra-223 2.7E-02 一様分布 5.0E-03 2.7E-02 Rn-219,Po-215,Pb-211,Bi-211,Po-211,Tl-207

μSv/h per Bq/g

ウ
ラ
ン
系
列

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列

(
4
n
系
列

)
(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)

放射平衡を仮定した
子孫核種 *3

単位

ト
リ
ウ
ム
系
列

放射性核種

No.38 線量率（スラグ駐車場）

 
(*1) 選 定 値 は「ウラン及 び TRU 廃 棄 物 のクリアランスレベル評 価 のための外 部 被 ばく線 量 換 算 係 数 」( 11 )

に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*2) 最 小 値 、最 大 値 は「平 成 17 年 度  放 射 性 廃 棄 物 処 分 の長 期 的 評 価 手 法 の調 査  報 告 書 」(1 2 )  に

記 載 されている値 を選 定 した。 

(*3) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 
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吸入 *2 経口 *3 吸入 *4 経口 *5

U-236 6.3E-06 4.6E-08 3.2E-06 4.7E-08 -

U-232 2.6E-05 3.3E-07 7.8E-06 3.3E-07 -

Th-232 2.9E-05 2.2E-07 2.5E-05 2.3E-07 -

Ra-228 1.7E-06 6.7E-07 2.6E-06 6.9E-07 Ac-228, Fr-224

Th-228 3.4E-05 1.4E-07 4.3E-05 1.4E-07 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

U-238 5.7E-06 4.4E-08 2.9E-06 4.5E-08 -

Th-234 5.8E-09 3.4E-09 7.7E-09 3.4E-09 Pa-234m, Pa-234

U-234 6.8E-06 4.9E-08 3.5E-06 4.9E-08 -

Th-230 2.8E-05 2.1E-07 1.4E-05 2.1E-07 -

Ra-226 2.2E-06 2.8E-07 3.5E-06 2.8E-07 Rn-222, Po-218, At-218, Rn-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Tl-210

Pb-210 1.2E-06 6.8E-07 1.2E-06 6.9E-07 Bi-210, Hg-206, Tl-206

Po-210 2.2E-06 2.4E-07 3.3E-06 1.2E-06 -

U-235 6.1E-06 4.6E-08 3.1E-06 4.7E-08 Th-231

Pa-231 8.9E-05 7.1E-07 1.4E-04 7.1E-07 -

Ac-227 6.3E-04 1.1E-06 5.5E-04 1.1E-06 Fr-223, At-219

Th-227 7.6E-06 8.9E-09 1.0E-05 8.8E-09 -

Ra-223 5.7E-06 1.0E-07 7.4E-06 1.0E-07 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207

(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)
(

4
n
系
列

)

ウ
ラ
ン
系
列

ICRP Publ.68 ICRP Publ.72 放射平衡を仮定した子孫核種 *1放射性核種

成人の内部被ばく線量係数(Sv/Bq)

ト
リ
ウ
ム
系
列

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列  

(*1) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

(*2) ICRP Publ .68 ( 1 3 )を基 に、以 下 の手 順 により値 を選 定 した。 

・ ICRP Publ .68 では、職 業 被 ばくにおいて吸 入 摂 取 する粒 子 の空 気 力 学 的 放 射 能 中 央 径 （AMAD）に

関 して、ICRP Pub. 30( 14 )のデフォルト値 である 1μm より、作 業 場 のエアロゾルをもっとよく代 表 すると

して、5μm をデフォルト値 としているため、ここでは 5μm に対 する実 効 線 量 係 数 を採 用 した。 

・ 放 射 性 元 素 の化 合 物 の種 類 に対 する肺 からの吸 収 タイプに関 しては、ICRP Publ .68 において一 つ

だけ与 えられている場 合 はその吸 収 タイプに対 する実 効 線 量 係 数 を、複 数 与 えられている場 合 は、

線 量 評 価 において放 射 性 元 素 の化 合 物 を一 意 に決 定 することが困 難 なため、保 守 的 に最 も実 効 線

量 係 数 の高 い吸 収 タイプを採 用 した。 

・ Ra-226 については、ICRP Publ .72 (1 5 )に記 載 されている改 定 値 を用 いた。 

(*3) ICRP Publ .68 を基 に、以 下 の手 順 により値 を選 定 した。 

・ ICRP Publ .68 において、化 合 物 の種 類 の違 いにより複 数 の値 が与 えられている場 合 は、保 守 的 に

最 大 値 を採 用 した。 

(*4) ICRP Publ .72 を基 に、以 下 の手 順 により値 を選 定 した。 

・ 居 住 者 の実 効 線 量 係 数 は ICRP Publ .72 の“Adult”から引 用 した。 

・ ICRP Publ .72 では、一 般 公 衆 に対 する実 効 線 量 係 数 を、空 気 力 学 的 放 射 能 中 央 径 （AMAD）を 1μ

m として求 めている。 

・ ICRP Publ .72 において、肺 からの吸 収 タイプとして、放 射 性 核 種 の化 合 物 に関 する情 報 が利 用 でき

ない場 合 の推 奨 デフォルトタイプが示 されている元 素 については、推 奨 デフォルトタイプに対 する実 効

線 量 係 数 を採 用 した。また、推 奨 デフォルト値 が示 されていない元 素 については、保 守 的 に最 も実 効

線 量 係 数 の高 い吸 収 タイプを採 用 した。 

(*5) ICRP Publ .72 を基 に、以 下 の手 順 により値 を選 定 した。 

・ ICRP Publ .72 において、化 合 物 の種 類 の違 いにより複 数 の値 が与 えられている場 合 は、保 守 的 に

最 大 値 を採 用 した。 

(*6) 作 業 者 に対 しては Publ .68 を、一 般 公 衆 に対 しては Publ .72 を使 用 する。 
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吸入 *2 経口 *3

U-236 1.0E-05 1.3E-07 -

U-232 2.4E-05 8.2E-07 -

Th-232 5.0E-05 4.5E-07 -

Ra-228 1.0E-05 5.7E-06 Ac-228, Fr-224

Th-228 1.4E-04 1.1E-06 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

U-238 9.4E-06 1.2E-07 -

Th-234 3.1E-08 2.5E-08 Pa-234m, Pa-234

U-234 1.1E-05 1.3E-07 -

Th-230 3.5E-05 4.1E-07 -

Ra-226 1.1E-05 9.6E-07 Rn-222, Po-218, At-218, Rn-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Tl-210

Pb-210 4.0E-06 3.6E-06 Bi-210, Hg-206, Tl-206

Po-210 1.1E-05 8.8E-06 -

U-235 1.0E-05 1.3E-07 Th-231

Pa-231 2.3E-04 1.3E-06 -

Ac-227 1.6E-03 3.1E-06 Fr-223, At-219

Th-227 3.0E-05 7.0E-08 -

Ra-223 2.1E-05 1.1E-06 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207

ト
リ
ウ
ム
系
列

ウ
ラ
ン
系
列
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系
列

(

4
n
系
列

)
(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)

放射性核種 放射平衡を仮定した子孫核種 *1
ICRP Publ.72

  子供の内部被ばく線量係数
(Sv/Bq)

 

(*1) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

(*2) ICRP Publ .72 ( 1 5 )を基 に、以 下 の手 順 により値 を選 定 した。 

・ 子 供 の実 効 線 量 係 数 は ICRP Publ .72 の 1 歳 の値 を引 用 した。 

・ ICRP Publ .72 では、一 般 公 衆 に対 する実 効 線 量 係 数 を、空 気 力 学 的 放 射 能 中 央 径 （AMAD）を 1μ

m として求 めている。 

・ ICRP Publ .72 において、肺 からの吸 収 タイプとして、放 射 性 核 種 の化 合 物 に関 する情 報 が利 用 でき

ない場 合 の推 奨 デフォルトタイプが示 されている元 素 については、推 奨 デフォルトタイプに対 する実 効

線 量 係 数 を採 用 した。また、推 奨 デフォルト値 が示 されていない元 素 については、保 守 的 に最 も実 効

線 量 係 数 の高 い吸 収 タイプを採 用 した。 

(*3) ICRP Publ .72 を基 に、以 下 の手 順 により値 を選 定 した。 

・ ICRP Publ .72 において、化 合 物 の種 類 の違 いにより複 数 の値 が与 えられている場 合 は、保 守 的 に

最 大 値 を採 用 した。 
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β+γ

U-236 4.0E-05 *1 8.3E-07 *1 4.1E-05 -

U-232 2.8E-04 *3 2.7E-05 *1,*2,*4 *6 3.1E-04 -

Th-232 2.7E-04 *3 6.3E-05 *2 *6 3.3E-04 -

Ra-228 2.7E-02 *2 5.1E-04 *2 2.7E-02 Ac-228, Fr-224

Th-228 5.6E-02 *2 8.8E-04 *2 5.6E-02 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

U-238 3.7E-05 *3 7.5E-05 *2 *6 1.1E-04 -

Th-234 3.4E-02 *3 *6 1.0E-05 *2 3.4E-02 Pa-234m, Pa-234

U-234 6.5E-05 *2 2.4E-05 *2 8.8E-05 -

Th-230 9.1E-04 *2 3.3E-05 *2 9.4E-04 -

Ra-226 5.2E-02 *2 *6 9.6E-04 *2 *6 5.3E-02 Rn-222, Po-218, At-218, Rn-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Tl-210

Pb-210 2.3E-02 *2 7.3E-05 *2 2.3E-02 Bi-210, Hg-206, Tl-206

Po-210 0.0E+00 *2 4.2E-09 *2 4.2E-09 -

U-235 2.2E-02 *2 9.5E-05 *2 2.2E-02 Th-231

Pa-231 1.3E-03 *2 2.5E-05 *2 1.3E-03 -

Ac-227 3.6E-04 *3 *6 1.8E-06 *4 3.6E-04 Fr-223, At-219

Th-227 2.4E-03 *2 7.3E-05 *2 2.5E-03 -

Ra-223 3.2E-02 *2 8.1E-05 *2 3.2E-02 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207

(

4
n
系
列

)
(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)

放射平衡を仮定した子孫核種 *5

β4mg/cm2 γ 7mg/cm2

(Sv/y per Bq/cm2)

皮膚被ばく線量換算係数

放射性核種

ト
リ
ウ
ム
系
列

ウ
ラ
ン
系
列

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列  

(*1) IAEA SRS No.44 ( 6 )  に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*2) Radiat ion Protect ion 65 ( 1 6 )  に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*3) Health Physics .  Vol .53 , No.2 ( 1 7 )  に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*4) CEA-R-5441 ( 1 8 )  に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*5) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

(*6) 当 該 核 種 において放 射 平 衡 を仮 定 した子 孫 核 種 が引 用 した文 献 と異 なるので、分 岐 比 を考 慮 して

加 減 演 算 により当 該 核 種 の皮 膚 被 ばく線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 
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ウラン取扱施設から発生する金属の発生量について 

 

日本原子力研究開発機構 

新金属協会核燃料加工部会 

日本原燃株式会社 

 

主要なウラン取扱施設のうち、日本原子力研究開発機構（以下、「JAEA」と

いう。）の核燃料サイクル工学研究所及び日本原燃株式会社（以下、「JNFL」

という。）の六ヶ所ウラン濃縮工場からは、自然起源のウランのみにより汚染

されているクリアランス対象物が発生する。一方、JAEAの人形峠環境技術セ

ンター及び新金属協会核燃料加工部会のウラン燃料の加工施設*1においては、

回収ウラン等* 2に起因する人工起源の放射性核種によっても汚染されている

クリアランス対象物が発生する。 

これら施設の平成 62 年度までの運転及び施設解体に伴い発生し、ウラン濃

度が 1Bq/g 以下と推定される金属のクリアランス対象物の総物量及び当面発

生する物量をそれぞれ表１及び表２に示す。 

 

表１ ウラン取扱施設から発生するクリアランス対象物（金属）の総物量 

（推定） 
単位：万トン 

クリアランス対象物（金属） 

事業者 

（施設） クリアランス対象物

の合計 

自然起源及び人工起源

の放射性核種により汚染

されたもの 1) 

放射性廃棄物でない

廃棄物（金属）2) 

JAEA 

（人形峠環境技術センター）  
0.9 0.7 0.1 

JNFL 

（六ヶ所ウラン濃縮工場）   
6.0 － 5.0 

ウラン燃料加工事業者

（4 社 5 事業所合計） 
1.1 1.1 1.6 

1)；「自然起源及び人工起源の放射性核種により汚染されたもの」は「クリアランス対象物の合計」の内数を示す。 
2)；廃止措置あるいは設備更新などの際に、クリアランス対象物と同時に発生することが予想される放射性廃棄物でない廃

棄物の物量を示す。 

 

                                                  
*1；株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（GNF-J）、三菱原子燃料株式会社（MNF）、原子

燃料工業株式会社（NFI）熊取事業所及び東海事業所並びに株式会社ジェー・シー・オー（JCO）東海事業所*3 

*2；JAEA 人形峠環境技術センターにおける主要な汚染源は、JAEA の再処理施設にて得られた再処理回収ウラン

（RU）である。一方、新金属協会核燃料加工部会のウラン燃料の加工施設における主要な汚染源は、濃縮商

業用グレードウラン（ECGU）を含む濃縮ウランである。 

*3；現在は核燃料物質の使用者（原子炉等規制法第 52 条第 1 項の許可を受けた者）であるが、過去に加工事業

者（同法第 13 条第 1 項の許可を受けた者）として事業（再転換）を行った施設等を有している。 
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表２ ウラン取扱施設から当面発生するクリアランス対象物（金属）量 

（推定） 
単位：万トン 

クリアランス対象物（金属） 
事業者 
（施設） クリアランス対象物

の合計 

自然起源及び人工起源
の放射性核種により汚染

されたもの 

放射性廃棄物でない
廃棄物（金属） 

JAEA1) 
（人形峠環境技術センター） 

0.9 0.7 0.1 

JNFL2) 
（六ヶ所ウラン濃縮工場） 

2.2 － 0.6 

ウラン燃料加工事業者 3) 
（4 社 5 事業所合計） 

0.015 
（年間） 

0.015 
（年間） 

－ 

1)；JAEA 人形峠環境技術センターにおいては、ウラン製錬・転換試験、遠心分離法ウラン濃縮試験などのウラン濃縮関連

技術開発を平成 17 年度に終え、平成 24 年度頃から施設の本格的な解体を始める計画である。施設の解体技術開発

や本格解体に伴い発生する物量を示す。 
2)；JNFL 六ヶ所ウラン濃縮工場においては、平成 22 年度より新型の遠心分離機を導入するため、既設の遠心分離機を順

次撤去し、平成 32 年度より 10 年程度の期間で当該遠心分離機の除染処理及びクリアランスを行う計画である。既設

の遠心分離機に係るクリアランス物量及び処理完了までに発生する放射性廃棄物でないものの物量を示す。 
3)；ウラン燃料加工事業者（GNF-J、MNF、NFI）においては、各事業者ともに 1970 年代から長期間の運転を経て資材等が

蓄積している。平成 25 年頃からクリアランス小規模運用を開始し、平成 28 年度から本格運用を行う予定である。また、

JCO は、加工事業を行っていないが、加工事業者と同様に平成 25 年頃よりクリアランス小規模運用を開始する予定で

ある。4 社 5 事業所合計の年間当たりの物量を示す。 
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スラグの埋立処分のシナリオの評価パラメータ一覧 

 

 

 

ウラン取扱施設に係るクリアランスレベル試算において、金属の再利用

に伴い発生するスラグが産業廃棄物として埋立処分された場合の影響を

確認するために「スラグの埋立処分のシナリオ」を選定し、本シナリオの

解析のために設定した評価パラメータの一覧を以下に示す。原子力安全委

員会の「原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴って発生するものの

うち放射性物質として取り扱う必要のないものの放射能濃度について」の

報告書（以下、「クリアランスレベル報告書」という。）(1)において採用さ

れたパラメータの設定値及び選定方法と同一とした。ただし、評価パラメ

ータのうち、ウラン取扱施設から発生するクリアランス対象物の物量に関

するパラメータ、スラグ埋立処分の外部被ばく評価に必要な線量換算係数

などは、本資料において新たに設定した。スラグの埋立処分のシナリオに

対する決定論的解析の評価対象経路は表１に示す 41 経路であり、埋立作

業のシナリオと埋立処分後のシナリオに大別される。 

ウラン取扱施設に関するクリアランスレベル評価対象核種は、U-234, 

U-235, U-238, U-232, U-236 の 5 核種である。そのうち、自然起源の放射

性核種である U-234、U-235、U-238 に対しては埋立作業のシナリオのみの

10 経路を対象とし、人工起源の放射性核種である U-232、U-236 では、埋

立作業と埋立処分後のシナリオの全 41 経路を対象とした。 

 なお、本解析では、評価パラメータ一覧表の中の「選定値」を使用した。 

 

 

参考文献 

(1) 原子力安全委員会: 原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴っ

て発生するもののうち放射性物質として取り扱う必要のないものの

放射能濃度について，平成 16 年 12 月 16 日 (平成 17 年 3 月 17 日一

部訂正及び修正) (2004). 
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表１ スラグの埋立処分のシナリオの評価対象経路 

U-234 U-235 U-238 U-232 U236

1 外部 直接線 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○

3 粉塵吸入 ○ ○ ○ ○ ○

4 直接経口 ○ ○ ○ ○ ○

5 外部 直接線 ○ ○ ○ ○ ○

6 内部 粉塵吸入 ○ ○ ○ ○ ○

7 外部 直接線 ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ○ ○

9 粉塵吸入 ○ ○ ○ ○ ○

10 直接経口 ○ ○ ○ ○ ○

11 外部 土壌直接線 ○ ○

12 ○ ○

13 粉塵吸入 ○ ○

14 直接経口 ○ ○

15 土壌直接線 成人 ○ ○

16 土壌直接線 子供 ○ ○

17 粉塵吸入 成人 ○ ○

18 粉塵吸入 ○ ○

19 直接経口 ○ ○

20 外部 土壌直接線 ○ ○

21 内部 粉塵吸入 ○ ○

22 外部 土壌直接線 ○ ○

23 粉塵吸入 ○ ○

24 成人 ○ ○

25 子供 ○ ○

26 成人 ○ ○

27 子供 ○ ○

28 成人 ○ ○

29 子供 ○ ○

30 外部 土壌直接線 ○ ○

31 内部 粉塵吸入 ○ ○

32 外部 土壌直接線 ○ ○

33 粉塵吸入 ○ ○

34 成人 ○ ○

35 子供 ○ ○

36 成人 ○ ○

37 子供 ○ ○

38 成人 ○ ○

39 子供 ○ ○

40 成人 ○ ○

41 子供 ○ ○

評価対象核種
No. 被ばく線源 被ばく形態 被ばく者シナリオ

跡
地
利
用

跡地で収穫され
た食物の摂取

内部

廃棄物混合土壌

内部

内部

廃棄物

廃棄物
混合土壌

農作物

皮膚

畜産物

皮膚

内部

皮膚

外部

養殖水

畜産物

淡水産物

井戸水 飲料水

飼育水

灌漑した
農地

消費者

灌漑水

畜産物

地
下
水
移
行

地下水利用

牧畜作業者
灌漑した

牧場

農作物

摂取
内部

積込み作業

運搬作業

埋立作業

建設作業

跡地での居住

跡地での農作業

跡地での牧畜作
業

農作業者

内部
子供

農作業者

牧畜作業者

消費者

消費者

埋
立
作
業

埋
立
処
分
後

作業者

運転手

作業者

内部

摂取

摂取

作業者

居住者
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１．ウラン取扱施設に係るクリアランスレベル評価のための評価パラメータ（核種・元素非依存性） 

