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1. はじめに 

 

1.1 審議経過 

1) 原子力安全委員会は、これまで、原子炉施設から発生する浅地中処分可能な

低レベル放射性廃棄物について、「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の

安全規制に関する基本的考え方について」（昭和 60 年 10 月 24 日、原子力安

全委員会）及び「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」（昭和

63 年 3 月 17 日、原子力安全委員会決定、平成 5年 1月 7日（一部改訂）、平

成 13 年 3 月 29 日（一部改訂）、平成 21 年 10 月 5 日（一部改訂）原子力安

全委員会）（以下、「現行の安全審査指針」という。）を示しており、これは、

原子炉施設から発生する放射性廃棄物を浅地中に埋設した後、放射能の低減

により被ばく管理の観点からは埋設した場所の管理を必要としないものと

認められるまでの間、周辺住民に与えるおそれのある放射線被ばくの程度等

を勘案しながら所要の管理を行い、安全に処分しようというものである。 

2) 低レベル放射性廃棄物の中でも長半減期の放射性物質を有意に含む放射性

廃棄物の埋設処分においては、上記のような処分方法による安全確保ととも

に、管理期間終了以後の安全評価がより重要なものとなるものもある。この

ような放射性廃棄物については、埋設施設へ埋設した後、放射性物質の埋設

施設からの漏出の監視や土地利用制限等の管理を数百年間行うことに加え、

管理期間終了以後については、人間と放射性廃棄物の接触を想定してもなお

安全上問題となるような被ばくが起きないよう対策が施されるとともに、放

射性物質の移行が十分抑制されるように適切な処分システムが構築されて

いる必要がある。 

3) 原子力安全委員会では、平成 13 年 2 月、原子力安全総合専門部会に対し、

放射性廃棄物の処分に係る安全規制の基本的考え方について取りまとめる

よう指示した。これを受け、同専門部会（平成 16 年 4 月より放射性廃棄物・

廃止措置専門部会）では放射性廃棄物分科会を設置し、管理期間終了以後に

おける安全評価が重要となる放射性廃棄物の埋設に係る安全確保について

検討を行うと共に、「放射性廃棄物処分の安全規制における共通的な重要事

項について」（平成 16 年 6 月 10 日、原子力安全委員会）（以下、「共通的重

要事項報告書」という。）を取りまとめ、この中で管理期間終了以後の長期

の予測に伴う不確かさを適切に取扱うリスク論的な考え方の安全規制への

適用の重要性が示された。 

4) また、この検討を踏まえ、放射性廃棄物・廃止措置専門部会では、平成 17

年 8 月に低レベル放射性廃棄物埋設分科会を設置し、同分科会の審議に基づ

いて「低レベル放射性廃棄物埋設に関する安全規制の基本的考え方（中間報
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告）」（平成 19 年 7 月 12 日、原子力安全委員会）（以下、「中間報告」という。）

が取りまとめられた。本報告において、一般の地下利用に対し十分に余裕を

持った深度への埋設（以下、「余裕深度処分」という。）を含む低レベル放射

性固体廃棄物の埋設について、リスク論的考え方に基づく安全規制の基本的

考え方が示された。 

5) リスク論的考え方に基づく安全規制とは、管理期間終了以後の安全評価にお

ける長期の予測の不確かさを適切に考慮するために、発生の可能性を考慮し

て安全評価のためのシナリオを大別し、それぞれに対応した「めやす」との

比較を行うというものである。このため、リスク論的考え方に基づく安全評

価では、どのようにシナリオ設定を行うかが特に重要となる。中間報告では、

線量／確率分解アプローチを参考として、基本シナリオ、変動シナリオ、人

為・稀頻度事象シナリオに 3区分し、それぞれの判断に用いるための「めや

す」となる線量を示した。具体的には、基本シナリオは「発生の可能性が高

く、通常考えられるシナリオ」、変動シナリオは「発生の可能性は低いが、

安全評価上重要な変動要因を考慮したシナリオ」、人為・稀頻度事象シナリ

オを「発生の可能性が著しく低い自然事象または偶発的な人為事象シナリ

オ」とし、当該シナリオに係る評価結果から導かれるべきシナリオごとの線

量の「めやす」となる値をそれぞれ、10μSv/年、300μSv/年、10mSv/年か

ら 100mSv/年と設定することが適当であるとされた。 

6) 放射性廃棄物・廃止措置専門部会では、中間報告を踏まえ、現行の安全審査

指針の改定に係る調査・審議を進めるため、平成 19 年 10 月に第二種廃棄物

埋設分科会を設置し、中間報告で対象とした低レベル放射性固体廃棄物につ

いて現行の安全審査指針に盛り込むべき事項のうち、長期の安全評価に係る

シナリオ設定の考え方について調査・審議を行い、今般報告書として取りま

とめた。 

 