 

評価対象 埋立作業、跡地利用、地下水移

行 

経路番号 1～41 

パラメータ名 クリアランス対象物を含むス

ラグ埋立量 

単位 ton/ｙ 

選定値 200（10年間で 2,000ton） 分布型 - 

最小値 -  - 

選定値根拠： 

ウラン取扱施設の運転及び廃止措置に伴い発生した金属材料（クリアランス対象物及び「放射性廃棄物でない廃

棄物」）が同一のルートにのって再利用されるものとし、以下の発生推定結果に基づいて 10年間に発生する平均的

な値を計算すると以下のようになる。 

ウラン取扱施設から 10年間に発生するクリアランス対象物（金属）量の平均値（想定） 

 JAEA 人形峠 JNFL 
新金属協会 

核燃料加工部会 

クリアランス対象物量（ton） 9,000/10 年間 22,000/10 年間 150(年間) 

うち、人工起源の放射性核種によっても汚染

されたもの（ton） 
7,000/10 年間 - 150(年間) 

放射性廃棄物でない廃棄物（金属）（ton）*1 1,000/10 年間 6,000/10 年間 - 

クリアランス割合(-) 0.9 0.79 1.0 

*1 廃止措置あるいは設備更新などの際に、クリアランス対象物（金属）と同時に発生することが予想される放射性

廃棄物でない廃棄物（金属）の物量を示す。 

 

 クリアランス対象物量は、ウラン取扱施設の廃止措置あるいは設備更新に伴い当面 10 年の間に最も多い事業者

（JNFL）のデータから、2万 ton（年間 2千 ton）とする。クリアランスレベル試算における物量の設定は、物量に

依存した被ばく時間や線源濃度の設定の上でより大きな物量設定の方が保守的となることから、自然起源及び人工

起源の放射性核種に対するクリアランスレベル試算において、この最大物量の条件を仮定した。 

クリアランス対象物と同時に発生する「放射性廃棄物でない廃棄物（金属）」との混合はここでは見込まないこ

ととした。クリアランス対象物は、国の確認を受けた後は、全国で流通する老廃スクラップのひとつとして流通し、

電炉メーカーの鉄源のひとつとして利用されると考えられる。よって、クリアランス対象物は、複数のスクラップ

業者及び電炉メーカーに分配されることも考えられるが、ここではある１つの電炉メーカーの工場へ搬入される場

合を想定する。また、電炉メーカーでの実績、国内外のクリアランスレベル評価を参考に、他のスクラップとの混

入割合を 0.1とする。 

クリアランス対象物と他の物質の合計（年間 2万 ton）の約 10%がスラグになると仮定*2し、スラグ発生量は 2千

ton になる。また、電気炉スラグの埋立等の実績 8%*3より発生するスラグの 10%が埋立処分されると仮定しスラグ

埋立量は年間2百 ton になる。さらに、埋立処分後のシナリオ評価では、10年間継続して１カ所の産業廃棄物処分

場に埋立されることを想定し、スラグ処分量は 2千 ton と設定した。 

 

*2 スラグの発生割合は、「鉄鋼スラグ統計年報 (平成 19年度実績)」(1)（酸化スラグ約 7%）、IAEA SS No.111-P-1.1(2)

（10%）、「原子炉クリアランス報告書」(3)（10%）を参考に 10%と仮定した。 

*3 「鉄鋼スラグ統計年報 (平成 19年度実績)」(1)の平成 19年度鉄鋼スラグ生産・利用状況の電気炉スラグの埋立

等の実績として 8%が示されている。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 
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評価対象 埋立作業、跡地利用、地下水移

行 

経路番号 1～41 

パラメータ名 再利用される金属中のクリアラ

ンス対象物割合 

単位 (-) 

選定値 0.1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

ウラン取扱施設の運転及び廃止措置に伴い発生した金属材料（クリアランス対象物及び「放射性廃棄物でない廃

棄物」）が同一のルートにのって再利用されるものとし、以下の発生推定結果に基づいて 10年間に発生する平均的

な値を計算すると以下のようになる。 

ウラン取扱施設から 10年間に発生するクリアランス対象物（金属）量の平均値（想定） 

 JAEA 人形峠 JNFL 
新金属協会 

核燃料加工部会 

クリアランス対象物量（ton） 9,000/10 年間 22,000/10 年間 150(年間) 

うち、人工起源の放射性核種によっても汚染

されたもの（ton） 
7,000/10 年間 - 150(年間) 

放射性廃棄物でない廃棄物（金属）（ton）*1 1,000/10 年間 6,000/10 年間 - 

クリアランス割合(-) 0.9 0.79 1.0 

*1 廃止措置あるいは設備更新などの際に、クリアランス対象物（金属）と同時に発生することが予想される放射性

廃棄物でない廃棄物（金属）の物量を示す。 

 

 クリアランス対象物量は、ウラン取扱施設の廃止措置あるいは設備更新に伴い当面 10 年の間に最も多い事業者

（JNFL）のデータから、2万 ton（年間 2千 ton）とする。クリアランスレベル試算における物量の設定は、物量に

依存した被ばく時間や線源濃度の設定の上でより大きな物量設定の方が保守的となることから、自然起源及び人工

起源の放射性核種に対するクリアランスレベル試算において、この最大物量の条件を仮定した。 

クリアランス対象物の中には、上記に示すような「放射性廃棄物でない廃棄物（金属）」との混合が考えられる

ものの、ここでは保守的に見込まないこととした。さらに、クリアランスされた金属は、他の産業から発生した金

属スクラップと同一のルートにのって前処理、溶融処理等の処理作業を経た後再利用されることになると推定され

る。 

 クリアランス対象物（金属）は老廃スクラップ（市中で回収される使用済みの設備・機器）に相当するが、電炉

メーカーでは老廃スクラップだけを溶融することはなく、自家発生スクラップ（電炉工場内で発生するもの）など

他のスクラップ及び銑鉄等と混合して精錬している。電炉メーカーの実績によると、１工場当たりのスクラップ使

用量は、約 60 万 ton である。クリアランス対象物 2千 ton が電炉 1工場で使用された場合の混合割合は 0.003(=2

千 ton/60 万 ton)である。また、「クリアランスレベル報告書」(4)では、スクラップ処理等に係るシナリオに対する

混合割合を 0.1と設定している。IAEA SRS No.44(5)では、鋳物工場の作業者に係るシナリオに対する混合割合を 0.02

（吸入、摂取）、0.1（外部）と設定している。 

 以上に述べたように、クリアランスされた金属材料は、再利用製品に加工されるまでの間に、大量の放射性核種

を含まない金属スクラップと混合する可能性があり、その割合を 0.1と選定した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 
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評価対象 埋立作業、跡地利用、地下水移

行 

経路番号 1～41 

パラメータ名 溶融に伴うスラグへの濃縮比 単位 (-) 

選定値 10 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2)において、溶融時に、鉄くずの 10%がスラグになるとされている。したがって、見掛け

上のスラグへの元素の濃縮比は 10となる。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 埋立作業 経路番号 1～10 

パラメータ名 年間作業時間 単位 h/y 

選定値 20 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

「国土交通省土木工事積算基準 (平成 20 年度版)」(6)に示された標準作業量を参考に 1 日当たりの作業量を

100ton/日と設定し、これをもとに物量に依存した被ばく時間を推定することとし、20h/年(スラグ 200ton*/100ton

×8h/日)の被ばく時間を設定した。 

* スラグ 200ton：2千 ton のクリアランス対象物を他のスクラップとの混合割合 0.1で精錬すると、クリアランス

対象物を含むスクラップ 2万 ton の精錬から 2千 ton のスラグが発生する。そのうちの 10%である 200ton が埋立処

分される。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 埋立作業（積込み作業、埋立作

業関連） 

経路番号 1,7 

パラメータ名 積込み作業、埋立作業時の遮へ

い係数 

単位 (-) 

選定値 0.4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA-TECDOC-401(7)に示された、重機による遮へい（鉄板 2cm）を考慮。その場合に、放射性核種別の遮へい係

数は以下のようになるが、保守的に遮へい係数の最も大きな Co-60 の値を採用した。 

Co-60        ：0.4 

Cs-137        ：0.3 

Am-241        ：0.02 

Sr-90、H-3、C-14 等  ：0.0 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 
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評価対象 埋立作業（積込み作業、運搬作

業） 

経路番号 1,5 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 積込み作業、運搬作業の線量率は、「クリアランスレベル報告書」(4)の評価体系を踏襲して、線源は 1.0m×5.0m

×1.0m の直方体、評価点は 1.0m×5.0m の面の中心から 1.0m として算出した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 埋立作業（積込み作業、埋立作

業関連） 

経路番号 2,4,8,10 

パラメータ名 微粒子への放射性物質の濃縮係

数（経口摂取及び皮膚被ばく）

単位 (-) 

選定値 2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(5)では、熱プロセスを生じない物質について、液体の関与などから、径の小さい粒子の放射能濃

度が高くなると述べている。この現象は、物質の種類、物理的および化学的性質、放射性物質の汚染の原因やその

後の再分布などによって起こり、一般的に評価するのは極めて困難と示しているものの、評価上考慮したほうが良

いと示しており、この微粒子への放射性物質の濃縮係数を、土壌などの物質について、ドイツで行われた調査結果

に基づき、吸入可能な粒子については 4、経口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子については 2 という濃縮係数を

使用している。一連の埋立シナリオの評価経路において、放射性物質により汚染した物質から発生する細粒成分に

ついて、放射性物質が濃縮するという現象が発生するかについて、確実視することはできないのが現状であると考

えられる。本試算では、保守的に放射性物質の濃縮が生じると仮定し、IAEA SRS No.44(5)に示されている微粒子へ

の放射性物質の濃縮係数（吸入可能な粒子：4，直接経口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子：2）により計算する

こととした。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 埋立作業（積込み作業、埋立作

業関連） 

経路番号 2,8 

パラメータ名 皮膚表面上のダストの厚み 単位 cm 

選定値 0.01 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(5)では、作業終了時に除去されるまで付着していると想定されるダストの厚さとして 100μm

（0.01cm）を想定しており、その値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 
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評価対象 埋立作業（積込み作業、埋立作

業関連） 

経路番号 2,8 

パラメータ名 積込み作業、埋立作業時のダス

トの密度 

単位 g/cm3 

選定値 2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 処分場の密度とし、IAEA-TECDOC-401(7)において、1.5～2.5 g/cm3という範囲を示して試算には 2 g/cm3という値

を用いており、これを採用した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 埋立作業（積込み作業、埋立作

業関連） 

経路番号 3,9 

パラメータ名 微粒子への放射性物質の濃縮係

数（吸入可能な粒子） 

単位 (-) 

選定値 4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(5)では、熱プロセスを生じない物質について、液体の関与などから、径の小さい粒子の放射能濃

度が高くなると述べている。この現象は、物質の種類、物理的および化学的性質、放射性物質の汚染の原因やその

後の再分布などによって起こり、一般的に評価するのは極めて困難と示しているものの、評価上考慮したほうが良

いと示しており、この微粒子への放射性物質の濃縮係数を、土壌などの物質について、ドイツで行われた調査結果

に基づき、吸入可能な粒子については 4、経口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子については 2 という濃縮係数を

使用している。一連の埋立シナリオの評価経路において、放射性物質により汚染した物質から発生する細粒成分に

ついて、放射性物質が濃縮するという現象が発生するかについて、確実視することはできないのが現状であると考

えられる。本試算では、保守的に放射性物質の濃縮が生じると仮定し、IAEA SRS No.44(5)に示されている微粒子へ

の放射性物質の濃縮係数（吸入可能な粒子：4，直接経口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子：2）により計算する

こととした。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 埋立作業（積込み作業、埋立作

業関連） 

経路番号 3,9 

パラメータ名 積込み作業、埋立作業時のダス

ト濃度 

単位 g/m3 

選定値 5E-4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 NUREG/CR-3585(8)に示された処分場への Open Dump 時及び IAEA-TECDOC-401(7)に示された埋設処分場での埋立作業

時における空気中ダスト濃度を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 
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評価対象 埋立作業（積込み作業、埋立作

業関連） 

経路番号 3,9 

パラメータ名 作業者の呼吸量 単位 m3/h 

選定値 1.2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 ICRP Publ.23(9)で示されている標準人（Reference man）の労働（軽作業）時の呼吸量の数値 20L/min を基に選定

した。 

    20(L/min) ÷ 1E+3(m3/L) × 60(min/h) = 1.2(m3/h) 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 埋立作業（積込み作業、埋立作

業関連） 

経路番号 4,10 

パラメータ名 経口摂取率 単位 g/h 

選定値 0.01 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2)では、身体に付着したダストの経口摂取率についての検討が行われている。その検討結

果では、このような経口摂取率は年齢に依存するが、成人の作業者の場合であれば、経口摂取率として 0.01g/h の

値が妥当であると判断されており、その値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 埋立作業（運搬作業） 経路番号 5 

パラメータ名 運搬作業時の遮へい係数 単位 (-) 

選定値 0.9 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 NUREG/CR-0134(10)に示された車両による遮へい（鉄板 3mm 相当）を考慮。その場合に、放射性核種別の遮へい係

数は以下のようになるが、保守的に遮へい係数の最も大きな Co-60 の値を採用した。 

    Co-60  :0.9 

    Cs-137 :0.8 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 
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評価対象 埋立作業（運搬作業） 経路番号 6 

パラメータ名 運搬作業時のダスト濃度 単位 g/m3 

選定値 0 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 車両走行中の運転席には、放射性核種を含むダストが侵入しないものとした。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 埋立作業（埋立作業） 経路番号 7 

パラメータ名 線量率 単位 (μSv/h）/（Bq/g） 

選定値 核種依存 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「クリアランスレベル報告書」(4)では、埋立作業における線量率は一次元輸送コード ANISN により、線源は無限

平板、評価点は高さ 1.0m として算出している。 

 JAEA-Data/Code 2008-001(11)では、円柱体系の半径は原子炉施設等に係るクリアランスレベルの評価の無限平板

を模擬するために十分に裕度を見込んだ半径（500m）を選定し、円柱の高さは線源物質の自己吸収による遮へい効

果を考慮して十分に保守的な値（2.0m）を選定し、評価点は原子炉施設等に係るクリアランスレベルの評価と同様

に円面の中心から 1.0m として算出している。ウラン取扱施設に対するクリアランスレベルの本試算では、埋立作

業時の線量率の評価体系を上記の JAEA-Data/Code 2008-001(11)における評価体系に設定した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 跡地利用、地下水移行 経路番号 跡地利用、地下水移行に係わる全経路 

パラメータ名 処分場嵩密度 単位 g/cm3 

選定値 2.0 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA-TECDOC-401(7)において、1.5～2.5 g/cm3という範囲を示して試算には 2 g/cm3という値を用いており、これ

を採用した。 

 なお、「廃棄物の処理・再資源化技術ハンドブック」(12)によると、破砕コンクリートの絶乾比重は 2.0～2.4 と記

載されている。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 跡地利用、地下水移行 経路番号 跡地利用、地下水移行に係わる全経路 

パラメータ名 処分場幅 単位 m 

選定値 100 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「産業廃棄物の排出・処理状況（平成 17年度実績）」(13)において示されている、年間に最終処分される産業廃棄

物総量 2,400 万 ton と、「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況（平成 17年度実績）」

(14)において示されている産業廃棄物処分場数2,335ヶ所から算出される1カ所あたりの処分場に埋立される年間産

業廃棄物量は約 1 万 ton である。1 万 ton の産業廃棄物が 10 年間継続して埋立される場合を想定し、10 万 ton と

設定した。 

処分量 10万 ton とかさ密度 2.0g/cm3より処分場容量は 5万 m3となり、5万 m3相当の処分場データとして、「環境

統計集（平成 18年度版）廃棄物処理技術情報 各都道府県別整備状況」(15)において示されている各都道府県の一般

廃棄物最終処分場のデータの内、全体容量が 4万 5千 m3以上 5万 5千 m3未満の最終処分場の平均埋立地面積を算出

すると約 1万 m2である。ここでは、埋立処分場を正方形と仮定して処分場幅を 100m とした。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 跡地利用、地下水移行 経路番号 跡地利用、地下水移行に係わる全経路 

パラメータ名 処分場長さ 単位 m 

選定値 100 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

「産業廃棄物の排出・処理状況（平成 17年度実績）」(13)において示されている、年間に最終処分される産業廃棄

物総量 2,400 万 ton と、「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況（平成 17年度実績）」

(14)において示されている産業廃棄物処分場数2,335ヶ所から算出される1カ所あたりの処分場に埋立される年間産

業廃棄物量は約 1 万 ton である。1 万 ton の産業廃棄物が 10 年間継続して埋立される場合を想定し、10 万 ton と

設定した。 

処分量 10万 ton とかさ密度 2.0g/cm3より処分場容量は 5万 m3となり、5万 m3相当の処分場データとして、「環境

統計集（平成 18年度版）廃棄物処理技術情報 各都道府県別整備状況」(15)において示されている各都道府県の一般

廃棄物最終処分場のデータの内、全体容量が 4万 5千 m3以上 5万 5千 m3未満の最終処分場の平均埋立地面積を算出

すると約 1万 m2である。ここでは、埋立処分場を正方形と仮定して処分場長さを 100m とした。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 跡地利用、地下水移行 経路番号 跡地利用、地下水移行に係わる全経路 

パラメータ名 処分場深さ 単位 m 

選定値 5 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

「産業廃棄物の排出・処理状況（平成 17年度実績）」(13)において示されている、年間に最終処分される産業廃棄

物総量 2,400 万 ton と、「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況（平成 17年度実績）」

(14)において示されている産業廃棄物処分場数2,335ヶ所から算出される1カ所あたりの処分場に埋立される年間産

業廃棄物量は約 1 万 ton である。1 万 ton の産業廃棄物が 10 年間継続して埋立される場合を想定し、10 万 ton と

設定した。 

処分量 10 万 ton と嵩密度 2.0g/cm3より処分場容量は 5 万 m3となり、処分場幅 100m、処分場長さ 100m と設定す

ると処分場深さは 5mになる。 

なお、「環境統計集（平成 18 年度版）廃棄物処理技術情報 各都道府県別整備状況」(15)において示されている各

都道府県の一般廃棄物最終処分場のデータの内、全体容量が 4万 5千 m3以上 5万 5千 m3未満の最終処分場の平均深

さは約 5mである。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。   

 

評価対象 跡地利用、地下水移行(農作物

摂取、灌漑農作物摂取) 

経路番号 24、34 

パラメータ名 農作物（米、葉菜、非葉菜、

果実）の年間摂取量(成人) 

単位 kg/y 

選定値 71、12、45、22 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「平成 8年版 国民栄養の現状」(16)に示された値に基づき下記により選定した。 

米   ：平成 6年の 1人 1日当たりの米類の摂取量 192.4g に基づいて選定。 

          192.4(g/d) × 365(d/y) ＝ 70.2(kg/y) 

葉菜  ：平成 6年の 1人 1日当たりの葉菜類（ほうれん草、キャベツ、白菜、葉菜つけもの）の摂取量 63.1g の

うち、半分に放射性核種が含まれているものとして、葉菜の摂取量を選定。 

          63.1(g/d) × 365(d/y) × 0.5 ＝ 11.5(kg/y) 

     なお、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」(17)には、成人の葉菜摂取量とし

て、100(g/d) × 365(d/y) ＝ 36.5(kg/y)が示されている。 

非葉菜 ：平成 6 年の 1 人 1 日あたりのいも類：62.2g、緑黄色野菜：81.8g 及びその他の野菜：161.1g の合計値

305.1g から、葉菜の摂取量を除いた 242g を非葉菜の摂取量とし、このうち半分に放射性核種が含まれ

ているものとして選定。 

          242(g/d) × 365(d/y) × 0.5 ＝ 44.2(kg/y) 

果実  ：平成 6 年の 1 人 1 日あたりの果実類の摂取量 117.2g のうち、半分に放射性核種が含まれているものと

して、果実の摂取量を選定。 

          117.2(g/d) × 365(d/y) × 0.5 ＝ 21.4(kg/y) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 跡地利用、地下水移行(農作物

摂取、灌漑農作物摂取) 

経路番号 25、35  

パラメータ名 農作物（米、葉菜、非葉菜、

果実）の年間摂取量(子供) 

単位 kg/y 

選定値 25、5、23、22 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

子供（1～2歳児）の農作物の年間摂取量については、成人に対する値との整合性を図るため、国民栄養の現状の

調査の結果に基づき選定した。 

農作物の摂取量は「平成 9年版 国民栄養の現状」(18)の平成 7年の調査結果で示されている 1～6歳児の各農作物

のデータを基に求めた。しかし、平成 7年の調査結果には、1～2歳児の摂取量が示されていないため、「平成 16年

版 国民栄養の現状」(19)の平成 14年の調査結果に示されている 1～2歳児の 1～6歳児に対する各農作物の摂取量の

割合を用いて、1～2歳児の農作物の年間摂取量を求めた。各農作物の設定根拠を以下に示す。 

 

米   ：平成 7年の 1～6歳児の 1人 1日当たりの米類の摂取量 84.6g を基に、平成 14年の 1～2歳児の 1～6歳

児に対する米類の 1人 1日当たりの摂取量の割合（0.8）を乗じた値を摂取量として設定。 

          84.6(g/d) × 0.8 × 365(d/y) ＝ 24.7(kg/y) 

葉菜  ：近年における国民栄養の現状の調査結果は、葉菜類を細分したデータ（ほうれん草、キャベツ、白菜、

葉菜つけもの）のデータがないため、1～6歳児の葉菜類を細分したデータが示されている平成 7年の 1

～6歳児の 1人 1日当たりの葉菜類（ほうれん草、キャベツ、白菜、葉菜つけもの）の摂取量 31g を基

に、平成 14年の 1～2歳児の 1～6歳児に対する野菜類の1人 1日当たりの摂取量の割合（0.8）を乗じ

た量を摂取量とし、成人の摂取量の設定と同様、摂取量の半分に放射性核種が含まれているものとして、

葉菜の摂取量を設定。 

          31(g/d) × 0.8 × 365(d/y) × 0.5 ＝ 4.5(kg/y) 

非葉菜 ：平成 7年の 1～6歳児の 1人 1日あたりのいも類、野菜類の合計値から「葉菜」を減じた量 157.4g を基

に、平成 14 年の 1～2 歳児の 1～6 歳児に対するいも類と野菜類の合計量の 1 人 1 日当たりの摂取量の

割合（0.79）を乗じた量を摂取量とし、成人の摂取量の設定と同様、摂取量の半分に放射性核種が含ま

れているものとして非葉菜の摂取量を選定。 

          157.4(g/d) × 0.79 × 365(d/y) × 0.5 ＝ 22.7(kg/y) 

果実  ：平成 7年の 1～6歳児の 1人 1日あたりの果実類の摂取量 122.7g を基に、平成 14年の 1～2歳児の 1～6

歳児に対する果実類の 1人 1日当たりの摂取量の割合（0.98）を乗じた量を摂取量とし、成人の摂取量

の設定と同様、摂取量の半分に放射性核種が含まれているものとして、果実の摂取量を選定。 

          122.7(g/d) × 0.98 × 365(d/y) × 0.5 ＝ 21.9(kg/y) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 
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評価対象 跡地利用、地下水移行(農作物

摂取、灌漑農作物摂取) 

経路番号 24、25、34、35 

パラメータ名 農作物の市場係数 単位 (-) 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 自給自足を考慮して、もっとも保守的に選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用、地下水移行(農作物

摂取、灌漑農作物摂取) 

経路番号 24、25、34、35 

パラメータ名 農作物の輸送時間 単位 d 

選定値 0 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 保守的に、生産された農作物を直ちに消費する人を評価対象とした。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 跡地利用(農作物摂取、畜産物

摂取) 

経路番号 24、25、26、27 

パラメータ名 根からの吸収割合 単位 (-) 

選定値 0.1 分布型 - 

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

 農作物の根が 50cm 以深の廃棄物層に達する可能性を考慮して、里芋の根群分布により、50cm 以深の根割合は、

40cm 耕で 1.5%程度（「植物栄養 土壌 肥料大辞典」(20) ）であることから、廃棄物層に達した根からの吸収割合

を保守的に 0.1と選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用、地下水移行(畜産物

摂取、灌漑畜産物摂取) 

経路番号 26、27、36、37 

パラメータ名 放射性核種を含む飼料の混合

割合 

単位 (-) 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 保守的に、放射性核種を含む飼料のみで家畜を飼育するとした。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 跡地利用、地下水移行 (畜産

物摂取、灌漑畜産物摂取) 

経路番号 26、27、36、37 

パラメータ名 家畜（牛肉、乳牛、豚、鶏）

の飼料摂取量 

単位 kg-dry/d 

選定値 7.2、16.1、2.4、0.07 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA TRS No.364(21)において示された値を採用した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用、地下水移行(畜産物

摂取、灌漑蓄産物摂取、飼育

水畜産物摂取) 

経路番号 26、36、38 

パラメータ名 畜産物（牛肉、豚肉、鶏肉、

鶏卵、牛乳）の年間摂取量(成

人) 

単位 kg/y、L/y（牛乳） 

選定値 8、9、7、16、44 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 「平成 8年版 国民栄養の現状」(16)に示された値に基づき下記により選定した。 

牛肉 ：平成6年の 1人 1日当たりの牛肉摂取量 21.2g に基づいて選定。 

          21.2(g/d) × 365(d/y) ＝ 7.7(kg/y) 

豚肉 ：平成 6年の 1人 1日当たりの豚肉摂取量 24.1g に基づいて選定。 

          24.1(g/d) × 365(d/y) ＝ 8.8(kg/y) 

鶏肉 ：平成 6年の 1人 1日当たりの鶏肉摂取量 18.6g に基づいて選定。 

          18.6(g/d) × 365(d/y) ＝ 6.8(kg/y) 

鶏卵 ：平成 6年の 1人 1日当たりの鶏卵摂取量 43.0g に基づいて選定。 

          43.0(g/d) × 365(d/y) ＝ 15.7(kg/y) 

牛乳 ：平成 6年の 1人 1日当たりの牛乳摂取量 118.2g に基づき、牛乳の密度を 1g/mL として選定。 

          118.2(g/d) × 365(d/y) ＝ 43.1(L/y) 

     なお、「発電用軽水型原子炉周辺の線量目標値に対する評価指針」(17)に示された成人牛乳摂取量は、

200mL/d となっている。 

          200(mL/d) × 365(d/y) ＝ 73(L/y) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 
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評価対象 跡地利用、地下水移行(畜産物

摂取、灌漑蓄産物摂取、飼育

水畜産物摂取) 

経路番号 27,37,39 

 

パラメータ名 畜産物（牛肉、豚肉、鶏肉、

鶏卵、牛乳）の年間摂取量(子

供) 

単位 kg/y、L/y（牛乳） 

選定値 3、4、5、10、29 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

子供（1～2歳児）の畜産物の年間摂取量については、成人に対する値との整合性を図るため、国民栄養の現状の

調査の結果に基づき選定した。 

畜産物の摂取量は「平成 9年版 国民栄養の現状」(18)の平成 7年の調査結果で示されている 1～6歳児の各畜産物

のデータを基に求めた。しかし、平成 7年の調査結果には、1～2歳児の摂取量が示されていないため、「平成 16年

版 国民栄養の現状」(19)の平成 14年の調査結果に示されている 1～2歳児の 1～6歳児に対する各畜産物の摂取量の

割合を用いて、1～2歳児の畜産物の年間摂取量を求めた。各畜産物の設定根拠を以下に示す。 

なお、「平成 16年版 国民栄養の現状」(19)に示されている平成 14年の調査結果には畜産物を細分化した摂取量が

示されていないため、平成9年度版のデータを使用することとした。 

   

牛肉 ：平成 7年の 1～6歳児の 1人 1日当たりの牛肉摂取量 12.1g を基に、平成 14年の 1～2歳児の 1～6歳児に

対する肉類の1人 1日当たりの摂取量の割合（0.75）を乗じた値を摂取量として設定。 

          12.1(g/d) × 0.75 × 365(d/y) ＝ 3.3(kg/y) 

豚肉 ：平成 7年の 1～6歳児の 1人 1日当たりの豚肉摂取量 13.2g を基に、平成 14年の 1～2歳児の 1～6歳児に

対する肉類の1人 1日当たりの摂取量の割合（0.75）を乗じた値を摂取量として設定。 

          13.2(g/d) × 0.75 × 365(d/y) ＝ 3.6(kg/y) 

鶏肉 ：平成 7年の 1～6歳児の 1人 1日当たりの鶏肉摂取量 16.9g を基に、平成 14年の 1～2歳児の 1～6歳児に

対する肉類の1人 1日当たりの摂取量の割合（0.75）を乗じた値を摂取量として設定。 

          16.9(g/d) × 0.75 × 365(d/y) ＝ 4.6(kg/y) 

鶏卵 ：平成 7年の 1～6歳児の 1人 1日当たりの鶏卵摂取量 30.4g を基に、平成 14年の 1～2歳児の 1～6歳児に

対する卵類の1人 1日当たりの摂取量の割合（0.86）を乗じた値を摂取量として設定。 

          30.4(g/d) × 0.86 × 365(d/y) ＝ 9.5(kg/y) 

牛乳 ：平成 7 年の 1～6 歳児の 1 人 1 日当たりの牛乳摂取量 173.4g を基に、平成 14 年の 1～2 歳児の 1～6 歳児

に対する乳類の 1 人 1 日当たりの摂取量の割合（0.90）を乗じた値を摂取量とし、「発電用軽水型原子炉

周辺の線量目標値に対する評価指針」(17)に示されている乳児に対する牛乳摂取の市場希釈係数 0.5を引用

し、牛乳の摂取量を選定。牛乳の密度は 1g/mL として選定。 

          173.4(g/d) × 0.9 × 365(d/y) ＝ 28.5(L/y) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 跡地利用、地下水移行(畜産物

摂取、灌漑蓄産物摂取、飼育

水畜産物摂取) 

経路番号 26、27、36、37、38、39 

パラメータ名 畜産物の市場係数 単位 (-) 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 自給自足を考慮して、最も保守的に選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用、地下水移行(畜産物

摂取、灌漑蓄産物摂取、飼育

水畜産物摂取) 

経路番号 26、27、36、37、38、39 

パラメータ名 畜産物の輸送時間 単位 d 

選定値 0 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 保守的に、生産された畜産物を直ちに消費する人を評価対象とした。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用 経路番号 跡地利用に係る全経路 

パラメータ名 処分場閉鎖後から評価時点ま

での期間 

単位 y 

選定値 10 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA-TECDOC-401(7)において、人間侵入までの期間を 0～50 年と想定しており、代表値の試算には、10 年の値が

使用されていることを基に選定した。 

 また、産業廃棄物の処分場では、処分場の閉鎖後から跡地利用を開始するまでには、地盤の安定、水質等の安定

のある期間（管理型処分場では 10年以上）を要すること等も考慮した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 跡地利用(建設・農耕・牧畜作

業、居住) 

経路番号 11～23 

パラメータ名 覆土厚さ 単位 m 

選定値 0.5 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

産業廃棄物の最終処分に関する技術上の基準が、「埋設処分が終了した埋立地は、その表面を土砂でおおむね 50cm

覆う等の措置を講ずることにより開口部を閉鎖すること」としていることに基づき選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用(建設作業、居住) 経路番号 11～19 

パラメータ名 建築掘削深さ 単位 m 

選定値 3 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

IAEA-TECDOC-401(7)で提案されている値を使用した。 

なお、一般の住宅では基礎を考慮し、掘削する深さは 1.5m 程度である。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。   

 

評価対象 跡地利用(建設作業) 経路番号 11、12 

パラメータ名 建設作業時における遮へい係

数 

単位 (-) 

選定値 0.5 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

IAEA-TECDOC-401(7)で提案されている値を使用した。なお、その選定根拠は以下のとおり。 

IAEA-TECDOC-401(7)では、全ての放射性核種に対して 0.5 遮へい係数を想定している。これは、住居建設作業時

間の半分を戸外で過ごし、半分を戸内で過ごすものとしている。このうち、戸内作業については、20cm 厚さのコン

クリート土台による遮へいを考慮することができる。この土台によって、外部被ばくは遮へいされていない線源の

強さの 1%未満になることから、戸内での被ばくを無視できるとしている。これより、住居建設作業全体の遮へい係

数を 0.5としている。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。   
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評価対象 跡地利用（建設作業） 経路番号 11～14 

パラメータ名 建設作業による年間作業時間 単位 h/y 

選定値 500 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

IAEA-TECDOC-401(7)で提案されている値を使用した。 

なお、IAEA SRS No.44(5)では、処分場または鋳物工場以外の施設の作業者に対し、現実的な評価対象で 450時間

を設定している。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。   

 

評価対象 跡地利用（建設作業、居住） 経路番号 12,14,19 

パラメータ名 微粒子への放射性物質の濃縮係

数（経口摂取及び皮膚被ばく）

単位 (-) 

選定値 2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(5)では、熱プロセスを生じない物質について、液体の関与などから、径の小さい粒子の放射能濃

度が高くなると述べている。この現象は、物質の種類、物理的および化学的性質、放射性物質の汚染の原因やその

後の再分布などによって起こり、一般的に評価するのは極めて困難と示しているものの、評価上考慮したほうが良

いと示しており、この微粒子への放射性物質の濃縮係数を、土壌などの物質について、ドイツで行われた調査結果

に基づき、吸入可能な粒子については 4、経口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子については 2 という濃縮係数を

使用している。一連の埋立シナリオの評価経路において、放射性物質により汚染した物質から発生する細粒成分に

ついて、放射性物質が濃縮するという現象が発生するかについて、確実視することはできないのが現状であると考

えられる。本試算では、保守的に放射性物質の濃縮が生じると仮定し、IAEA SRS No.44(5)に示されている微粒子へ

の放射性物質の濃縮係数（吸入可能な粒子：4，直接経口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子：2）により計算する

こととした。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 跡地利用（建設作業） 経路番号 12 

パラメータ名 皮膚表面上のダストの厚み 単位 cm 

選定値 0.01 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(5)では、作業終了時に除去されるまで付着していると想定されるダストの厚さとして 100μm

（0.01cm）を想定しており、その値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 
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評価対象 跡地利用（建設作業） 経路番号 12 

パラメータ名 建設作業時のダストの密度 単位 g/cm3 

選定値 2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 処分場の密度とし、IAEA-TECDOC-401(7)において、1.5～2.5 g/cm3という範囲を示して試算には 2 g/cm3という値

を用いており、これを採用した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 跡地利用（建設作業） 経路番号 13 

パラメータ名 建設作業時のダスト濃度 単位 g/ m3 

選定値 5E-4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

IAEA-TECDOC-401(7)で提案されている、米国環境保護庁や英国の Hamilton 等が提案した、埋立作業時におけるダ

スト濃度の範囲（1E-4～1E-3g/m3)の中央値である 5E-4g/m3と選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。   

 

評価対象 跡地利用（建設作業） 経路番号 13 

パラメータ名 建設作業者の呼吸量 単位 m3/h 

選定値 1.2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

ICRP Publ.23(9)で示されている標準人（Reference man）の労働（軽作業）時の呼吸量の数値 20L/min を基に選定

した。 

    20(L/min) ÷ 1E+3(m3/L) × 60(min/h) ＝ 1.2(m3/h) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 跡地利用（建設作業、居住、農

耕作業、牧畜作業） 

経路番号 13,17,18,21,23 

パラメータ名 微粒子への放射性物質の濃縮係

数（吸入可能な粒子） 

単位 (-) 

選定値 4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(5)では、熱プロセスを生じない物質について、液体の関与などから、径の小さい粒子の放射能濃

度が高くなると述べている。この現象は、物質の種類、物理的および化学的性質、放射性物質の汚染の原因やその

後の再分布などによって起こり、一般的に評価するのは極めて困難と示しているものの、評価上考慮したほうが良

いと示しており、この微粒子への放射性物質の濃縮係数を、土壌などの物質について、ドイツで行われた調査結果

に基づき、吸入可能な粒子については 4、経口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子については 2 という濃縮係数を

使用している。一連の埋立シナリオの評価経路において、放射性物質により汚染した物質から発生する細粒成分に

ついて、放射性物質が濃縮するという現象が発生するかについて、確実視することはできないのが現状であると考

えられる。本試算では、保守的に放射性物質の濃縮が生じると仮定し、IAEA SRS No.44(5)に示されている微粒子へ

の放射性物質の濃縮係数（吸入可能な粒子：4，直接経口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子：2）により計算する

こととした。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 跡地利用（建設作業） 経路番号 14 

パラメータ名 経口摂取率 単位 g/h 

選定値 0.01 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SS No.111-P-1.1(2)では、身体に付着したダストの経口摂取率についての検討が行われている。その検討結

果では、このような経口摂取率は年齢に依存するが、成人の作業者の場合であれば、経口摂取率として 0.01g/h の

値が妥当であると判断されており、その値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 跡地利用（居住） 経路番号 15～19 

パラメータ名 年間居住時間 単位 h/y 

選定値 8,760 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

保守的に、1年間絶えず処分場の跡地で居住しているとした。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 跡地利用（居住） 経路番号 15､16 

パラメータ名 居住時の遮へい係数 単位 (-) 

選定値 0.2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

IAEA-TECDOC-401(7)を参考に居住者は居住時間の 20%を戸外で過ごすと仮定し、その間は遮へいを考慮しないが、

屋内に居る間は、建物により完全に遮へいされるとした。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。   

 