1.2 検討範囲 

1) 検討の対象とした放射性廃棄物は、原子力施設から発生するもののうち、余

裕深度処分を行うものである。また、当該処分では、浅地中処分に比して管

理期間終了以後における安全評価が特に重要であることから、主として管理

期間終了以後の安全評価に関する考え方を検討対象とした。 

2) 放射性廃棄物の処分に対する安全評価の基本は、評価対象地点固有の条件や

安全を確保するために施される工学的対策等を踏まえ、人に健康影響を及ぼ

す可能性のある様々な現象を考慮した適切なシナリオを設定して評価を行

い、その評価結果が、あらかじめ定められた放射線防護上の要件を満足して

いることを確認することである。これに対して、余裕深度処分における放射
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性廃棄物処分の安全確保は、天然バリア、人工バリアを組み合わせた多重バ

リアに基づく処分システムにより達成される。具体的には、処分システムの

破壊等、処分システムの性能を著しく低下させるような自然事象に対し、そ

の影響を排除できるように適切に立地が行われており、埋設された放射性廃

棄物からの放射性物質の地下水等による漏出等に対し適切な工学的な対策

や埋設深度の確保等の設計上の配慮がなされることで、天然バリア及び人工

バリアによる防護機能を通じて、漏出した放射性物質の生活圏への移行を抑

制することを期待するものである。放射性廃棄物処分の安全評価では、廃棄

体から地質環境へ漏出し生活圏へ移行した放射性物質が人間の健康に影響

を与える可能性のある経路（以下、「被ばく経路」という。）を想定し、それ

らの経路を勘案したシナリオに対応して、現在から将来にわたる時間段階に

したがって評価した結果が、それぞれのシナリオに対応した「めやす」を下

回ることを確認する必要がある。この際、安全評価の対象となる期間（以下、

「評価対象期間」という。）は埋設施設の管理期間終了以後の長期に及ぶこ

とから、安全評価で考慮すべき様々な要素は将来の処分システムの状態及び

被ばく経路の変化に応じて変遷し、このような状態の設定に当たっては、そ

れを規定する特性に係る不確かさを考慮することが重要である。 

3) 本報告では、将来の状態の設定に関してプレート運動に起因する事象、気候

変動に起因する事象、生活圏状態の変化、施設環境や人工バリアの変化が、

それぞれ異なる時間的・空間的依存性をもって相互に密接に関連しつつ起こ

り、これに応じてシステムの状態設定及び設定の確からしさもそれぞれ異な

るとともに相互に密接に関連しつつ変化することに留意し、長期変動事象及

び埋設施設の状態の設定の考え方を示した上で、シナリオ設定の考え方を示

した。また、生活圏における人間の生活様式については、様式化の考え方を

示した。こうした観点から、分科会の審議においては、中間報告で示した 3

区分のシナリオに基づき、以下のように、特に「人為事象シナリオ」と「稀

頻度事象シナリオ」を分けて検討を行うこととした。 

基本シナリオ；発生の可能性が高く、通常考えられるシナリオであり、過去

及び現在の状況から、処分システム及び被ばく経路の特性並びにそれらにお

いて将来起こることが確からしいと予見される一連の変化を考慮したもの

であり、処分システムの基本設計及びその方針について、その影響である線

量が、可能な限り低く抑えられるように配慮されているかどうかを評価する

ために用いる。 

変動シナリオ；発生の可能性は低いが、安全評価上重要な変動要因を考慮し

たシナリオであり、処分システム及び被ばく経路並びにそれらにおける、基

本シナリオで選定した以外の様々な変化における変動の範囲を網羅的に考
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慮したものである。処分システムの設計が様々な不確かさに対応しうるもの

であるか否かを確認するために、すなわち、そのような変動要因を考慮して

も、放射性廃棄物処分の長期安全性に係る判断の「めやす」であって、国際

的に共通になりつつある線量を超えないことに十分な合理性があることを

確認するために用いる。 

稀頻度事象シナリオ；発生の可能性が著しく低い自然事象であり、想定され

る事象に対して、処分システムの設計が放射線防護上の観点からその影響を

適切に緩和しうるものであるか否かを確認するために、すなわち、発生の可

能性が低いと考えられるシナリオを想定してもなお残る不確かさの存在を

勘案し、それを考慮しても、放射線防護上の特別な措置が必要となるもので

はないことを確認するために用いる。 

人為事象シナリオ；放射性廃棄物処分場の存在を認識できず偶発的に発生す

る人間活動による埋設施設及び埋設施設近傍の天然バリアの擾乱を想定し

たものであり、稀頻度事象シナリオと同様に、想定される事象に対して、処

分システムの設計が放射線防護上の観点からその影響を適切に緩和しうる

ものであるか否かを確認するために、すなわち、人為事象を低減化させるた

めの処分システムの設計や記録保存等の取組に対し、なお残る不確かさの存

在を勘案し、それを考慮しても、放射線防護上の特別な措置が必要となるも

のではないことを確認するために用いる。 

4) 本報告は、以上を念頭に原子力施設から発生する低レベル放射性固体廃棄物

の余裕深度処分を対象とし、管理期間終了以後における安全評価の考え方に

ついて述べたものである。 
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2. 地質環境に係る長期変動事象の状態設定 

 

評価対象地点の地質環境は、天然バリアとして、埋設する放射性廃棄物と人

間の生活圏とを物理的に離隔し、廃棄体（以下、容器に封入し、又は容器に

固形化した放射性廃棄物を「廃棄体」という。）に含まれている放射性物質

が漏出した場合には 終的な人間への影響が有意なものとならないように

人工バリアとともにその移行を抑制するといった、処分システムの防護機能

を提供する。このような天然バリアとしての機能は、長期間のうちに変動す

る地質環境に係る様々な事象（以下、これらを「長期変動事象」という。）

に応じて変化するため、安全評価上これらの事象の状態について設定するこ

とが必要である。 

 

2.1 設定に当たっての基本的考え方 

1) 地質環境に係る長期変動事象を、プレート運動に起因する事象と気候変動に

起因する事象に大別して考慮し、それぞれに関し、基本シナリオ及び変動シ

ナリオに相当する状態を適切に設定する。プレート運動に起因する事象とし

て、火山・火成活動、地震・断層活動、隆起・沈降運動、気候変動に起因す

る事象として、海水準変動、気温・降水量変化、涵養量変化、プレート運動

と気候変動の両者に起因する事象として、地形変化、地下水流動、表流水流

動がある。シナリオの状態設定においてこれら以外にも考慮すべき事象があ

る場合には、それらも適切に設定する。 

2) 基本シナリオにおける状態設定（以下、「基本設定」という。）は、長期変動

事象に関する過去の変動傾向とその要因を踏まえ、できるだけ確からしいも

のとする。変動シナリオにおける状態設定（以下、「変動設定」という。）で

は、長期変動事象に関する過去の変動傾向とその要因に関する不確かさを考

慮する。 

3) 具体的には、プレート運動や気候変動は、それらの過去の変動傾向とその要

因が今後も継続すると見なし、それらを外挿して設定することを基本とする。

長期においては、設定に伴う不確かさが増大すると考えられるが、そのよう

な不確かさは、変動シナリオで考慮することを基本とする。ただし、将来に

わたって現在のテクトニクスの変動傾向が変化しつつあるという知見が得

られている地域では、基本シナリオにおいても変動傾向の変化を考慮して状

態を設定する。 

4) なお、火山・火成活動、地震・断層活動による埋設施設の力学的な破壊、火

山・火成活動による極端な熱的・化学的な劣化が想定される地点には埋設施

設を設置しないように、基本的立地条件として求める。地域によっては、長
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期にわたってそのような事象の発生可能性を排除することが困難であるこ

とが考えられる。そのような地域では、稀頻度事象シナリオを設定し、その

埋設施設への影響を評価し把握することを、別途、求める。 

 

2.2 プレート運動に起因する事象の設定 

1) 基本設定 

将来のプレート運動は過去から現在までの変動傾向が今後も継続するもの

として、プレート運動に起因する火山・火成活動、地震・断層活動、隆起・

沈降運動に関する将来の状態を設定する。ただし、将来にわたって現在のテ

クトニクスの変動傾向が変化しつつあるという知見が得られている地域で

は、基本シナリオにおいても変動傾向を考慮して将来の状態を設定する。 

2) 変動設定 

将来のプレート運動は、過去から現在までの変動傾向が今後も継続するもの

とするが、プレート運動に起因する火山・火成活動、地震・断層活動、隆起・

沈降運動に関する不確かさについて、評価対象地点において観察されている

変動傾向を考慮して将来の状態を設定する。 

 