評価対象 跡地利用(居住) 経路番号 17、18 

パラメータ名 居住時のダスト濃度 単位 g/ m3 

選定値 6E-6 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

IAEA-TECDOC-401(7)で提案されている居住時のダスト濃度を採用した。なお、その選定方法は以下のとおり。 

IAEA-TECDOC-401(7)では、戸外及び戸内におけるダスト濃度を次のように設定している。 

   戸外：1E-5g/ m3 戸内：5E-6g/ m3 

また、居住者は居住時間の 20%を戸外で過ごすと仮定しており、居住時間全体における粉塵濃度は、この荷重平

均をとっている。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用(居住) 経路番号 17 

パラメータ名 居住者（成人）の呼吸量 単位 m3/h 

選定値 0.96 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

 選定値根拠： 

ICRP Publ.23(9)で示されている標準人（Reference man）の 1日の呼吸量の数値 2.3E+4L/d を基に選定した。なお、

この数値は、標準人が 1日に労働(軽作業)、非労働活動および休息を各 8時間行ったとしたときの呼吸量である。

    2.3E+4(L/d) ÷ 1E+3(m3/L) ÷ 24(h/d) ＝ 0.96(m3/h) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用(居住) 経路番号 18 

パラメータ名 居住者（子供）の呼吸量 単位 m3/h 

選定値 0.22 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(5)に示された 1～2歳の居住者の呼吸率として示されている値を採用した。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 
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評価対象 跡地利用（居住） 経路番号 19 

パラメータ名 年間被ばく時間（子供） 単位 h/y 

選定値 1,752 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

屋外滞在中のみ手等に土壌が付着しているとし、その間の直接経口摂取を考慮した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 跡地利用(居住) 経路番号 19 

パラメータ名 経口摂取率（子供） 単位 g/h 

選定値 0.02 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

直接経口摂取は、手または顔に付着した放射性物質をなめることによって発生すると考えられる。子供(1-2 歳)

については、米国 NCRP(米国放射線防護委員会)の報告書(22)によると、成人の 2 倍の経口摂取率の値が提案されて

いる。本評価においては、NCRP の提案に基づき、子供に対しては、0.01 の倍数である 0.02g/h の経口摂取率の値

を設定する。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 跡地利用(農耕作業) 経路番号 20、21 

パラメータ名 農耕作業(稲､小麦)時におけ

る年間作業時間 

単位 h/y 

選定値 500 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

「日本の統計2009年版」(23)に記載されている平成19年度の1戸当たりの平均経営耕地面積178a（水田率54.4%）、

水稲 10a 当たりの労働時間 28.49 時間、小麦 10a 当たりの労働時間 5.56 時間を基に 321 時間と算出された。ここ

では、「クリアランスレベル報告書」(4)と同様の値に設定し裕度を持たせた時間を設定した。 

 178(a) × 0.544(水田率) × 2.849(h/a) ＋ 178 (a) × (1-0.544)(小麦畑率) × 0.556(h/a) ＝ 321（h/y）

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 跡地利用(農耕作業) 経路番号 20 

パラメータ名 農耕作業時の遮へい係数 単位 (-) 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

保守的に遮へいを考慮しない。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用(農耕・牧畜作業) 経路番号 20～23 

パラメータ名 耕作深さ 単位 m 

選定値 1.0 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

耕作深さは一般的に数 10cm 程度までであることから、保守的に 1.0m と選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用(農耕作業) 経路番号 21 

パラメータ名 農耕作業時のダスト濃度 単位 g/ m3 

選定値 5E-4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

建設作業者と同一の値を使用した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用(農耕作業) 経路番号 21 

パラメータ名 農耕作業者の呼吸量 単位 m3/h 

選定値 1.2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

ICRP Publ.23(9)の標準人（Reference man）の値を参考に、1日の摂取量を 1.65L として、上記の値を算出した。

    20(L/min) ÷ 1E+3(m3/L) × 60(min/h) ＝ 1.2(m3/h) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

 

 

 

 

 

 添付資料３－２３



 

評価対象 跡地利用(牧畜作業) 経路番号 22、23 

パラメータ名 牧畜作業時における年間作業

時間 

単位 h/y 

選定値 500 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

牧畜作業の場合には、農耕作業に比べて屋外での作業時間は短いと想定されるが、保守的に農耕作業時間と同一

の値を選定した（「クリアランスレベル報告書」(4)と同様の設定）。 

なお、「日本の統計 2009 年版」(23)に記載されている平成 19年の 1戸当たりの肉牛の平均飼養頭数約 34.1 頭と肉

牛のうち半数を占める去勢若齢肥育牛 1 頭あたりの飼育労働時間 53.3 時間、そして肉牛一頭あたりの平均的な肥

育時間 20ヶ月を基に 1家族二人で飼育するものとすると、一人当たりの労働時間は以下のように算出された。 

    34.1(頭) × 53.3(h/頭) × 12/20(肥育期間) × 1/2 ＝ 545（h/y） 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用(牧畜作業) 経路番号 22 

パラメータ名 牧畜作業時の遮へい係数 単位 (-) 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

保守的に遮へいを考慮しない。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用(牧畜作業) 経路番号 23 

パラメータ名 牧畜作業時のダスト濃度 単位 g/ m3 

選定値 5E-4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

建設作業者と同一の値を使用した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 跡地利用(牧畜作業) 経路番号 23 

パラメータ名 牧畜作業者の呼吸量 単位 m3/h 

選定値 1.2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

ICRP Publ.23(9)で示されている標準人（Reference man）の労働（軽作業）時の呼吸量の数値 20L/min を基に選定

した。 

    20(L/min) ÷ 1E+3(m3/L) × 60(min/h) ＝ 1.2(m3/h) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 跡地利用、地下水移行 経路番号 跡地利用、地下水移行に係わる全経路 

パラメータ名 浸透水量（埋立処分場、耕作

地土壌） 

単位 m/y 

選定値 0.4 分布型 - 

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

 「改訂地下水ハンドブック」(24)に示された我が国の平均年地下水流出量約 400mm を基に選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 地下水移行 経路番号 地下水移行に係る全経路 

パラメータ名 帯水層厚さ 単位 m 

選定値 3 分布型 - 

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

 IAEA-TECDOC-401(7)では、通気層の下に厚さ 3mの帯水層があり、その帯水層に沿って処分場から河川まで流れて

いくと想定した。 

 なお、「日本の地下水」(25)に記載されている帯水層厚さの中には 100m を超えるものもある。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。   
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評価対象 地下水移行 経路番号 地下水移行に係る全経路 

パラメータ名 地下水流速 単位 m/d 

選定値 1m/d（ダルシー速流） 分布型 - 

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

 「新版地下水調査法」(26)によると、日本における一般的な地下水の平均流速は 1m/d（ダルシー速流）と示され

ているためこの値を引用した。 

 なお、土壌空間率 30%をすると、実流速は以下のようになる。 

     1(m/d) ÷ 0.3 ＝ 3.3(m/d) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 地下水移行 経路番号 地下水移行に係る全経路 

パラメータ名 帯水層空隙率 単位 (-) 

選定値 0.3 分布型 - 

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

 「水理公式集」(27)に示された土壌の有効間隙率の値の内、最大値である砂層の値を採用した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 地下水移行 経路番号 地下水移行に係る全経路 

パラメータ名 帯水層土壌密度 単位 g/ cm3 

選定値 2.6 分布型 - 

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

 「土質工学ハンドブック」(28)に示された砂の土粒子の真密度を基に選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 地下水移行 経路番号 地下水移行に係る全経路 

パラメータ名 地下水流方向の分散長 単位 m 

選定値 0 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

保守的に選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 地下水移行 経路番号 地下水移行に係る全経路 

パラメータ名 χ方向の分散係数 単位 m2/y 

選定値 0 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

保守的に選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 地下水移行 経路番号 地下水移行に係る全経路 

パラメータ名 処分場下流端から井戸までの

距離 

単位 m 

選定値 0 分布型 - 

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

 保守的に選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 地下水移行 経路番号 地下水移行に係る全経路 

パラメータ名 井戸水の混合割合 単位 (-) 

選定値 0.33 分布型 - 

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

 「クリアランスレベル報告書」(4)では、井戸水利用により地下水を汲み上げる場合の影響半径Rを 300m と仮定、

井戸の影響範囲を保守的に井戸を中心とした半円領域とした。さらに、地下水流の幅は処分場の幅（200m）から 600m

と見込み、汚染地下水の混合割合を[3(m) × 200(m) × 1(m/d) × 365(d/y)] ÷ [3(m) × 600(m) × 1(m/d) × 

365(d/y)] ＝ 0.33 と選定している。これに対し、本評価で想定する処分場の幅は半分の 100m であることから井戸

水の混合割合も半分の 0.165 となる。しかし、ここでは保守的に「クリアランスレベル報告書」(4)と同様の 0.33

と設定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 

 

 添付資料３－２７



 

 

評価対象 地下水移行(井戸水飲用) 経路番号 28 

パラメータ名 人の年間飲料水摂取量(成人) 単位 m3/y 

選定値 0.61 分布型 - 

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

 ICRP Publ.23(9)の標準人（Reference man）の値を参考に、1日の摂取量を 1.65L として、上記の値を算出した。

     1.65(L/d) × 365(d/y) ＝ 602.25(L/y) 

 なお、1.65L/d の内訳は、水道水 0.15L/d、その他 1.5L/d である。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。   

 

評価対象 地下水移行(井戸水飲用) 経路番号 29 

パラメータ名 人の年間飲料水摂取量(子供) 単位 m3/y 

選定値 0.1 分布型 - 

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(5)の子供の飲料水の摂取量値を参考に年間の摂取量を 100L として、上記の値を設定した。    

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。   

 

評価対象 地下水移行 経路番号 灌漑水利用に係る全経路 

パラメータ名 灌漑水量（畑、牧草地） 単位 m3/m2/y 

選定値 1.2 分布型 - 

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

 「日本の農業用水」(29)に示された畑地に対する平均単位用水量 4mm/d と年間灌漑日数 300日程度に基づいて選定

した。 

     4(mm/d) × 1/1,000 × 300(d/y) ＝ 1.2(m3/m2/y) 

 なお、同文献において、夏季のみ灌漑を行う場合においては、畑地に対する平均単位用水量 5mm/d 

     5(mm/d) × 1/1,000 × 150(d/y) ＝ 0.75(m3/m2/y) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 地下水移行 経路番号 灌漑水利用に係る全経路 

パラメータ名 土壌水分飽和度（畑、牧草地） 単位 （-） 

選定値 0.2 分布型 - 

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所敷地内（砂層）(30)における測定結果より選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 地下水移行 経路番号 灌漑水利用に係る全経路 

パラメータ名 土壌実効表面密度 単位 kg/m2 

選定値 240 分布型 -  

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 U.S.NRC;Regulatory Guide 1.109(31)に示された値より選定した。 

 なお、「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」(32)においても、同じ値が用

いられている。また、IAEA SRS No.44(5)においては 225 kg/m2の土壌実効表面密度を設定している。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。   

 

評価対象 地下水移行 経路番号 灌漑水利用に係る全経路 

パラメータ名 灌漑土壌真密度 単位 g/ cm3 

選定値 2.60 分布型 -  

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

「土質工学ハンドブック」(28に示された砂の粒子密度を基に選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 地下水移行 経路番号 灌漑水利用に係る全経路 

パラメータ名 実効土壌深さ 単位 cm 

選定値 15 分布型 -  

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

U.S.NRC;Regulatory Guide 1.109(31)に示された、15cm を選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 地下水移行 経路番号 灌漑水利用に係る全経路 

パラメータ名 放射性核種の土壌残留係数 単位 (-) 

選定値 1 分布型 -  

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

保守的に、全ての灌漑水中の放射性核種が土壌に残留するものとした。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 
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評価対象 地下水移行 経路番号 灌漑水利用に係る全経路 

パラメータ名 灌漑土壌空隙間率 単位 (-) 

選定値 0.3 分布型 -  

最小値 -  最大値 -  

選定値根拠： 

「水理公式集」(27)に示された土壌の有効空隙率のうち最大値である砂層の値を採用した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 地下水移行(灌漑農耕作業) 経路番号 30、31 

パラメータ名 農耕時における年間作業時間 単位 h/y 

選定値 500 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

跡地利用シナリオの農耕作業の時間と同一に選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 地下水移行(灌漑農耕作業) 経路番号 30  

パラメータ名 農耕時の遮へい係数 単位 （-） 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

保守的に遮へいを考慮しない。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 地下水移行(灌漑農耕作業) 経路番号 31  

パラメータ名 農耕時のダスト濃度 単位 g/ m3 

選定値 5E-4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

跡地利用シナリオの農耕作業時のダスト濃度と同一にした。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 地下水移行(灌漑農耕作業) 経路番号 31 

パラメータ名 農耕作業者の呼吸量 単位 m3/h 

選定値 1.2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

ICRP Publ.23(9)で示されている標準人（Reference man）の労働（軽作業）時の呼吸量の数値 20L/min を基に選定

した。 

    20(L/min) ÷ 1E+3(m3/L) × 60(min/h) ＝ 1.2(m3/h) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 地下水移行(灌漑農耕作業) 経路番号 31,33 

パラメータ名 微粒子への放射性物質の濃縮係

数（吸入可能な粒子） 

単位 (-) 

選定値 4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 IAEA SRS No.44(5)では、熱プロセスを生じない物質について、液体の関与などから、径の小さい粒子の放射能濃

度が高くなると述べている。この現象は、物質の種類、物理的および化学的性質、放射性物質の汚染の原因やその

後の再分布などによって起こり、一般的に評価するのは極めて困難と示しているものの、評価上考慮したほうが良

いと示しており、この微粒子への放射性物質の濃縮係数を、土壌などの物質について、ドイツで行われた調査結果

に基づき、吸入可能な粒子については 4、経口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子については 2 という濃縮係数を

使用している。一連の埋立シナリオの評価経路において、放射性物質により汚染した物質から発生する細粒成分に

ついて、放射性物質が濃縮するという現象が発生するかについて、確実視することはできないのが現状であると考

えられる。本試算では、保守的に放射性物質の濃縮が生じると仮定し、IAEA SRS No.44(5)に示されている微粒子へ

の放射性物質の濃縮係数（吸入可能な粒子：4，直接経口摂取及び皮膚被ばくに関与する粒子：2）により計算する

こととした。 

分布幅選定根拠：  

 分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 地下水移行(灌漑牧畜作業) 経路番号 32、33   

パラメータ名 牧畜時における年間作業時間 単位 h/y 

選定値 500 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

跡地利用シナリオの牧畜作業と同一に選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  
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評価対象 地下水移行(灌漑牧畜作業) 経路番号 32   

パラメータ名 牧畜作業時の遮へい係数 単位 （-） 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

保守的に遮へいを考慮しない。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 地下水移行(灌漑牧畜作業) 経路番号 33   

パラメータ名 牧畜作業時のダスト濃度 単位 g/m3 

選定値 5E-4 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

跡地利用シナリオの農耕作業時のダスト濃度と同一にした。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 地下水移行(灌漑牧畜作業) 経路番号 33   

パラメータ名 牧畜作業時の呼吸量 単位 m3/h 

選定値 1.2 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

ICRP Publ.23(9)で示されている標準人（Reference man）の労働（軽作業）時の呼吸量の数値 20L/min を基に選定

した。 

    20(L/min) ÷ 1E+3(m3/L) × 60(min/h) ＝ 1.2(m3/h) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。  

 

評価対象 地下水移行(灌漑農作物摂取) 経路番号 34、35 

パラメータ名 灌漑水量（田） 単位 m3/m2/y 

選定値 2.4 分布型 -  

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

「日本の農業用水」(29)に示された水田に対する平均単位用水量 24mm/d と水田の年間湛水期間 100 日程度に基い

て選定した。 

    24(mm/d) × 1/1,000 × 100(d/y) ＝ 2.4(m3/m2/y) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 
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評価対象 地下水移行(灌漑農作物摂取) 経路番号 34、35 

パラメータ名 土壌水分飽和度（田） 単位 （-） 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

田の土壌水分飽和土は、水田を想定しており、1と選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 地下水移行(灌漑農作物摂取、

灌漑畜産物摂取) 

経路番号 34、35、36、37   

パラメータ名 農作物（葉菜、牧草）の栽培

密度 

単位 kg/m2 

選定値 2.3 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」(17)に示された値(2.3 kg/m2)を使用した。 

なお、IAEA SRS No.44(5)では葉菜の栽培密度を 1.5 kg/m2と設定している。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。   

 

評価対象 地下水移行(灌漑農作物摂取、

灌漑畜産物摂取) 

経路番号 34、35、36、37 

パラメータ名 放射性核種の農作物（葉菜、

牧草）表面への沈着割合 

単位 （-） 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

保守的に全ての放射性核種が、農作物表面へ沈着するとした。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。    

 

評価対象 地下水移行(灌漑農作物摂取、

灌漑畜産物摂取) 

経路番号 34、35、36、37 

パラメータ名 灌漑水年間育成期間 単位 d 

選定値 60 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」 (32)に示された葉菜に関する栽培

期間の値（60d/y）を使用した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。    
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評価対象 地下水移行(灌漑農作物摂取、

灌漑畜産物摂取) 

経路番号 34、35、36、37 

パラメータ名 Weathering 効果による植物表

面沈着放射性核種の除去係数

単位 1/y 

選定値 18.07 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」(32)に基づき、weathering 

half-life を 14日として計算した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。    

 

評価対象 地下水移行(飼育水畜産物摂

取) 

経路番号 38、39  

パラメータ名 家畜（肉牛、乳牛、豚、鶏）

の飼育水摂取量 

単位 L/d 

選定値 50、60、10、0.3 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

PNL-3209(33)に示された値を採用した。なお、日本原燃（株）の廃棄物埋設事業許可申請書(34)においては、肉牛：40L/d、

牛乳：80L/d、豚：16L/d、鶏：0.22L/d の値が使用されている。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。 

 

評価対象 地下水移行(養殖淡水産物摂

取) 

経路番号 40 

パラメータ名 養殖淡水産物（魚類）の年間

摂取量(成人) 

単位 kg/y 

選定値 0.7 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

「日本の統計 1997 年版」(35)に記載されている平成 6 年の内水面養殖業の生産量の内、魚類の生産量の合計値

76,579ton を人口 1億 2千万人で除して算出した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。    
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評価対象 地下水移行(養殖淡水産物摂

取) 

経路番号 41 

パラメータ名 養殖淡水産物（魚類）の年間

摂取量(子供) 

単位 kg/y 

選定値 0.33 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

子供の養殖淡水産物の年間摂取量については、1－2歳児に対するデータがないため、1-6歳児のデータを参考に

設定することとした。算出方法については「平成 9 年版 国民栄養の現状」(18)で示されている 1-6 歳時の養殖淡水

産物の摂取量(0.7kg/y)に、「健康･栄養情報基盤データベース」(36)で示された 1995 年の全年齢の魚介類合計摂取量

データと 1-6 歳の摂取量の比を乗じて得られる値を使用した。すなわち、全年齢の魚介類合計摂取量の平均値

(96.9g/d)と 1-6 歳の平均値(45.7g/d)の比(0.47)を 0.7kg/y に乗じた 0.33kg/y を設定した。 

     0.7(kg/y) × [45.7(g/d) ÷ 96.9(g/d)] ＝ 0.33(kg/y) 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。    