2.2.1 火山・火成活動 

1) 基本的立地条件 

評価対象地点周辺の第四紀火山の活動履歴等に基づき、火山フロントの位置

や個別火山体の活動範囲等を考慮して、将来の火山・火成活動による埋設施

設の力学的な破壊や極端な熱的・化学的な劣化の影響が想定される地点には、

埋設施設を設置しない。 

2) 基本設定 

極端な熱的・化学的な劣化は想定されないものの、評価対象地点周辺の第四

紀火山における溶岩、火砕流、火山泥流等による地表からの影響が想定され

る場合には、それらの分布範囲に関する記録等に基づいて設定する。 

3) 変動設定 

極端な熱的・化学的な劣化は想定されないものの、評価対象地点周辺の第四

紀火山における溶岩、火砕流、火山泥流等による地表からの影響が想定され

る場合には、それらの分布範囲に関する記録等に基づき、火口位置の移動や

活動規模の変動傾向を考慮して設定する。 

 

2.2.2 地震・断層活動 

1) 基本的立地条件 

評価対象地点周辺の活断層(活褶曲、活撓曲を含む)の分布に基づき、活断層
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の分岐・派生及び長さ方向への伸展と活断層から評価対象地点までの距離等

を考慮して、将来の地震・断層活動による埋設施設の力学的な破壊の影響が

想定される地点には、埋設施設を設置しない。 

ここで、活断層とは、後期更新世以降の活動が否定できない断層を意味する

ものとするが、将来にわたって現在のテクトニクスの変動傾向が変化しつつ

あるという知見が得られている地域では、必要に応じてその変動傾向を適切

に斟酌する。 

2) 基本設定 

① 将来の地震・断層活動による地下水流動への影響は、評価対象地点周辺

において観察される活断層の変位・変形構造の影響範囲に基づいて設定

する。設定に当たっては、活断層から評価対象地点までの距離とその変

位・変形構造の影響範囲との関係に留意する。 

② 将来の地震動は、評価対象地点周辺の活断層の規模・活動履歴、プレー

ト運動に関連する地震等の地震発生様式ごとに求められる地震動の規模

及び評価対象期間における地震動の繰り返しの程度を考慮して設定する。 

3) 変動設定 

① 将来の地震・断層活動による地下水流動への影響は、評価対象地点周辺

において観察される活断層の変位・変形構造の影響範囲の時間的・空間

的な変動幅等を考慮して設定する。設定に当たっては、活断層から評価

対象地点までの距離とその変位・変形構造の影響範囲との関係に留意す

る。 

② 将来の地震動は、評価対象地点周辺の活断層の規模・活動履歴、プレー

ト運動に関連する地震等の地震発生様式ごとに求められる地震動の規模

及び評価対象期間における地震動の繰り返しの程度のそれぞれに付随す

る不確かさを考慮して設定する。 

 

2.2.3 隆起・沈降運動 

1) 基本設定 

将来の隆起・沈降速度は、過去から現在までの隆起・沈降速度に基づいて設

定する。設定に当たっては、評価対象地点周辺の過去の隆起・沈降速度の変

動の範囲内で設定する。 

2) 変動設定 

将来の隆起・沈降速度は、過去から現在までの隆起・沈降速度に基づき、そ

の時間的・空間的な変動幅等を考慮して設定する。設定に当たっては、評価

対象地点周辺における過去の隆起・沈降速度の変動範囲を考慮しつつ、安全

評価上の保守性を適切に勘案する。 
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2.3 気候変動に起因する事象の設定 

1) 基本設定 

将来の気候変動は、過去から現在までの気候変動が今後も継続するものとし

て、気候変動に起因する海水準変動、気温・降水量変化、涵養量変化に関す

る将来の状態を設定する。設定に当たっては、過去から現在までの気候変動

の周期性や温暖化等を含めた気候システムに関する知見を勘案しつつ、過去

の変動の範囲内において変動速度や極値の発生時期を想定する。 

2) 変動設定 

将来の気候変動は、過去から現在までの気候変動が今後も継続するものとす

るが、気候変動に起因する海水準変動、気温・降水量変化、涵養量変化に関

する不確かさを考慮して将来の状態を設定する。設定に当たっては、過去か

ら現在までの気候変動の周期性や温暖化等を含めた気候システムに関する

知見を勘案しつつ、過去の変動の範囲内において変動速度や極値の発生時期

に関する変動幅を考慮する等、安全評価上の保守性を適切に勘案する。 

 

2.3.1 海水準変動 

1) 基本設定 

将来の海水準変動は、過去から現在までの海水準変動に基づいて設定する。

設定に当たっては、過去の海水準変動に関する周期性や海水準、温暖化等を

含めた気候システムに関する知見等を踏まえ、適切に設定する。 

2) 変動設定 

将来の海水準変動は、過去から現在までの海水準変動に基づき、海水準変動

の周期性における変動幅等を考慮して設定する。設定に当たっては、過去か

ら現在までの海水準変動の範囲や温暖化等を含めた気候システムに関する

知見を勘案しつつ、海水準変動の周期性や海水準に関する不確かさを考慮す

る等、安全評価上の保守性を適切に勘案する。 

 