 

評価対象 地下水移行(養殖淡水産物摂

取) 

経路番号 40、41 

パラメータ名 養殖淡水産物の地下水利用率 単位 （-） 

選定値 0.25 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

「日本の水資源（平成 19 年版）」(37)に記載された 2005 年データでは養魚用水使用量の地下水利用率は 24.9%であ

るため、地下水利用率として 0.25 と選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。    

 

評価対象 地下水移行(養殖淡水産物摂

取) 

経路番号 40、41 

パラメータ名 養殖淡水産物の市場係数 単位 （-） 

選定値 1 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 自給自足を考慮して、最も保守的に選定した。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。    
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評価対象 地下水移行(養殖淡水産物摂

取) 

経路番号 40、41 

パラメータ名 養殖淡水産物の輸送時間 単位 d 

選定値 0 分布型 - 

最小値 - 最大値 - 

選定値根拠： 

 保守的に、養殖された淡水産物を直ちに消費する人を評価対象とした。 

分布幅選定根拠： 

分布幅の設定をしていない。    
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２．ウラン取扱施設に係るクリアランスレベル評価のための評価パラメータ（核種・

元素依存性） 

 

ウラン取扱施設に関するクリアランスレベルの評価対象核種は、U-234、U-235、

U-238、U-232 及び U-236 の 5 核種である。そのうち、自然起源の放射性核種である

U-234、U-235、U-238 に対しては埋立作業のシナリオのみの 10 経路を対象とし、人

工起源の放射性核種である U-232、U-236 では、埋立作業と埋立処分後のシナリオの

全 41 経路を対象とした。 

ウラン取扱施設に係る評価対象核種の崩壊系列図と核種及び元素に依存する評価

パラメータを以下に示す。以下のパラメータ表において、U-234、U-235、U-238（ウ

ラン系列とアクチニウム系列）を対象とする元素依存性を示すパラメータ表は、埋

立作業のシナリオに限定したパラメータのみを記載している。 

なお、以下に示す放射性核種の崩壊系列及び半減期は、”Table of Isotopes” (1)

より引用した。 

 

（１）クリアランスレベル評価における対象核種の崩壊系列図 

 

トリウム系列（4n系列）

核種名
半減期

評価対象核種

核種名
半減期

半減期が10日以上
の子孫核種

放射平衡の短寿命
（半減期10日未満）
子孫核種

核種名
半減期

U-232
69年

U-236
2.3E+7年

Ac-228
6.2時間

Ra-228
5.8年

Fr-224
3.3分

Ra-224
3.7日

Rn-220
56秒

Po-216
0.15秒

Th-232
1.4E+10年

Th-228
1.9年

Pb-212
11時間

Tl-208
3.1分

Po-212
0.3μ秒

Pb-208
(安定)

Bi-212
61分
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ウラン系列（4n+2系列）

U-238
4.5E+9年

Th-234
24日

核種名
半減期

核種名
半減期

Po-210
138日

Tl-206
4.2分

Pb-206
(安定)

Bi-210
5.0日

核種名
半減期

半減期が10日以上
の子孫核種

Hg-206
8.2分

Tl-210
1.3分

Pb-210
22年

Pb-214
27分

Bi-214
20分

放射平衡の短寿命
（半減期10日未満）
子孫核種

Pa-234m
1.2分

U-234
2.5E+5年

評価対象核種
Po-214
164μ秒

Po-218
3.1分

At-218
2秒

Th-230
7.5E+4年

Ra-226
1600年

Rn-222
3.8日

Pa-234
6.7時間

 

 
アクチニウム系列（4n+3系列）

核種名

半減期

核種名

半減期

核種名

半減期

Bi-211
2.1分

Tl-207
4.8分

Po-211
0.52秒

Pb-207
(安定)

U-235
7.0E+8年

Ac-227
22年

Th-227
19日

Fr-223
22分

Ra-223
11日

Po-215
0.0018秒

Pb-211
36分

Th-231
26時間

Pa-231
3.3E+4年

At-219
54秒

Rn-219
4秒

評価対象核種

半減期が10日以上の子
孫核種

放射平衡の短寿命（半
減期10日未満）子孫核
種  
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（２）核種及び元素に依存する評価パラメータ 

本 解 析 では、半 減 期 が 10 日 以 上 の放 射 性 核 種 の崩 壊 連 鎖 に伴 う減 衰 /生 成 を解 析 的

に計 算 しており、以下に示す元素に依存する評価パラメータ表においては、ウラン以 外

の元 素 がそれに該 当 する。 

 

選定値 選定値根拠

Pb 1.0E-01 Radiation Protection 117
(2)

Po 1.0E+00 Radiation Protection 117

Ra 1.0E+00 Radiation Protection 117

Ac 1.0E+00 Radiation Protection 117

Th 1.0E+00 Radiation Protection 117

Pa 1.0E+00 Radiation Protection 117

U 1.0E+00 IAEA SS No.111-P-1.1(3)

・IAEA SS No.111-P-1.1に記載されている値より選定することを基本
として選定した。

・上記の文献に値が示されていない元素に関しては、Radiation
Protection 117より設定した。

選
定
手
順

（
根
拠

）

・「クリアランスレベル報告書」(4)に選定されている値を踏襲した。

元素

金属溶融過程での元素のスラグへの移行割合(-)

経路番号　1～41

 
 

 

 

単位
経路番号

元素 選定値 選定根拠
Ra 6.6E-04 IAEA TRS No.364(5)

(ﾄｳﾓﾛｺｼ)
Th 1.9E-05 IAEA TRS No.364(ﾄｳﾓﾛｺｼ)
U 1.1E-03 IAEA TRS No.364(ｼﾘｱﾙ)

①　IAEA TRS No.364

②　IAEA SS No.57
(6)

③　IAEA-TECDOC-401
(7)

④  IAEA-TECDOC-1000
(8)

土壌からの農作物(米)への移行係数
(Bq/g-wet)/(Bq/g-dry)

・IAEAの文献に記載されている値より選定す
ることを基本とし、以下に示す文献の順番で
選定した。選

定
手
順

（
根
拠

）

24,25,34,35
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単位
経路番号

元素 選定値 選定根拠
Ra 4.0E-02 IAEA SRS No.44(9)

Th 1.0E-03 IAEA SRS No.44
U 1.0E-02 IAEA SRS No.44

①　IAEA SRS No.44

②　IAEA TRS No.364(5)

③　IAEA SS No.57(6)

④　IAEA-TECDOC-401(7)

⑤  IAEA-TECDOC-1000(8)

選
定
手
順

（
根
拠

）

・IAEAの文献に記載されている値より選定す
ることを基本とし、以下に示す文献の順番で
選定した。

土壌からの農作物(葉菜、非葉菜、果実)への移行係数
(Bq/g-wet)/(Bq/g-dry)

24,25,34,35

 
 

 

単位
経路番号

元素 選定値 選定根拠
Ra 8.0E-02 IAEA TRS No.364(5)(牧草)
Th 1.1E-02 IAEA TRS No.364(牧草)
U 2.3E-02 IAEA TRS No.364(牧草)

①　IAEA TRS No.364

②　IAEA SS No.57(6)

③　IAEA-TECDOC-401(7)

④  IAEA-TECDOC-1000(8)

土壌からの農作物(飼料)への移行係数

・IAEAの文献に記載されている値より選定す
ることを基本とし、以下に示す文献の順番で
選定した。

(Bq/g-wet)/(Bq/g-dry)

選
定
手
順

（
根
拠

）

26,27,36～39

 
 

 

単位
経路番号

元素 選定値 選定根拠
Ra 1.3E-03 IAEA TRS No.364(5)

Th 5.0E-06 IAEA SS No.57(6)

U 4.0E-04 IAEA TRS No.364

①　IAEA TRS No.364
②　IAEA SS No.57

③　IAEA-TECDOC-401(7)

④  IAEA-TECDOC-1000(8)

・IAEAの文献に記載されている値より選定す
ることを基本とし、以下に示す文献の順番で
選定した。選

定
手
順

（
根
拠

）

飼料・飼育水から畜産物(牛乳)への移行係数
(Bq/L-wet)/(Bq/L-dry)

26,27,36～39
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単位
経路番号

元素 選定値 選定根拠
Ra 9.0E-04 IAEA TRS No.364(5)

Th 1.0E-04 IAEA SS No.57(6)

U 3.0E-04 IAEA TRS No.364

①　IAEA TRS No.364
②　IAEA SS No.57

③　IAEA-TECDOC-401(7)

④  IAEA-TECDOC-1000(8)

選
定
手
順

（
根
拠

）

(Bq/g-wet)/(Bq/g-dry)

・IAEAの文献に記載されている値より選定す
ることを基本とし、以下に示す文献の順番で
選定した。

26,27,36～39

飼料・飼育水から畜産物(牛肉)への移行係数

 
 

単位
経路番号

元素 選定値 選定根拠
Ra 3.5E-02 DOE/RW/88.083(10)

Th 4.6E-03 DOE/RW/88.083
U 6.2E-02 IAEA TRS No.364(5)

①　IAEA TRS No.364

②　IAEA SS No.57(6)

③　IAEA-TECDOC-401(7)

④  IAEA-TECDOC-1000(8)

・IAEAの文献に記載されている値より選定す
ることを基本とし、以下に示す文献の順番で
選定した。

飼料・飼育水から畜産物(豚肉)への移行係数
(Bq/g-wet)/(Bq/g-dry)

選
定
手
順

（
根
拠

）
・Ra､Thについては、上記の文献に値が示さ
れていないことから、DOE/RW/88.083の推奨
する値を選定した。

26,27,36～39

 

 

単位
経路番号

元素 選定値 選定根拠
Ra 4.8E-01 DOE/RW/88.083(10)

Th 1.8E-01 DOE/RW/88.083
U 1.0E+00 IAEA TRS No.364(5)

①　IAEA TRS No.364

②　IAEA SS No.57(6)

③　IAEA-TECDOC-401(7)

④  IAEA-TECDOC-1000(8)

飼料・飼育水から畜産物(鶏肉)への移行係数

選
定
手
順

（
根
拠

）

・Ra､Thについては、上記の文献に値が示さ
れていないことから、DOE/RW/88.083の推奨
する値を選定した。

(Bq/g-wet)/(Bq/g-dry)

・IAEAの文献に記載されている値より選定す
ることを基本とし、以下に示す文献の順番で
選定した。

26,27,36～39
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単位
経路番号

元素 選定値 選定根拠
Ra 2.5E-01 DOE/RW/88.083(10)

Th 1.8E-01 DOE/RW/88.083
U 1.0E+00 IAEA TRS No.364(5)

①　IAEA TRS No.364

②　IAEA SS No.57(6)

③　IAEA-TECDOC-401(7)

④  IAEA-TECDOC-1000(8)

・IAEAの文献に記載されている値より選定す
ることを基本とし、以下に示す文献の順番で
選定した。

選
定
手
順

（
根
拠

）
・Ra､Thについては、DOE/RW/88.083の推奨
する値を選定した。

(Bq/g-wet)/(Bq/g-dry)
飼料・飼育水から畜産物（鶏卵）への移行係数

26,27,36～39

 

 

単位
経路番号

元素 選定値 選定根拠
Ra 5.0E+01 IAEA TRS No.364(5)

Th 1.0E+02 IAEA TRS No.364
U 1.0E+01 IAEA TRS No.364

①　IAEA TRS No.364

②　IAEA SS No.57(6)

③　IAEA-TECDOC-401(7)

④  IAEA-TECDOC-1000(8)

養殖淡水産物(魚類)及び河川産物(魚類)への濃縮係数
(L/ｋg)

・IAEAの文献に記載されている値より選定す
ることを基本とし、以下に示す文献の順番で
選定した。選

定
手
順

（
根
拠

）

40,41

 
 

単位
経路番号

元素 選定値 選定根拠
Ra 3.0E-04 NRPB-R161(11)

Th 3.0E-04 NRPB-R161
U 3.0E-04 NRPB-R161

①　IAEA-TECDOC-401(7)

②　NRPB-R161

放出係数
（-）

・IAEAおよびNRPBの文献に記載されている
値より選定することを基本とし、以下に示す
文献の順番で設定した。

選
定
手
順

（
根
拠

）

11～41
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単位
経路番号

元素 選定値 選定根拠
Ra 2.4E+03 IAEA TRS No.364(5)(有機土）
Th 8.9E+04 IAEA TRS No.364（有機土）
U 4.0E+02 IAEA TRS No.364（有機土）

①　IAEA TRS No.364

②　IAEA SS No.57
(6)

③　IAEA-TECDOC-401(7)

④  IAEA-TECDOC-1000(8)

農耕土壌の分配係数
（mL/g）

選
定
手
順

（
根
拠

）

・IAEAの文献に記載されている値より選定
することを基本とし、以下に示す文献の順
番で選定した。

30～37

 

 

単位
経路番号

元素 選定値 選定根拠
Ra 4.9E+02 IAEA TRS No.364(5)(砂）
Th 3.0E+03 IAEA TRS No.364(砂）
U 3.3E+01 IAEA TRS No.364(砂）

①　IAEA TRS No.364

②　IAEA SS No.57
(6)

③　IAEA-TECDOC-401(7)

④  IAEA-TECDOC-1000(8)

帯水層土壌の分配係数
（mL/g）

選
定
手
順

（
根
拠

）

・IAEAの文献に記載されている値より選定
することを基本とし、以下に示す文献の順
番で選定した。

28～41
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1, 5 7

埋立（積込み作
業、運搬作業）

埋立
（埋立作業）

U-236 3.1E-06 1.3E-05 -

U-232 1.6E-05 6.3E-05 -

Th-232 1.0E-05 3.8E-05 -

Ra-228 7.1E-02 2.7E-01 Ac-228,Fr-224

Th-228 1.1E-01 4.5E-01 Ra-224,Rn-220,Po-216,Pb-212,Bi-212,Po-212,Tl-208

U-238 7.0E-05 2.7E-04 -

Th-234 1.9E-03 7.2E-03 Pa-234m,Pa-234

U-234 6.8E-06 2.7E-05 -

Th-230 2.4E-05 9.0E-05 -

Ra-226 1.3E-01 5.0E-01 Rn-222,Po-218,At-218,Rn-218,Pb-214,Bi-214,Po-214,Tl-210

Pb-210 5.2E-05 1.8E-04 Bi-210, Hg-206,Tl-206

Po-210 6.6E-07 2.5E-06 -

U-235 1.4E-02 5.1E-02 Th-231

Pa-231 2.9E-03 1.1E-02 -

Ac-227 5.6E-05 2.1E-04 Fr-223,At-219

Th-227 8.1E-03 3.1E-02 -

Ra-223 2.3E-02 8.7E-02 Rn-219,Po-215,Pb-211,Bi-211,Po-211,Tl-207

ウ
ラ
ン
系
列

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列

(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)

外部被ばく線量換算係数
（μSv/h per Bq/g)  *1

放射平衡を仮定した
子孫核種 *2

経路番号
放射性核種

ト
リ
ウ
ム
系
列

(

4
n
系
列

)

 
(*1)「ウラン及 び TRU 廃 棄 物 のクリアランスレベル評 価 のための外 部 被 ばく線 量 換 算 係 数 」( 12 )に記 載 され

ている値 を選 定 した。 

(*2) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

 

 

 11, 15, 16, 20, 22, 30, 32

跡地利用、地下水利用

U-236 1.3E-05 -

U-232 6.3E-05 -

Th-232 3.8E-05 -

Ra-228 2.7E-01 Ac-228,Fr-224

Th-228 4.5E-01 Ra-224,Rn-220,Po-216,Pb-212,Bi-212,Po-212,Tl-208

放射性核種

ト
リ
ウ
ム
系
列

(

4
n
系
列

)
外部被ばく線量換算係数
（μSv/h per Bq/g)  *1

放射平衡を仮定した
子孫核種 *2

経路番号

 
(*1)「ウラン及 び TRU 廃 棄 物 のクリアランスレベル評 価 のための外 部 被 ばく線 量 換 算 係 数 」( 12 )に記 載

されている値 を選 定 した。 

(*2) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

(*3）子 供 の外 部 被 ばく線 量 換 算 係 数 は上 記 の表 の数 値 を 1.3 倍 する。 
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3,6,9,13,21,23,
31,33

4,10,14

吸入 *2 経口 *3

U-236 6.3E-06 4.6E-08 -

U-232 2.6E-05 3.3E-07 -

Th-232 2.9E-05 2.2E-07 -

Ra-228 1.7E-06 6.7E-07 Ac-228, Fr-224

Th-228 3.4E-05 1.4E-07 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

U-238 5.7E-06 4.4E-08 -

Th-234 5.8E-09 3.4E-09 Pa-234m, Pa-234

U-234 6.8E-06 4.9E-08 -

Th-230 2.8E-05 2.1E-07 -

Ra-226 2.2E-06 2.8E-07 Rn-222, Po-218, At-218, Rn-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Tl-210

Pb-210 1.2E-06 6.8E-07 Bi-210, Hg-206, Tl-206

Po-210 2.2E-06 2.4E-07 -

U-235 6.1E-06 4.6E-08 Th-231

Pa-231 8.9E-05 7.1E-07 -

Ac-227 6.3E-04 1.1E-06 Fr-223, At-219

Th-227 7.6E-06 8.9E-09 -

Ra-223 5.7E-06 1.0E-07 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207

(

4
n
系
列

)
(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)

放射性核種

作業者の内部被ばく線量係数
(Sv/Bq)

放射平衡を仮定した子孫核種 *1
経路番号

ト
リ
ウ
ム
系
列

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列

ウ
ラ
ン
系
列

 
(*1) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

(*2) ICRP Publ .68 ( 1 3 )を基 に、以 下 の手 順 により値 を選 定 した。 

・ ICRP Publ .68 では、職 業 被 ばくにおいて吸 入 摂 取 する粒 子 の空 気 力 学 的 放 射 能 中 央 径 （AMAD）に

関 して、ICRP Publ .  30( 1 4 )のデフォルト値 である 1μm より、作 業 場 のエアロゾルをもっとよく代 表 する

として、5μm をデフォルト値 としているため、ここでは 5μm に対 する実 効 線 量 係 数 を採 用 した。 

・ 放 射 性 元 素 の化 合 物 の種 類 に対 する肺 からの吸 収 タイプに関 しては、ICRP Publ .68 において一 つ

だけ与 えられている場 合 はその吸 収 タイプに対 する実 効 線 量 係 数 を、複 数 与 えられている場 合 は、

線 量 評 価 において放 射 性 元 素 の化 合 物 を一 意 に決 定 することが困 難 なため、保 守 的 に最 も実 効

線 量 係 数 の高 い吸 収 タイプを採 用 した。 

・ Ra-226 については、ICRP Publ .72 (1 5 )に記 載 されている改 定 値 を用 いた。 

(*3) ICRP Publ .68 を基 に、以 下 の手 順 により値 を選 定 した。 

・ ICRP Publ .68 において、化 合 物 の種 類 の違 いにより複 数 の値 が与 えられている場 合 は、保 守 的 に

最 大 値 を採 用 した。 
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17
24,26,28,34,36