2.3.2 気温・降水量 

1) 基本設定 

① 将来の気温は、花粉化石データ等から求められる過去の気温の評価に基

づいて設定する。設定に当たっては、将来の気候変動を考慮し、過去の

気温の変動や温暖化等を含めた気候システムに関する知見の範囲内で行

う。 

② 将来の降水量は、気温と降水量との関係等から求められる過去の降水量

の評価に基づいて設定する。設定に当たっては、将来の気候変動を考慮

し、基本設定における気温に対応する降水量を想定する等の方法に基づ
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くものとする。 

2) 変動設定 

① 将来の気温は、花粉化石データ等から求められる過去の気温の評価に基

づき、予測手法の精度等を勘案して設定する。設定に当たっては、過去

の気温の 低値や温暖化等を含めた気候システムに関する知見を考慮し

た 高値等、安全評価上の保守性を適切に勘案する。 

② 将来の降水量は、気温と降水量との関係等から求められる過去の降水量

の評価に基づいて設定する。設定に当たっては、将来の気候変動を考慮

し、変動設定における気温に対応する降水量を想定する等の方法に基づ

くものとする。 

 

2.3.3 涵養量 

1) 基本設定 

将来の涵養量は、現在の気温・降水量の変化と基底流出量・地下水面から評

価される涵養量の関係に基づいて設定する。設定に当たっては、将来の気候

変動を考慮し、基本設定における気温・降水量に対応する涵養量を想定する

等の方法に基づくものとする。 

2) 変動設定 

将来の涵養量は、現在の気温・降水量の変化と基底流出量・地下水面から評

価される涵養量の関係に基づいて設定する。設定に当たっては、将来の気候

変動を考慮し、変動設定における気温・降水量に対応する涵養量を想定する

等の方法に基づくものとする。 

 

2.4 プレート運動と気候変動の両者に起因する事象の設定 

 

2.4.1 地形変化 

1) 基本設定 

将来の地形は、評価対象地点における隆起・沈降運動、海水準変動及び侵食・

堆積作用に関する過去の履歴に基づいて設定する。設定に当たっては、隆

起・沈降運動、海水準変動に関する基本設定を考慮する。 

2) 変動設定 

将来の地形は、評価対象地点における隆起・沈降運動、海水準変動及び侵食・

堆積作用に関する過去の履歴に基づいて設定する。設定に当たっては、隆

起・沈降運動、海水準変動に関する変動設定に基づくとともに、放射性物質

の流出先の侵食や埋設施設が地表付近に近接した状態における侵食に係る

不確かさを考慮する。 
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2.4.2 地下水流動 

1) 基本設定 

将来の地下水流動は、海水準変動、涵養量、及び地形変化に関する基本設定

に基づく地下水流動解析の結果から設定する。 

2) 変動設定 

将来の地下水流動は、海水準変動、涵養量、及び地形変化に関する変動設定

に基づく地下水流動解析の結果から設定する。 

 

2.4.3 表流水流動 

1) 基本設定 

将来の表流水流動は、海水準変動、気温・降水量、及び地形変化等に関する

基本設定に基づいて設定する。 

2) 変動設定 

将来の表流水流動は、海水準変動、気温・降水量、及び地形変化等に関する

変動設定のほかに、希釈水流量に直接的に影響する流出域の状況設定に係る

不確かさを考慮する。 
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3. 将来における人間の生活圏の状態設定 

 

放射性廃棄物の処分に対する安全評価では、被ばく経路を想定し、それらの

経路を勘案したシナリオにしたがって評価した結果が、現在から将来にわた

って、それぞれのシナリオに対応した「めやす」を下回ることを確認する必

要がある。生活圏を構成する基本的な要素は、人間の生活様式とそれを取り

巻く自然環境であり、シナリオを考える上では、安全評価の目的等の評価条

件を勘案して、これら二つの要素について状態設定を行う必要がある。 

 