, 38,40

吸入 *2 経口 *3

U-236 3.2E-06 4.7E-08 -

U-232 7.8E-06 3.3E-07 -

Th-232 2.5E-05 2.3E-07 -

Ra-228 2.6E-06 6.9E-07 Ac-228, Fr-224

Th-228 4.3E-05 1.4E-07 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

(

4
n
系
列

)

ト
リ
ウ
ム
系
列

放射性核種

成人の内部被ばく線量係数
(Sv/Bq)

放射平衡を仮定した子孫核種 *1
経路番号

 
(*1) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

(*2) ICRP Publ .72 ( 1 5 )を基 に、以 下 の手 順 により値 を選 定 した。 

・ 一 般 公 衆 の実 効 線 量 係 数 は ICRP Pub.72 の“Adult”から引 用 した。 

・ ICRP Pub.72 では、一 般 公 衆 に対 する実 効 線 量 係 数 を、空 気 力 学 的 放 射 能 中 央 径 （AMAD）を 1μ

m として求 めている。 

・ ICRP Pub.72 において、肺 からの吸 収 タイプとして、放 射 性 核 種 の化 合 物 に関 する情 報 が利 用 でき

ない場 合 の推 奨 デフォルトタイプが示 されている元 素 については、推 奨 デフォルトタイプに対 する実 効

線 量 係 数 を採 用 した。また、推 奨 デフォルト値 が示 されていない元 素 については、保 守 的 に最 も実

効 線 量 係 数 の高 い吸 収 タイプを採 用 した。 

(*3) ICRP Publ .72 を基 に、以 下 の手 順 により値 を選 定 した。 

・ ICRP Publ .72 において、化 合 物 の種 類 の違 いにより複 数 の値 が与 えられている場 合 は、保 守 的 に

最 大 値 を採 用 した。 

 

 

18
19,25,27,29,35

, 37,39,41

吸入 *2 経口 *3

U-236 1.0E-05 1.3E-07 -

U-232 2.4E-05 8.2E-07 -

Th-232 5.0E-05 4.5E-07 -

Ra-228 1.0E-05 5.7E-06 Ac-228, Fr-224

Th-228 1.4E-04 1.1E-06 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

  子供の内部被ばく線量係数
(Sv/Bq)

放射平衡を仮定した子孫核種 *1
経路番号

放射性核種

ト
リ
ウ
ム
系
列

(
4
n
系
列

)

 
(*1) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

(*2) ICRP Publ .72 ( 1 5 )を基 に、以 下 の手 順 により値 を選 定 した。 

・ 子 供 の実 効 線 量 係 数 は ICRP Publ .72 の 1 歳 の値 を引 用 した。 

・ ICRP Publ .72 では、一 般 公 衆 に対 する実 効 線 量 係 数 を、空 気 力 学 的 放 射 能 中 央 径 （AMAD）を 1μ

m として求 めている。 

・ ICRP Publ .72 において、肺 からの吸 収 タイプとして、放 射 性 核 種 の化 合 物 に関 する情 報 が利 用 でき

ない場 合 の推 奨 デフォルトタイプが示 されている元 素 については、推 奨 デフォルトタイプに対 する実 効

線 量 係 数 を採 用 した。また、推 奨 デフォルト値 が示 されていない元 素 については、保 守 的 に最 も実

効 線 量 係 数 の高 い吸 収 タイプを採 用 した。 

(*3) ICRP Publ .72 を基 に、以 下 の手 順 により値 を選 定 した。 

・ ICRP Publ .72 において、化 合 物 の種 類 の違 いにより複 数 の値 が与 えられている場 合 は、保 守 的 に

最 大 値 を採 用 した。 
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β+γ

U-236 4.0E-05 *1 8.3E-07 *1 4.1E-05 -

U-232 2.8E-04 *3 2.7E-05 *1,*2,*4 *6 3.1E-04 -

Th-232 2.7E-04 *3 6.3E-05 *2 *6 3.3E-04 -

Ra-228 2.7E-02 *2 5.1E-04 *2 2.7E-02 Ac-228, Fr-224

Th-228 5.6E-02 *2 8.8E-04 *2 5.6E-02 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

U-238 3.7E-05 *3 7.5E-05 *2 *6 1.1E-04 -

Th-234 3.4E-02 *3 *6 1.0E-05 *2 3.4E-02 Pa-234m, Pa-234

U-234 6.5E-05 *2 2.4E-05 *2 8.8E-05 -

Th-230 9.1E-04 *2 3.3E-05 *2 9.4E-04 -

Ra-226 5.2E-02 *2 *6 9.6E-04 *2 *6 5.3E-02 Rn-222, Po-218, At-218, Rn-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Tl-210

Pb-210 2.3E-02 *2 7.3E-05 *2 2.3E-02 Bi-210, Hg-206, Tl-206

Po-210 0.0E+00 *2 4.2E-09 *2 4.2E-09 -

U-235 2.2E-02 *2 9.5E-05 *2 2.2E-02 Th-231

Pa-231 1.3E-03 *2 2.5E-05 *2 1.3E-03 -

Ac-227 3.6E-04 *3 *6 1.8E-06 *4 3.6E-04 Fr-223, At-219

Th-227 2.4E-03 *2 7.3E-05 *2 2.5E-03 -

Ra-223 3.2E-02 *2 8.1E-05 *2 3.2E-02 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207

(

4
n
系
列

)
(

4
n
+
2
系
列

)
(

4
n
+
3
系
列

)

放射平衡を仮定した子孫核種 *5経路番号 2,8,12

β4mg/cm2 γ 7mg/cm2

皮膚被ばく線量換算係数(Sv/y per Bq/cm
2
)

放射性核種

ト
リ
ウ
ム
系
列

ウ
ラ
ン
系
列

ア
ク
チ
ニ
ウ
ム
系
列  

(*1) AEA SRS No.44 ( 9 )  に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*2) Radiat ion Protect ion 65 ( 1 6 )  に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*3) Health Physics .  Vol .53 , No.2 ( 1 7 )  に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*4) CEA-R-5441 ( 1 8 )  に記 載 されている値 を選 定 した。 

(*5) 半 減 期 が 10 日 未 満 の子 孫 核 種 は親 核 種 に含 めて線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 

(*6) 当 該 核 種 において放 射 平 衡 を仮 定 した子 孫 核 種 が引 用 した文 献 と異 なるので、分 岐 比 を考 慮 して

加 減 演 算 により当 該 核 種 の皮 膚 被 ばく線 量 換 算 係 数 を算 出 した。 
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金属スラグの埋立後の放射能濃度の評価に係るシナリオの整理 

 

 金属に対するウランのクリアランスレベルを評価する上では、スラグについて再

利用等ができないものについて一部産業廃棄物として最終処分されている状況に鑑

み、念のためスラグが廃棄された際の産業廃棄物処分場での放射能濃度について評

価し、その濃度について自然環境中に含まれる濃度との比較を行っておくことが重

要である。 

 このため、本資料ではスラグの埋立後の放射能濃度の評価に係るシナリオの考え

方について整理した。 

 

１．埋立後の評価に係るシナリオの考え方 

埋立後の評価では、以下のようにパラメータを設定した（スラグ埋立の評価では、

④の希釈効果は評価に影響を与えないため考慮していないが、再利用との比較をわ

かりやすくするため④を記載）。 

シナリオの設定に際しては、現実的な設定を基本とするが、現実的な数値等の設

定が困難である場合は、保守性を取り入れた評価となっている。 

 

①ウラン取扱施設の廃止措置あるいは設備更新に伴い当面 10 年の間に最も多い

事業者で約 2 万トンの金属のクリアランス対象物が発生する。よって、年あた

りの平均発生量は 2千トン/年（=2 万トン/10 年）である。 

②クリアランス対象物と同時に発生する「放射性廃棄物でない廃棄物（金属）」と

の混合はここでは見込まない。 

③クリアランス対象物は、国の確認を受けた後は、全国で流通する老廃スクラッ

プのひとつとして流通し、電炉メーカーの鉄源のひとつとして利用されると考

えられる。よって、クリアランス対象物は、複数のスクラップ業者及び電炉メ

ーカーに分配されることも考えられるが、ここでは保守的にある 1 つの電炉メ

ーカーの工場へ搬入される場合を想定する。 

④電炉メーカーでは、老廃スクラップを他のスクラップや銑鉄と混合して利用し

ている。電炉メーカーでの実績及び国内外のクリアランスレベル評価を参考に、

スクラップ処理以降の混合割合を 0.1 と設定する。なお、他のスクラップと混

合が期待できないスクラップ輸送時の混合割合は 1とする。 

⑤溶融過程のスラグへのウランの移行割合について、インゴットの再利用に係る

シナリオではインゴット中に 10%、スラグの再利用・埋立に係るシナリオにつ

いてはスラグへ全量移行（100%）を考慮する。 

⑥スラグの発生量は溶融対象量の 10%とする。 

⑦スラグ製品の製造における各処理工程（冷却、粉砕、分級、安定化処理）にお

いて他のスラグとの混合が考えられるが、ここでは、その効果を見込まない。 

⑧最終処分されるスラグ量は、電気炉スラグの埋立等の実績約 8%を基に、発生す
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るスラグの 10%が最終処分されるとする。 

⑨埋立後のウラン濃度は、処分場で希釈された濃度を想定する。比較対象とする

自然環境中の存在量は、バックグラウンドの濃度を仮定する。比較対象とする

クリアランス対象物の濃度（事業所から排出されたときの放射能濃度）は、

RS-G-1.7(1)で用いられた放射能濃度である 1Bq/gとする*1。 

 

２．評価結果 

 埋立シナリオでは、最終的に埋立された平均濃度として評価されることから、電

炉メーカーから排出される量についても平均濃度として評価を行った。 

 

①年間の産業廃棄物埋立に占めるスラグの割合を考慮したシナリオ 

 電炉メーカーから 1 年間に廃棄されるスラグ中に含まれる放射能濃度は以下の

とおり。 

 

・電炉メーカーあたり年間処理量；約 60 万トン 

・このうちスラグの発生量；約 6万トン 

・埋立されるスラグ；約 6千トン 

・クリアランス対象物の処理量；年間 2千トン (2×109Bq) 

・クリアランス対象物を含むスラグ発生量；2千トン (2×109Bq) 

・埋立されるスラグ量；2百トン (2×108Bq) 

・埋立されるスラグ中の放射能濃度；0.033Bq/g（2×108Bq/6 千トン） 

 

 産業廃棄物中に含まれるスラグの割合は以下のとおり。 

 

・年間に最終処分される産業廃棄物の総量（平成 17 年度）(2)；2,400 万トン 

・年間に埋立されるスラグ量（平成 17 年度）(3)；22.6 万トン 

・年間に最終処分される産業廃棄物の総量に対する埋立されたスラグ量の割合；

約 0.01 (0.0094) 

 

この数値が全国の産業廃棄物処分場で平均的な数値であると仮定すると、産業

廃棄物処分場に年間埋立されるクリアランス対象物起源のウランの放射能濃度は

0.00033Bq/g (0.033Bq/g×0.01)となる。 

なお、0.033Bq/g は、1社からのものであるため、仮に数社同時にクリアランス

対象物を搬出する場合についても考察する。 

他社のクリアランス対象物の物量は事業者の計画によると 1 万トンである。事

                                            
*1 ；U-234, U-238 による汚染が想定される場合、RS-G-1.7 ではそれぞれの放射能濃度が 1Bq/g を下回ることを求めており、

放射平衡の場合は最大 2Bq/g となる。一方、我が国の現行制度ではΣ（クリアランスレベル）/（放射能濃度）≦1 を求め

ている。ここでは複数の放射性核種による汚染の考え方が議論されていないことから現行の評価式を考慮しているが、

RS-G-1.7 の考え方を導入する場合、試算結果は最大で 2 倍となる。 
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業者の計画では十年以上にわたり排出することが想定されているため、ここでは

10 年間で排出されるとし、年間千トン (総量；1×109Bq、埋立される量；1×108Bq)

の発生量を想定した場合、放射能濃度は上記濃度の 1.5 倍となる((2×108Bq +1

×108Bq) /6 千トン×0.01=0.0005Bq/g）。 

この濃度は、わが国のウランのバックグラウンドの変動範囲（0.0029～2.15（平

均 0.033）Bq/g）(4)と比べると、下限値より 1桁低い数値となる。 

 

②1 カ所の産業廃棄物処分場へ埋立されるシナリオ 

 1 カ所の産業廃棄物処分場に当該廃棄物のみが埋立された場合は以下のとおり。 

 

・年間に最終処分される産業廃棄物の総量（平成 17 年度）(2)；2,400 万トン 

・産業廃棄物処分場（平成 17 年度）(5)；2,335 カ所 

・1カ所あたりの処分場に埋立される年間産業廃棄物量 ；約 1 万トン(10,278 ト

ン) 

 

1万トンの産業廃棄物中に1カ所の電炉メーカーから排出されたスラグ廃棄物6

千トンが含まれると仮定すると 1 処分場あたり年間 0.02Bq/g に相当し（2×

108Bq/1 万トン）、わが国の自然環境中のウラン濃度の変動範囲（0.0029～2.15（平

均 0.033）Bq/g）(4)と比べると、ほぼ平均値付近の値である。 

本評価は１カ所の産業廃棄物処分場の年間受入量の 6 割を 1 つの電炉メーカー

からのスラグ廃棄物が占めるという評価であり、容量 10 万トンの処分場について、

操業開始から 10 年間継続して埋立される場合の濃度と等価である。 

 

以上のことから、仮にクリアランス対象物が埋立されたことを想定しても、産業

廃棄物処分場における放射能濃度は産業廃棄物処分場に埋立されている平均的なス

ラグ量を考慮した場合は我が国の自然環境中のウランの放射能濃度の変動範囲の 1

桁低い濃度であり、1 カ所の処分場にクリアランス対象物に起因するスラグの全て

が埋立された場合は平均値付近の濃度となる。 
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（参考）比較する濃度の考え方 

産業技術総合研究所において全国調査により作成された地球化学図(1)は、種々の

元素がどの程度の濃度で我々の周りに分布しているかを示したもので、その元素の

存在が自然に拠るものか、産業活動や人間生活といった人為的な汚染によるものか

を評価するための基礎になるものである。10km2あたり 1試料の密度で、日本全国か

ら合計 3,024 個の河川堆積物試料を採取して、53 元素について化学分析を行ってい

る(1)。その最大値は 2.2Bq/g、最小値は 0.0029Bq/g、平均値は 0.033Bq/g である(1)。 

 一方、放射線医学総合研究所による調査では、農地土（畑、水田）、森林土、その

他土壌の全国 77 点の試料を対象としており、その最大値は 0.12Bq/g、最小値は

0.0043Bq/g、平均値は 0.057Bq/g である(2)。 

 それぞれの平均値、下限値は同じオーダであり、その範囲は地球化学図のデータ

に包含される。 

 

参考文献： 

(1) 産業技術総合研究所地質調査総合センター: 日本の地球化学図 (2004). 

(2) S. Yoshida, Y. Muramatsu, K. Tagami, and S. Uchida: Concentrations of 

lanthanide elements, Th and U in 77 Japanese surface soils, Environment 

International, 24[3], 275-286 (1998). 
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金属に対するウランのクリアランスレベル評価に係る考え方の整理 

 

１．はじめに 

 金属に対するウランのクリアランスレベルを評価する上では、金属を対象とした

シナリオに基づく線量、特に金属スクラップの再利用に伴い発生するスラグ（以下、

「金属スラグ」という。）の再利用及び埋立作業の線量及び埋立後の放射能濃度を確

認しておくことが重要である。線量や放射能濃度を試算する上ではシナリオの整理

が必要であるが、本資料ではこれらのシナリオについて再整理する前段として、前

提となるクリアランスレベル評価に係るシナリオ等の考え方について取りまとめた。 

 

２．自然起源の放射性核種に対するクリアランスレベル 

 ウランのクリアランス、規制免除、規制除外に係るレベルに関する国際的な議論

は、U-234、 U-235、 U-238 が自然環境中に存在する放射性核種を起源とする放射

性核種（以下、「自然起源の放射性核種」という。）であるという特徴に基づき進め

られている。我が国における人工起源の放射性核種に係るクリアランスレベルにつ

いては、IAEA の RS-G-1.7(1)の放射能濃度が採用されており、この数値は規制免除の

概念に基づき導出されている。一方、RS-G-1.7 では自然起源の放射性核種に対し、

クリアランスレベルとして使用することのできる放射能濃度について人工の放射性

核種に対する放射能濃度とは別に定めている。具体的には、RS-G-1.7 では、自然起

源の放射性核種に対する放射能濃度について規制除外の考え方に基づき、世界規模

での土壌中の自然起源の放射性核種の放射能濃度の測定結果（UNSCEAR2000 年報告

書(2) ）の上限を基に設定している（別添参照）。 

原子力安全委員会では、これまで自然起源の放射性核種のうち、U-234、U-235、

U-238 のクリアランスレベルについては検討を行っていないが、平成 17 年に改訂さ

れた報告書「原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴って発生するもののうち

放射性物質として取り扱う必要の無いものの放射能濃度について」(3)では、「今回の

検討対象としなかった製錬施設、加工施設、再処理施設、RI 使用施設等から発生す

る廃棄物を含めた一般的なクリアランスレベルについては、IAEAでBSS にRS-G-1.7 

を取り入れる検討を計画していること等の動向を踏まえつつ、検討を行うことが必

要であると考える。」としている。 

 

３．上記国際基準に対する線量等の確認 

 小委員会では、前述の国際動向やこれまで原子力安全委員会において実効線量を

めやす値としてクリアランスレベルの評価を行った背景を踏まえ、RS-G-1.7 におけ

る放射能濃度 1Bq/g を適用した際の実効線量について、これまでの考え方を踏まえ

た評価を行った。 
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３．１ これまでの原子力安全委員会における考え方 

 「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」(4)（以下、「原子炉クリ

アランスレベル報告書」という。）で示された原子力安全委員会におけるクリアラン

スレベルに係る評価の考え方は以下のとおり。 

 

 

（１）算出方法の基本的考え方 

①「自然界の放射線レベルに比較して十分小さく、また、人の健康に対するリス

クが無視できる線量」として、行為、評価経路等の重畳を考慮して線量のめやす

値を設定する。 

②この線量のめやす値に相当する放射性核種の濃度を、以下の前提条件に従い算

出する。 

－放射線防護に係る規制の体系から外された（以下、「クリアランスされた」と

いう。）後の用途又は行き先を限定しない無条件クリアランスレベルとする。 

－対象物に起因して現実的に起こりえると想定される全ての評価経路（埋立処分、

再利用）を考慮する。評価経路についてはクリアランスされた後の用途又は行

き先を限定しないため、発生確率を想定することは適当でないと考えられるこ

とから、保守的に確率を考慮しないこととする。 

－対象物に起因して現実的な評価パラメータを用いて算出し、放射性核種毎に放

射能濃度の最小値を選定する。なお、この最小値を与える評価経路が「決定経

路」となる。 

 

（２）線量のめやす値 

①現実的に起こりえると想定されるシナリオ（評価経路及び評価パラメータを組

み合わせたものを「シナリオ」と呼ぶ。）から受ける個人の線量については、個

人が行動を決定する際に考慮に入れないリスクレベル（10-6/年）に相当する線

量 100μSv/年（0.1mSv/年）を、行為、評価経路等の重畳を考慮して十分の一と

した 10μSv/年（0.01mSv/年：自然界の放射線レベル平均約 2.4mSv/年の百分の

一以下）とする。 

②評価経路の発生確率については、用途又は行き先を限定しない無条件クリアラ

ンスレベルを算出するため、保守的に確率を考慮しないが、評価パラメータのば

らつき評価（確率論的解析）で実施するパラメータの組み合わせによる 97.5%片

側信頼区間下限値の値を「発生頻度が小さいと考えられるシナリオ」の一つとし

て取扱い、その場合の個人の線量については 100μSv/年を超えないことを確認

する。 

なお、線量のめやす値については、原子炉クリアランスレベル報告書で参照し

た IAEA の TECDOC-855(5)と整合的であるが、RS-G-1.7 では、人工起源の放射性核

種の放射能濃度は、現実的なパラメータ値を用いる場合は基準線量を 10μSv/年

を、低確率なパラメータ値を用いる場合は基準線量を 1mSv/年をそれぞれ用いて

算出されている。 
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３．２ これまでのウラン廃棄物埋設検討小委員会での取組 

 上記（１）を前提としつつ金属としての特徴を加味した上で、（２）①に示した現

実的に起こりえると想定されるシナリオについて線量を評価し、めやす線量である

10μSv/年との比較を行うとともに、②で示した「発生頻度が小さいと考えられるシ

ナリオ」について、めやす線量である 100μSv/年を超えないことを確認した。 

 

参考文献 

(1) IAEA: Application of the Concept of Exclusion, Exemption and Clearance, 

Safety Guide No.RS-G-1.7 (2004). 