3.1 設定に当たっての基本的考え方 

1) 状態設定の前提となる評価条件 

状態設定の前提となる条件としては、国際機関や諸外国における放射性廃棄

物処分の安全規制等を勘案した検討に基づき、下記のように設定する。 

① 評価目的 

処分概念の成立性を示すため、埋設施設に起因する放射性物質が生活圏

に移行することによって生じると考えられる放射線学的な影響が将来世

代に対しても現世代以上の過度な負荷を与えるものでないことを判断す

ることを目的とする。 

② 評価指標 

埋設施設の安全性を評価するという観点から、評価対象地点周辺の生活

圏で 大の被ばくを受けると合理的に想定される個人に対する年間の実

効線量を基本とする。 

③ 評価対象期間 

大の線量が出現するまでの期間を評価対象期間とすることを基本とす

る。 

2) 状態設定の考え方 

① 生活圏を構成する人間の生活様式の状態設定 

将来の人間の生活様式に関する状態を被ばく経路に応じて設定しなけれ

ばならない。しかしながら、将来の人間の生活様式を予測することは本

来的に困難であるため、埋設処分の安全評価の目的が現世代との相対的

衡量にあることに着目し、生活圏の構成要素のうち将来の人間の生活様

式については、現世代に対する安全評価において設定されている現世代

のそれを前提にすることがもっとも適切とされている。具体的には、現

世代の人間の生活様式を前提に被ばく経路を想定し、それぞれの被ばく

経路ごとに人間への影響の程度を同じく現世代の人間の生活様式を前提

に評価することになり、そのような評価方式を様式化(Stylization)とい
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う。 

様式化に当たっては、安全評価を目的としていることから、現世代の人

間の生活様式に関する情報に基づいて科学的に合理的かつ適切に保守的

な設定、また、科学的合理性に関する知見が得られていない場合等には

明らかに保守的となるような設定とする必要がある。この安全評価上の

考え方に基づき、生活圏における将来の人間の生活様式については、評

価対象地点周辺における現在の関連する情報のほか、我が国で現在認め

られる一般的な生活様式を考慮して様式化することを基本とする。 

② 生活圏を構成する自然事象の状態設定 

将来の生活圏の状態変化をもたらす可能性のある自然事象として、氷期

－間氷期サイクルによる気候変化、隆起・侵食、海水準変動による地形

変化等が挙げられ、これらは生活様式自体、あるいは生活圏への放射性

物質の流出地点やそこでの水量を設定する上で重要な構成要素である。

これら人間の生活様式に係る構成要素以外の気候等の自然事象に係る構

成要素については、地質環境に係る長期変動事象の設定に応じてその変

化を適切に考慮することを基本とする。 

 

3.2 生活圏の主要な構成要素とモデル化 

生活圏の主要な構成要素になると考えられる以下の項目について、状態設定

に係る検討を行う。 

・ 気候と大気条件 

・ 地域的拡がり（埋設した放射性物質により直接的な汚染が起こると考

えられる領域） 

・ 評価対象となる生活圏の地理的位置（沿岸域、内陸域等） 

・ 地形 

・ 地表付近の岩相層序 

・ 水系 

・ 生息動植物及び食用となる農産物・魚介類等 

・ 人間の生活様式（食生活、社会環境等） 

これら生活圏を設定する上で重要な構成要素は、評価対象地点の現在の自然

環境や評価対象期間における変化、現在の生活様式を考慮して、特質

（feature）、事象（event）、プロセス（process）の分析（以下、「FEP の分

析」という。）等により、できるだけ網羅的かつ体系的に検討を行い、明確

に記述すると共に、この記述に基づき、被ばく経路を設定する。 

 

3.3 自然過程と人為過程による被ばく経路の様式化 
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被ばく経路には、基本的に、その起因事象が自然事象である「自然過程によ

る被ばく経路」と、起因事象が人為事象である「人為過程による被ばく経路」

の 2種類が考えられる。 

 

3.3.1 自然過程による被ばく経路の様式化 

1) 被ばく経路の様式化の考え方 

① 生活圏への放射性物質の移行経路ごとに被ばく経路を設定し、 大の被

ばくを受けると合理的に想定される個人を設定する。 

② 特定の個人は複数の移行経路から被ばくすることも想定されるが、 大

の被ばくを受けると合理的に想定される個人を設定する際には、それぞ

れの移行経路において、年間を通して被ばくする可能性がある個人を代

表として設定するものとする。 

③ 生活圏の状態の時間的・空間的な変化を考慮して、移行経路を設定する。 

④ それぞれの移行経路ごとに、生活圏における重要な構成要素を特定する

ために FEP の分析等を行い、合理的な範囲での保守性を考慮した被ばく

経路を設定する。 

⑤ 被ばく経路を設定する上で必要となる将来の人間の生活様式は、現在と

環境条件等が同じ、もしくは類似していると想定される場合は同一の状

態を想定してもよい。 

⑥ 各被ばく経路の具体的な内容については、その被ばく経路に様々な人間

の生活様式が係る場合には保守性に配慮して、それらの重ね合わせを想

定する。ただし、生活様式として同時に存在することの合理性がないも

のについては、こうした重ね合わせを考える必要はない。 

2) 様式化の例 

① 生活圏での被ばく経路として次のようなものが挙げられる。 

・ 河川等（湖沼、沢、海等を含む）。 

・ 土地（汚染した河川の周辺、河川の土砂が堆積する土地、湖沼が枯渇

した跡地、隆起・侵食、海水準変動に伴い埋設施設が地表付近に近接

した状態の土地等を含む）。 

なお、放射性ガスによる被ばく経路は、上記のいずれかの被ばく経路に

含まれる。 

② 一般的に想定される被ばく経路の設定に当たっての留意事項を示す。 

a) 河川等の水の利用による被ばく経路 

・ 具体的な被ばく経路としては、飲用、水産物摂取、汚染した河川水等

を利用する農耕作業と農産物摂取、あるいは畜産作業と畜産物摂取等

が想定される。 
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・ 水量や対象領域と河川産物収穫量や農産物収穫量等との相関を考慮

して適切な条件設定を行う。例えば、水量の少ない沢水利用において

は、水産物摂取を必ずしも想定する必要はなく、評価対象地点周辺に

おける現在の人間の生活様式に基づき設定する。 

・ 汽水湖等の水は飲用水、灌漑水等としての利用には適さないものと考

えられ、このような場合はこれらの経路を想定する必要はない。 

・ 評価対象地点周辺における現在の河川水と地下水の利用状況、及び河

川水と地下水の水質や水量から、一般的に合理的と考えられる範囲で

地下水の取水と利用が想定される場合は、このような地下水の利用に

よる被ばく経路を想定する。 

・ 地下水の利用による被ばく経路の評価においては、放射性ガスとして

放出され、地下水に溶解する放射性物質の影響も考慮する。 

b) 土地利用による被ばく経路 

将来の土地利用に関連しては、以下の 2つの異なる種類の被ばく経路

が想定されるが、住宅等の一般的な建物の建設作業者と、建物の居住

者は異なると想定されるため、個別に評価することが適当と考えられ

る。 

b-1) 土地利用による被ばく経路（居住） 

・ 具体的な被ばく経路としては、居住、農耕作業と農産物摂取、あ

るいは畜産作業と畜産物摂取等が想定される。 

・ 評価対象地点周辺における現在の河川水と地下水の利用状況、及

び河川水と地下水の水質や水量から、一般的に合理的と考えられ

る範囲で地下水の取水と利用が想定される場合は、居住地での地

下水の飲用水としての利用を具体的被ばく経路として想定する。 

・ 居住に係る土地利用においては、特に放射性ガスによる被ばくも

想定されるため、具体的な被ばく経路の一つとして考慮する。 

b-2) 土地利用による被ばく経路（建設） 

・ 具体的な被ばく経路としては、建設作業による被ばくを評価する。 

・ 一般的な建物の建設に係る掘削作業については、評価対象地点周

辺における掘削深さ等の関連する情報のほか、我が国で現在一般

的に認められる作業方法を考慮して設定する。 

・ 建設に係る土地利用においても、放射性ガスによる被ばくが想定

されるため、具体的な被ばく経路の一つとして考慮する。 

 

3.3.2 人為過程による被ばく経路の様式化 

1) 人為過程による被ばく経路としては、埋設地の存在を認識できず偶発的に生
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じた行為の結果、地下水あるいは掘削され地上に運搬された掘削土（ズリ）

等を介して周辺住民が被ばくする場合と偶発的に地下にある放射性物質に

汚染された物質に接近した当事者等（以下、「特定の接近者個人」という。）

が被ばくする場合が想定される。 

2) 地下水や掘削土等を介した周辺住民の被ばくについては、自然過程と同じ考

え方に基づき、被ばく経路を選定し評価することを基本とする。 

3) 特定の接近者個人については、想定される接近形態に応じた人為過程による

被ばく経路を別に設定することとする。 

以上の詳細については、人為事象シナリオの設定で個別に述べる。 

 

3.4 生活圏の評価に必要なデータ 

生活圏の評価に必要なデータのうち、水の利用に関するデータ（灌漑水量等）

及び食物の生産や消費に関するデータ（摂取量等）は、評価対象地点及びそ

の周辺もしくは我が国における固有の値をとると想定するのがもっとも妥

当と考えられることから、可能な限り評価対象地点及びその周辺の関連する

情報や国内の統計データ等に基づき設定する。また、その他の評価に必要な

データ（線量換算係数等）については、国際機関、諸外国及び国内の評価で

用いられているデータセット等を参考に 新の知見を反映したデータを使

用する。 
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4. 埋設施設の状態設定 

 