(2) UNSCEAR: Sources and Effects of Ionizing Radiation, Report to the General 

Assembly, with scientific annexes (2000). 

(3) 原子力安全委員会： 原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴って発生する

もののうち放射性物質として取り扱う必要のないものの放射能濃度について, 

平成 16 年 12 月 16 日（平成 17 年 3 月 17 日一部訂正及び修正）(2004). 

(4) 原子力安全委員会: 主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて, 平

成 11 年 3 月 17 日 (1999) . 

(5) IAEA: Clearance Levels for Radionuclides in Solid Materials, TECDOC-855 

(1996). 

 



 
 

（別添）RS-G-1.7 における考え方 
 

IAEA、「規制除外、規制免除及びクリアランスの概念の適用」、 
安全指針 RS-G-1.7 (2004). 

 
 

 

原文 和訳 
2.14. In summary, the BSS provide radiological criteria to serve as a basis for the 
derivation of clearance levels but provide no definitive quantitative guidance on 
clearance levels. The activity concentration values developed in the following 
section for use in making decisions on the exemption of bulk materials may find use 
by regulatory bodies as a basis for the clearance of such materials. 

２.１４ 要約すると、BSS はクリアランスレベルを算出するための根拠とし

て役立つ放射線学的な規準を用意しているが、クリアランスレベルに対する

最終的かつ定量的なガイダンスは何ら用意していない。規制当局は、大量の

物質の規制免除を決定することに際して使用する目的で、次章で設定された

放射能濃度をこのような物質のクリアランスのための根拠として使用して良

い。 
3. BASIS FOR THE DERIVATION OF ACTIVITY CONCENTRATION VALUES 
 
GENERAL 
 
3.1. Two different approaches were employed to establish the values of activity 
concentration provided in this publication for use in making decisions on exclusion, 
exemption or clearance. The first approach applies the concept of exclusion to derive 
values of activity concentration suitable for radionuclides of natural origin. The 
second makes use of the concept of exemption in order to derive values of activity 
concentration for radionuclides of artificial origin6. This strategy is a simplification 
of, but is consistent with, the approach described in the BSS, and it facilitates the 
development of a single set of values of activity concentration covering all 
radionuclides. A full discussion of the methods used is given in the supporting Safety 
Report [11]. 

３．放射能濃度の算出のための根拠 
 
通則 
 
３.１ 本文書に用意された、規制除外、規制免除またはクリアランスを決定

する際に使用する放射能濃度を設定するために、２種類の異なる方法が採用

された。一番目の方法は、自然起源の放射性核種に適切な放射能濃度を算出

するために、規制除外の概念を適用している。二番目の方法は、人工起源*1
の放射性核種の放射能濃度を算出するため、規制免除の概念を使用している。

本戦略は、BSS に述べられた方法を簡略化したものであるが、BSS の方法と

整合しており、また、全ての放射性核種を対象とする一組の放射能濃度を策

定することを容易にしている。使用された方法に関する詳細な議論が、安全

レポート*2 に述べられている。 
EXCLUSION 
 
3.2. Exclusion, as described in the BSS, relates to the amenability of exposure to 
regulatory control rather than to the actual magnitudes of exposures. Amenability to 
control is a relative concept; it is a matter of practicability and implies recognition of 
the cost of exercising regulatory control and the net benefit to be gained by so doing. 
The examples of excluded types of exposure given in the BSS include exposure from 
“unmodified concentrations of radionuclides in most raw materials” (Ref. [1], 

規制除外 
 
３.２ 規制除外は、BSS で述べられているように、被ばくの実際の大きさよ

りもむしろ、その被ばくが規制上の管理に従うか否かに関連している。規制

上の管理に従うか否かは相対的な概念である。すなわち、実行可能性の問題

であり、規制上の管理を行うことの費用と規制上の管理を行うことによって

得られる利益を認識することを意味している。BSS に示された規制除外され
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footnote 2). The reference to unmodified concentrations points to the fact that the 
processing of some raw materials, which may have typical concentrations of 
radionuclides of natural origin, may generate products or wastes that have higher 
concentrations of radionuclides or give rise to exposures that should not be excluded 
from regulatory control. The reference to exposure from most raw materials suggests 
that exposure from some raw materials should not be subject to exclusion. Thus, 
whichever the cause of the exposure — whether it results from the modification of 
the chemical or physical form of the material, thus enhancing its radionuclide 
content in processing, or simply because the material inherently has a relatively high 
radionuclide content — the regulatory body should recognize that there are some 
exposure situations that warrant consideration and control (e.g. exposure situations 
in industries in which material containing radionuclides of natural origin is handled 
or used and where exposure is attributable to its processing). Guidance on 
occupational exposure that might result from the handling or use of such material is 
provided in a Safety Guide [12]. 

た被ばくの種類の例には、「放射性核種濃度に変化が加えられていない多くの

原料物質」*3 からの被ばくが含まれている。変えられていない濃度を参照し

ているということは、典型的な濃度で自然起源の放射性核種を含んでいるあ

る原料物質を処理することによって、規制上の管理から除外されるべきでは

ないような高められた放射性核種濃度または被ばくを生じるような、製品ま

たは廃棄物を生じるかもしれないという事実を指摘している。大部分の原料

からの被ばくを参照しているということは、ある一部の原料からの被ばくが

規制免除の対象となるべきではないことを示唆している。従って、被ばくの

原因がいずれであれ －処理の過程で放射性核種の含有量の増加を生じるよ

うな、物質の化学的または物理的形態の変更から生じていようと、あるいは、

単純に物質がもともと放射性核種の含有量が高いために生じようと－ 規制

当局は、考慮及び管理することが当然であるような被ばく（例えば、自然起

源の放射性核種を含有する物質を取り扱う、あるいは使用する産業において、

被ばくの原因がそれを処理することにある被ばくの状況）があることを認識

すべきである。このような物質の取扱または利用から生じるかもしれない職

業被ばくに対するガイダンスが安全指針*4 に用意されている。 
3.3. The values of activity concentration for radionuclides of natural origin set out in 
Table I have been selected on the basis of consideration of the upper end of the 
worldwide distribution of activity concentrations in soil provided by UNSCEAR [2]. 
Doses to individuals as a consequence of these activity concentrations would be 
unlikely to exceed about 1 mSv in a year, excluding the contribution from the 
emanation of radon, which is dealt with separately in the BSS. 

３ .３ 表１に示す自然に存在する放射性核種に対する放射能濃度は、

UNSCEAR に提供された、世界規模での土壌中の放射能濃度分布の上限に対

する考察に基づいて選ばれている。これらの放射能濃度の結果としての個人

線量は、BSS で別に取り扱われているラドンからのエマネーションからの寄

与を除けば、約 1mSv／年を超えることはないと考えられる。 
RADIONUCLIDES OF NATURAL ORIGIN 
 
4.2. The values of activity concentration for radionuclides of natural origin, derived 
using the exclusion concept (paras 3.2–3.3), are given in Table 1. 
 
TABLE 1. VALUES OF ACTIVITY CONCENTRATION FOR RADIONUCLIDES 
OF NATURAL ORIGIN (see para. 4.2) 
 

Radionuclide Activity concentration (Bq/g)
40K 10 

All other radionuclides of natural origin 1  

自然起源の放射性核種 
 
４.２ 規制除外の概念（3.2～3.3 項）を使用して導出された自然起源の放射

性核種のための放射能濃度を表１に示す。 
 

表１ 自然起源の放射性核種の放射能濃度 
 

放射性核種 放射能濃度(Bq/g) 
40K 10 

上記以外の天然に存在する放射性核種 1  
4.3. The values have been determined on the basis of consideration of the 
worldwide distribution of activity concentrations for these radionuclides. 
Consequently, they are valid for the natural decay chains in secular equilibrium; that 

４.３ 値は、これらの放射性核種の放射能濃度の世界的な分布の考察に基づ

いて決定された。従ってこれらの値は、永続平衡状態にある天然崩壊連鎖、

すなわち、U-238, U-235 あるいは Th-232 を先頭とする崩壊連鎖に対して、
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is, those decay chains headed by 238U, 235U or 232Th, with the value given to be 
applied to the parent of the decay chain. The values can also be used individually for 
each decay product in the chains or for the head of subsets of the chains, such as the 
subset with 226Ra as its parent. 

与えられた値を崩壊連鎖の親核種に適用される。これらの値は、連鎖中の個々

の崩壊生成物あるいは例えば Ra-226 を親核種とする連鎖のように、連鎖の

一部分の筆頭に対して個別に使用することが出来る。 

脚注（番号は原文のまま） 
 
6；It should be noted that the relationships used in this section between exclusion and 

radionuclides of natural origin, and between exemption and radionuclides of 
artificial origin, are made for the purpose of deriving radionuclide concentration 
levels. For instance, exposures from some radionuclides of artificial origin, such 
as fallout from the testing of nuclear weapons, may be excluded by the regulatory 
body. Similarly, some material contaminated by radionuclides of natural origin, if 
used within a practice, may be a candidate for exemption or clearance, as 
appropriate. 

[11]；INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Derivation of Activity 
Concentration Levels for Exclusion, Exemption and Clearance, draft report, 
IAEA, Vienna, 2004. 

 
Ref. [1], footnote 2；Examples are exposure from 40K in the body, from cosmic 

radiation at the surface of the earth and from unmodified concentrations of 
radionuclides in most raw materials. 

[12]； INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY / INTERNATIONAL 
LABOUR OFFICE, Occupational Radiation Protection, Safety Standards Series 
No. RS-G-1.1, IAEA, Vienna (1999). 

脚注（事務局で通し番号を付記） 
 
*1；本章で用いている規制除外と自然起源の放射性核種の関係並びに、規制

免除と人工起源の放射性核種の関係は、放射性核種濃度レベルの算出の

目的のために作られていることを指摘しておく。例えば、核兵器の大気

圏実験からのフォールアウトのような人工起源の複数の放射性核種から

の被ばくは、規制当局により規制除外されるかもしれない。同様に、自

然起源の放射性核種で汚染されたある物質は、もし行為の中で使用され

たならば、適切な場合には、規制免除又はクリアランスの候補となるで

あろう。 
*2 ； INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Derivation of 

Activity Concentration Levels for Exclusion, Exemption and 
Clearance, draft report, IAEA, Vienna, 2004.(事務局注；IAEA SRS 
No.44 (2005).) 

*3；体内の 40K、地球表面の宇宙線、及び大部分の原料中の手を加えられて

いない放射性核種濃度からの被ばくがその例である。 
*4；INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY / INTERNATIONAL 

LABOUR OFFICE, Occupational Radiation Protection, Safety 
Standards Series No. RS-G-1.1, IAEA, Vienna (1999). 
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工学規模試験におけるウラン浸出試験 

 

日本原子力研究開発機構 

 

溶融除染技術評価報告書(1)の工学規模試験では、ウラン浸出試験を環境庁告示に準

拠した方法とソックスレー法で行っており、浸出液中のウラン濃度、浸出率について

報告している（表１および表２）。 

 

表１ 環境庁告示に準拠した方法によるウラン浸出試験結果 

試験試料 形状 

試料中の

U濃度 

（wt％） 

試料中の

U重量 

（g/5g）

試験

No. 

浸出液中の

U濃度 

（ng/mL）

浸出液中のU重

量 

（ng/50mL） 

浸出率* 

1 3.8 190 3.0E-6 

2 3.4 170 2.7E-6 
Run2-1 

上部 

粗粒 

（0.5～

5mmφ） 

1.26 0.06 

平均 3.6 180 2.9E-6 

1 4.5 225 3.7E-6 

2 4.6 230 3.8E-6 
Run2-1 

下部 

粗粒 

（0.5～

5mmφ） 

1.22 0.06 

平均 4.6 228 3.7E-6 

 

表２ ソックスレー法によるウラン浸出試験結果 

試験試料 形状 

試料中の

U濃度 

（wt％） 

試料中の

U重量 

（g/5g）

試験

No. 

浸出液中の

U濃度 

（ng/mL）

浸出液中のU重

量 

（ng/200mL） 

浸出率*

1 20.9 4180 6.6E-5 

2 18.9 3780 6.0E-5 
Run2-1 

上部 

粗粒 

（0.5～

5mmφ） 

1.26 0.06 

平均 19.9 3980 6.3E-5 

1 29 5800 9.5E-5 

2 22.1 4420 7.2E-5 
Run2-1 

下部 

粗粒 

（0.5～

5mmφ） 

1.22 0.06 

平均 25.6 5110 8.4E-5 
＊；浸出率＝浸出液中に浸出した元素重量／固相試料中に初期に存在していた元素重量 

注）溶融除染技術評価報告書(1)より抜粋 

 

参考文献 

(1) 宮本泰明，山中智弘，青山 誠，高橋邦明，須藤 収: 溶融除染技術評価報告書 

JNC TN8400 2003-044 (2003). 
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「水質管理目標設定項目」及び「要監視項目」 

 

日本原子力研究開発機構 

 

ウラン廃棄物の処分及びクリアランスに関する報告書(1)の調査結果（参

考資料参照）によると、水道法では、水質基準としてウランの水中濃度は

定められていない。将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する

見地から、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じて、体系的・

組織的な監視によりその検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項

目として「水質管理目標設定項目」が定められている。この中で、ウラン

及びその化合物に対しては、暫定値として 2×10-3mg/L 以下としている。

また、環境省水環境部長通知「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環

境基準等の施行等について（通知）」（環水企発第 040331003 号、環水土発

第 040331005 号）により要監視項目（指針値として 2×10-3mg/L 以下）に

定められた。要監視項目とは、「人の健康の保護に関連する物質ではある

が、公共用水域等における検出状況からみて、直ちに環境基準とはせず、

引き続き知見の集積に努めるべき物質」である。 

「水質管理目標設定項目」および「要監視項目」のウランに対する 2×

10-3mg/L は、WHO の飲料水水質指針第２版の補遺(2)における暫定指針値（2

×10-3mg/L）に基づいて設定されている。ただし、WHO ではその後、1 日耐

容摂取量（TDI）のうち飲料水に割り当てる割合を見直し、飲料水水質指

針第３版(3)において、暫定指針値を 1.5×10-2mg/L に引き上げている。 
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「水質管理目標設定項目」及び「要監視項目」に関する調査結果について 
「ウラン廃棄物の処分及びクリアランスに関する検討書」＊1の抜粋＊2 

 
5.8 ウランの化学毒性 
 
 ウランは放射性物質であると同時に、化学的な毒性を有する物質でもある。文献中(１）(２）にウ

ランの化学毒性に関し、以下の記載が見られる。（5.8 資料１参照） 
 ① ウランがヒトに引き起こす主な化学的効果は、腎炎である。ウランは近位腎尿細管細胞と

親和力があり、腎臓における蛋白質の再吸収を妨害する。このため蛋白尿（あるいはアルブ

ミン尿）の症状が現れる。特に、ウランによって人間に引き起こされた腎尿細管の機能障害

は、近位腎尿細管細胞における再吸収の減少のため、軽度の蛋白尿と特徴づけられている。

（蛋白尿） 
 ② 短期の動物の研究で、腎臓障害の発病は、ウランへの暴露を中断すると細管細胞の再生が

起こるかもしれないことを示している。カナダにおける臨床的研究の結果から、腎尿細管の

損傷が可逆的であることを示した。（可逆的） 
 ③ 人体及び実験動物におけるウランによる発がんに関して、十分なデータがなく、そこで、

ウランの化学毒性に対する指針値は TDI 法（Tolerable Daily Intake：１日耐容摂取量）により

算出された｡（非発がん性として指針値を算出） 
 
 このようなウランの特性を考慮して、ウランに対する飲料水基準や作業者に対する暴露基準が

定められている。放射性廃棄物の処分に関連して、特に地下水や河川水飲用シナリオとの関連で、

放射線学的な評価と飲料水基準との関係を検討しておく必要がある。以下、ウランの化学毒性か

ら見た飲料水基準や環境基準の内外動向について述べる。 
 
 5.8.1  海外及び国際機関の動向 
  (1) 飲料水基準の計算方法 
   海外及び国際機関では、毒性試験において悪い影響が観察されないレベル（NOAEL：No 

Observed Adverse Effect Level：無副作用量）又は悪い影響が観察された最も低いレベル

（LOAEL：Lowest Observed Adverse Effect Level：最小副作用量）と不確実係数から 1 日の

摂取の限度を定め、さらに摂取の限度への飲料水への割り当てを行い、飲料水量や体重を設

定することにより飲料水基準を定めている。国によって使用する用語やそれぞれのパラメー

タが異なることもあるが、基本的な手法は同様である。 
   以下に世界保健機関（World Health Organization：WHO）の飲料水水質指針(１）で使用さ

れている計算式を例示する。 
 
         TDI =（NOAEL 又は LOAEL）／UF 
         GV =（TDI×bw×P）／C 
 

                                                  
*1；日本原燃株式会社、日本原子力研究開発機構、グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン、三菱原子燃料、原子燃料

工業、ジェー・シー・オー：ウラン廃棄物の処分及びクリアランスに関する検討書．（2006） 
＊2 ；本文を抜粋しているため、それに対応する表及び図は一部掲載されていないものもあります。 

 添付資料７－２



   ここで、TDI = １日耐容摂取量 
       NOAEL =無副作用量（mg/kg 体重又はμg/kg 体重） 
       LOAEL =最小副作用量（mg/kg 体重又はμg/kg 体重） 
       UF = 不確実性係数 
       GV＝ 飲料水中濃度の指針値（mg/L 又はμg/L） 
       bw = 体重（成人 60kg、子供 10kg、幼児 5kg） 
       P = TDI のうち飲料水に割り当てられる割合 
       C = １日の飲料水摂取量（成人 2L、子供 1L、幼児 0.75L） 
   
(2) 飲料水水質基準 
   WHO、米国、カナダ及びオーストラリアの飲料水指針又は規則でウランの基準が示されて

おり、これらを表 5.8-1 に示す。英国の指針及びドイツの規則ではウランの基準が規定され

ていない。(１）～(７） 
   なお、表 5.8-1 に、１日耐容摂取量相当量に相当する値（WHO 及び米国環境有害物質･特

定疾病対策庁（Agency for Toxic Substances and Disease Registry：ATSDR））(８）(９）を示す。 
   飲料水指針又は規則の留意点を以下に示す。 

 

   (a)  WHOの飲料水水質指針第3版の留意点 

    1993（平成 5）年の飲料水水質指針第 2 版第 1 巻「勧告」では、ウランの短期間及び長期

間の化学毒性に関する研究成果が十分に得られていないため、健康（化学毒性）に基づいた

指針値は算出されなかった。そのような情報が得られるようになるまで、ウランの放射線学

的特徴に基づく限度を用いることが勧告された。この限度は、天然ウラン換算で約 0.14 mg/L
（参照レベルは 0.1 mSv/年）である。 

    WHO は、飲料水水質指針第 2 版の補遺を 1998（平成 10）年に刊行した。この補遺で、

ウランの化学毒性に基づく指針値を 0.002 mg/L とした。天然のウランレベルが高い地域で

は、利用可能な処理技術では指針値の達成が困難かもしれないこと、重要な研究成果が限ら

れていることから、この指針値は暫定値とされた。 
    TDI のうち飲料水に割り当てる割合 P として、デフォルト値 0.1 が採用されている。ガイ

ドラインでは、『暴露に関するデータが得られる地域では、当局が地域の状況及び条件に合

わせた個別の指針値を決めることが推奨される。』と記載している。 
    2004（平成 16）年の飲料水水質指針第 3 版では、P を 0.8 として、暫定指針値を 0.015 mg/L

とした。この指針値には、次の注が付されている。 
    『ガイドライン値は､ウランの毒物学的及び疫学的に顕著な不確実のためだけでなく､小

規模事業者の達成能力に関する困難さのために､暫定値として指定する。』 
 
  (b)  米国の飲料水基準(２）の留意点 
    米国環境保護庁（Environmental Protection Agency：EPA）は、2000（平成 12）年 12 月

7 日付けで、飲料水基準（National Primary Drinking Water Regulation）を改正し、放射性核

種としての影響だけでなく重金属としての影響を考慮した限度値(１０）とした。この規則で

は、ウランに対して、化学毒性と生涯の放射線がんリスク（目標リスク：1×10－６～1×10
－４）を考慮して、g/L を単位とする単一の基準が制定された｡
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    化学毒性に基づく基準値の算出方法は基本的に WHO と同じであるが、P に相当する「相

対暴露源寄与」を 0.8 とし、飲料水相当レベル（Drinking Water Equivalent Level：DWEL）
を 20μg/L（0.02mg/L）としている。その上で、放射線がんのリスク低減と飲料水の処理費

用の解析結果を考慮して最大汚染物質レベル（Maximum Contaminant Level：MCL）を 30
μg/L（0.03mg/L）とした。 

    最大汚染物質レベルを飲料水相当レベルより高く設定している（結果として P に相当す

る「相対暴露源寄与」が 1.2 になっている）ことに関して、以下のとおり説明している｡ 
『EPA の判断では、暴露による健康影響について、DWEL の 20μg/L と MCL
の 30μg/L の間に予想されるような違いはないことを示すいくつかの理由があ

る。たとえば、ヒトの蛋白尿の正常範囲には大きな開きがあり、ウランに暴露

したときに観察される蛋白尿のレベルにも大きな開きがある。現存するいくつ

かの疫学調査（それぞれの調査対象者の数は少ないが）で、20μg/LというDWEL
の 5 倍を超えて暴露し、穏やかな蛋白尿しか観察されなかった人が何人かいた。

DWEL 20μg/L から MCL 30μg/L への増加は、RfD（Reference Dose：経口参

照用量）の不確実性及び高レベルの飲料水によりウランに暴露した人に観察さ

れた緩やかな蛋白尿の不確実性を考慮した相対的な不確実性に比べて比較的小

さい。』 
 
  (c)  カナダの飲料水指針(４）の要点 
    各種のパラメータから計算した指針値は 10μg/L である。健康を基礎にした指針値又はそ

れ以下の飲料水中ウラン濃度を達成することに伴う処理コストと、健康を基礎にした指針値

を超える飲料水中ウラン濃度に伴う健康リスクの両方を正当に考慮した後で、20μg/L の暫

定最大容認濃度（Interim Maximum Acceptable Concentration：IMAC）が採用されるべきで

あると結論を下した。 
 
  (d)  オーストラリアの飲料水指針(５）の要点 
    オーストラリアの飲料水指針値は 0.02mg/L で、不確実性係数に相当する安全係数を 10

としている。安全係数は、動物の研究の結果を人間に適用するためのものである。人間がラ

ットよりウランに敏感でないことを示す十分なデータがあるので種の間の変動に余裕を置か

ず、傷害が可逆的なので障害よりも短い研究に対する余裕も置いていない。 
 
  (3)  飲料水水質基準値に相当する水中の放射性物質濃度 
   飲料水水質基準値に相当する水中の放射性物質濃度を、0.711%（天然ウラン）、3%及び 5%

ウランについて試算した（事業者試算）。ウランの比放射能は、本検討書の表 2.1.4-3 に示さ

れているものを使用した。試算結果は表 5.8-2 のとおりである。また、同表には、後述の EPA
規則の水質基準に相当する水中放射性物質濃度及び ICRP Pub. 72(１１）の経口摂取による線量

換算係数（Sv/Bq）に基づいて、飲用したときに内部被ばく線量が 0.3 mSv/年となる水中の

放射性物質濃度を試算した結果も示した。WHO の飲料水基準に相当する濃度は、飲用した

ときに 0.3 mSv/年となる濃度の約 1/50（5%濃縮ウラン）～1/200（天然ウラン）である。 
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 5.8.2  国内の動向 
  (1)  原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会報告書(１２） 
   原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会報告書では、放射線防護以外の観点から処

分濃度が制限される可能性もあり、ウランの重金属としての性質による影響についても考慮

する必要があることを指摘（報告書第 1 章 4.（1））している。 
 

(2)  水道水の水質管理目標設定項目(１３）（5.8 資料５参照） 
   WHO の飲料水水質指針（第 2 版補遺）が 1998（平成 10）年 3 月に改正されたことを受け、

1998（平成 10）年 6 月 1 日付け厚生省生活衛生局水道環境部長（当時）通知により、ウラ

ンが監視項目（指針値：0.002mg/L 以下（暫定））に追加された。 
   厚生労働省は、2002（平成 14）年 7 月 24 日に厚生科学審議会あてに水質基準の見直し等

について諮問し、2003（平成 15）年 4 月 28 日に答申があった。これを踏まえ厚生労働省と

して新しい水質基準等に係る制度の制定・改正を行い、体系的・組織的な監視によりその検

出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目として新たに「水質管理目標設定項目」を

定め、従前の「監視項目」等を廃止した。この「水質管理目標設定項目」の中で，ウラン及

びその化合物の目標値は「ウラン量に関して 0.002mg/L 以下（暫定）」としている。 
 

(3)  わが国の水中ウラン濃度の例 
   水道水源における有害化学物質等監視情報ネットワークで、都道府県の作成する「水道水

質管理計画」に基づく測定結果が提供されている(１４）。1998（平成 10）年～2002（平成 14）
年度に原水のウラン濃度を測定した 4,954 地点のうち、地下水 8 地点、ダム・湖沼 1 地点及

び表流水 1 地点は指針値を超え、最大値は 0.0073mg/L であった。また、同期間に浄水のウラ

ンを測定した 1,022 地点に指針値を超えるものはなかった。（5.8 資料６参照） 

   我が国で消費されている瓶詰めされた水の U-238 の濃度が報告されている(１５）。幾何平均

濃度は、輸入されたミネラルウォーターについては 228 ng dm－３（0.228μg/L）、国産のミネ

ラルウォーターについては 31 ng dm－３（0.031μg/L）であった。 
 また、海水中のウラン濃度は 0.002mg/L(１６）ないし 0.003mg/L(１７）である。 

 
(4)  環境基準 

   中央環境審議会の水環境部会環境基準健康項目専門委員会において、2002（平成 14）年

10 月から水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しが審議され、2003（平

成 15）年 12 月の第 6 回会合において「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等

の見直しについて（第１次報告）（案）」がとりまとめられた。同案では、ウランを要監視項

目とし、指針値を 0.002mg/L とした。(１８） 
   2004（平成 16）年 2 月 26 日に開催された水環境部会において環境基準健康項目専門委員

会第１次報告が示され、審議の結果、水環境部会の答申案とした。同日付で中央環境審議会

より環境大臣に答申され、2004（平成 16）年 3 月 31 日に環境省水環境部長通知「水質汚濁
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に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（通知）」（環水企発第

040331003 号、環水土発第 040331005 号）により要監視項目に定められた。(１９） 

   「要監視項目」の位置付けについて、環境省水環境部は以下のとおりとしている。(２０） 
  

  

 要監視項目とは、平成 5 年 1 月の中央公害対策審議会答申（水質汚濁に係る人の

健康の保護に関する環境基準の項目追加等について）を受け、「人の健康の保護に関

連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準

とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として、平成 5 年 3 月に設定し

たものです。  
  

 その後、平成 11 年 2 月及び平成 16 年 3 月に改定が行われ、現在は 27 項目が設定

されています。 
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表 5.8-1 ウランの飲料水水質基準 表 5.8-1 ウランの飲料水水質基準 
指 針 等 指 針 等 LOAEL 等 LOAEL 等 不確実性 不確実性 

係数 係数 
１日耐容摂取量等 １日耐容摂取量等 体重 体重 

  
飲料水摂取量飲料水摂取量 耐容日摂取量のうち

飲料水への割り当て

耐容日摂取量のうち

飲料水への割り当て

指針値相当濃度 指針値相当濃度 

WHO 飲料水水質指針 
第 3 版（2004）(３） 

LOAEL 
0.06 mg/kg/d 

100 
 

１日耐容摂取量 
0.0006 mg/kg/d 

成人 
60kg 

成人 
2L/d 

0.8 指針値（暫定） 
0.015 mg/L 

米国飲料水規則(２） LOAEL 
0.06 mg/kg/d 

100 
 

参照暴露量 
0.0006 mg/kg/d 

成人 
70kg 

成人 
2L/d 

0.8 飲料水相当レベル 
0.02 mg/L 
最大汚染物質レベ

ル 
0.03 mg/L 注１ 

カナダ飲料水指針(４） LOAEL 
0.06 mg/kg/d 

100 １日耐容摂取量 
0.0006 mg/kg/d 

成人 
70kg 

成人 
1.5L/d 

0.35 指針値 
0.01 mg/L 
暫定最大容認濃度 
0.02 mg/L 注２ 

オーストラリア飲料水指

針５） 
0.057 mg/kg/d 安全係数 

10 
0.0057 mg/kg/d 成人 

70kg 
成人 
2L/d 

0.1 指針値 
0.02 mg/L 

英国飲料水水質規則(６）       （規定なし） 
ドイツ飲料水規則(７）       （規定なし） 
（参考）WHO 劣化ウラン

の健康影響報告（2001）(８） 
  １日耐容摂取量 

0.0005 mg/kg/d 
    

（参考）ATSDR 毒学的プ

ロファイル（1999）(９） 
  最小リスクレベル 

0.002 mg/kg/d 
    

日本 LOAEL 
0.06 mg/kg/d 

100 
 

１日耐容摂取量 
0.0006 mg/kg/d 

成人 
60kg 

成人 
2L/d 

0.1  飲料水基準（水質管

理目標設定項目） 
0.002 mg/L（暫定） 

注１：各種パラメータから計算した値は20μg/Lであるが、最終的には30μg/Lとした。5.8.1(2)の(b)を参照のこと。 

注２：各種パラメータから計算した値は10μg/Lであるが、最終的には20μg/Lとした。5.8.1 (2)の(c)を参照のこと。 
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5.8資料５ 水質基準に関する国内規制（概要） 
 

2004（平成16）年4月1日より施行された厚生労働省令第百一号「水質基準に関する省令」にお

いて、水道により供給される水は、次の表に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によっ

て行う検査において、同表の掲げる基準に適合するものでなければならないとしている。 
 

表１ 水質基準項目 
項  目 基準値 項  目 基準値 

1. 一般細菌 100個/mL以下 26. 総トリハロメタン 0.1mg/L 以下 

2. 大腸菌 検出されないこと 27. トリクロロ酢酸 0.2mg/L 以下 

3. カドミウム及びその化合物 0.01mg/L以下 28. ブロモジクロロメタン 0.03mg/L 以下 

4. 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 29. ブロモホルム 0.09mg/L 以下 

5. セレン及びその化合物 0.01mg/L 以下 30. ホルムアルデヒド 0.08mg/L 以下 

6. 鉛及びその化合物 0.01mg/L 以下 31. 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L 以下 

7. ヒ素及びその化合物 0.01mg/L 以下 32.アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L 以下 

8. 六価クロム化合物 0.05mg/L 以下 33. 鉄及びその化合物 0.3mg/L 以下 

9.シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L 以下 34. 銅及びその化合物 1.0mg/L 以下 

10. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L 以下 35. ナトリウム及びその化合物 200mg/L 以下 

11. フッ素及びその化合物 0.8mg/L 以下 36. マンガン及びその化合物 0.05mg/L 以下 

12. ホウ素及びその化合物 1.0mg/L 以下 37. 塩化物イオン 200mg/L 以下 

13. 四塩化炭素 0.002mg/L 以下 38. カルシウム マグネシウム等(硬度) 300mg/L 以下 

14. 1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 39. 蒸発残留物 500mg/L 以下 

15. 1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/L 以下 40. 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L 以下 

16. シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 41. ジェオスミン 0.00001mg/L 以下

17. ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 42. 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L 以下

18. テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 43. 非イオン界面活性剤 0.02mg/L 以下 

19. トリクロロエチレン 0.03mg/L 以下 44. フェノール類 0.005mg/L 以下 

20. ベンゼン 0.01mg/L 以下 45. 有機物全有機炭素(TOC)の量 5mg/L 以下 

21. クロロ酢酸 0.02mg/L 以下 46. pH値 5.8 以上 8.6 以下 

22. クロロホルム 0.06mg/L 以下 47. 味 異常でないこと 

23. ジクロロ酢酸 0.04mg/L 以下 48. 臭気 異常でないこと 

24. ジブロモクロロメタン 0.1mg/L 以下 49. 色度 5 度以下 

25. 臭素酸 0.01mg/L 以下 50. 濁度 2 度以下 

 

 また、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道事業者等において

水質基準に係る検査に準じて、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握し、水道水質管

理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」が次の表のとおり定められている。 
これにより、従前の「水質基準項目」、「快適水質項目」、「監視項目」及び「ゴルフ場使用

農薬に係る暫定水質目標」という水道水質管理の体系は廃され「水質基準項目」及び「水質管理

目標設定項目」という新しい体系に基づき水道水質管理を行うことになっている。 
 なお､水質管理目標設定項目の目標値が暫定的なものについては、目標値とともに明記している。 
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表２ 水質管理目標設定項目 
項     目   目 標 値  検 査 方 法 

 1 アンチモン及びその化合物 
 

アンチモンの量に関し

て、0.015mg/L以下 
水素化物発生-原子吸光光度法、水素化物発生- 
ＩＣＰ法、ＩＣＰ-ＭＳ法 

 2 ウラン及びその化合物 
 

ウランの量に関して、

0.002mg/L以下（暫定）

ＩＣＰ-ＭＳ法、固相抽出-ＩＣＰ法 
 

 3 ニッケル及びその化合物 
 

ニッケルの量に関し 
て、0.01mg/L（暫定）

フレームレス-原子吸光光度法、ＩＣＰ法、ＩＣ 
Ｐ-ＭＳ法 

 4 亜硝酸態窒素 0.05mg/L以下（暫定） イオンクロマトグラフ法 

 5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法 

 6 トランス-1,2-ジクロロエチン 0.04mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法 

 7 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法 

 8 トルエン 0.2mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法 

 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.1mg/L以下 溶媒抽出－ＧＣ－ＭＳ法 

10 亜塩素酸 0.6mg/L以下 イオンクロマトグラフ法 

11 塩素酸 0.6mg/L以下 イオンクロマトグラフ法 

12 二酸化塩素 0.6mg/L以下 イオンクロマトグラフ法 

13 ジクロロアセトニトリル 0.04mg/L以下（暫定） 溶媒抽出－ＧＣ－ＭＳ法 

14 抱水クロラール 0.03mg/L以下（暫定） 溶媒抽出－ＧＣ－ＭＳ法 

15 農薬類 
 

検出値と目標値の比の

和として、１以下 
農薬ごとに定められた方法による 

 
16 残留塩素 

 
1mg/L以下 
 

ジエチル-p-フェニレンジアミン法、電流法、吸 
光光度法、連続自動測定機器による吸光光度法、 
ポーラログラフ法 

17 カルシウム、マグネシウム 
（硬度） 

10mg/L以上 
100mg/L以下 

フレーム-原子吸光光度法、ＩＣＰ法、イオンク 
ロマトグラフ法、滴定法 

18 マンガン及びその化合物 
 

マンガンの量に関し 
て、0.01mg/L以下 

フレームレス-原子吸光光度法、ＩＣＰ法、ＩＣ 
Ｐ-ＭＳ法 

19 遊離炭酸 20mg/L以下 滴定法 

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法 

21 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法 

22 有機物等（過マンガン酸カ

リウム消費量） 
3mg/L以下 

 
滴定法 

 
23 臭気強度（ＴＯＮ） ３以下 官能法 

24 蒸発残留物 30mg/L以上 
200mg/L以下 

重量法 
 

25 濁度 
 

 
 

１度以下 

 

比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による 
透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測 
定機器による積分球式光電光度法、散乱光測定法、

透過散乱法 
26 pH値 

 
7.5程度 

 
ガラス電極法、連続自動測定機器によるガラス  

電極法 
27 腐食性（ランゲリア指数） 

 
－１程度以上とし、 
極力０に近づける 

計算法 
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