4.1 埋設施設の基本構成 

1) 余裕深度処分を目的とする埋設施設は、廃棄体の受入施設、放射線管理施設

等の地上施設と、廃棄体を埋設する処分空洞、その周辺に廃棄体や建設資・

機材の搬送等のために設置される周辺坑道、地上と周辺坑道を接続するアク

セス坑道等の地下施設とによって構成されることを基本とする（図 1:巻末参

照）。 

なお、本報告書は、主に管理期間終了以後の安全評価に関する考え方につい

て論じていることから、以下、「埋設施設」という場合には、基本的に地下

施設のことを指すものとする。 

2) 廃棄体を埋設する処分空洞は、支保・覆工により内部の空間の力学的な安定

性を確保する。廃棄体は処分空洞内に施工されるコンクリートピットの内部

に収納され、コンクリートピットの外部の空間は、セメント系の材料とベン

トナイト系の材料によって構成されることを基本とする（図 2、図 3:巻末参

照）。 

3) 埋設施設は、廃棄体に内蔵される放射性物質が、処分空洞の外部にできるだ

け漏出しないように設計される必要があり、この機能を有した部位を総称し

て、人工バリアとよぶ。安全評価上は、人工バリアの構成部位が有する防護

機能に着目する。なお、廃棄体にも放射性物質の閉じ込めや移行を抑制する

ことが期待できる場合が考えられ、このような場合には、安全評価上は人工

バリアの一部として扱うこととする。 

4) 周辺坑道、アクセス坑道は、それぞれ、その目的を終了した段階で埋め戻し

材及びプラグによって適切に閉塞されることを基本とする。 

5) なお、埋設施設の基本構成は、評価対象地点及びその周辺の天然バリアが有

する防護機能、埋設する廃棄体の特性及び放射能インベントリ等を勘案して、

同等の安全を確保することができる場合には、本報告書で想定する構成以外

の施設による事業申請も可能である。 

 

4.2 設定に当たっての基本的考え方 

1) 状態設定の目的 

安全評価の実施に際しては、埋設施設の物理的・化学的状態の長期的変化を

十分に把握し、その変化を安全評価の結果に適切に反映させる必要がある。 

2) 状態設定の手順 

埋設施設は周囲の地質環境の影響を受けることから、地質環境に係る長期変

動事象に対応してその状態設定を適切に行う必要がある。特に、埋設施設近
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傍の環境条件の設定及び同条件下で埋設施設に生ずる物理的・化学的現象の

評価が重要である。例えば、人工バリアの材料の一部には金属を含むものが

あり、その腐食の影響が評価されていなければならない。このような物理

的・化学的現象及びそれらの結果としての状態変化には、相互に関連する多

くの要因が関係しており、それらの要因を FEP の分析等によってできるだけ

網羅的かつ体系的に抽出・整理することが求められる。 

3) 状態設定に当たっての評価・解析の信頼性 

状態設定に当たっては、FEP の分析等によって抽出・整理された要因に関す

る評価・解析の結果について科学的妥当性を示さなければならない。その際、

シミュレーション等の数値解析手法が用いられることが多いが、それらの手

法及び入力されるデータに関する信頼性が適切に示されなければならない。 

4) 状態設定に伴う不確かさ 

状態設定には、不確かさを伴う。このため、状態設定が安全評価の結果へ及

ぼす影響が小さいこと、すなわち安全評価の結果の頑健性を確保するという

観点から、安全評価上求められる人工バリアの単一の防護機能に過度の性能

を期待しない等の要件も勘案しつつ、不確かさの程度を踏まえた適切な状態

設定が求められる。また、状態設定における不確かさの原因となる要因を極

力排除するとともに、人工バリアの劣化をできるだけ抑制するような材料を

選定する等の頑健性の高い埋設施設構造とすることが考慮されるべきであ

る。 

 

4.3 人工バリアの機能と特性 

1) 人工バリアの機能 

廃棄体中の放射性物質が生活圏に移行する経路としてもっとも留意すべき

は、地下水を介する経路であり、人工バリアの主たる機能は、その経路によ

る移行をできるだけ長期にわたって抑制することである。 

なお、人工バリアには、人為事象として想定される掘削行為に対する物理的

抵抗性や埋設施設の存在を認知可能とする、いわば標識機能を期待しうるこ

とに留意する必要がある。 

2) 人工バリアの特性 

地下水を介する経路による放射性物質の移行を抑制するために人工バリア

に求められる特性には、基本的に、人工バリア内部への地下水の浸透と移流

による放射性物質の移行を抑える特性、すなわち低透水性、放射性物質が地

下水を介して拡散することを抑える特性、すなわち低拡散性、放射性物質を

人工バリア内での収着によって人工バリア外への移行を抑える特性、すなわ

ち収着性、さらには、廃棄体からの放射性物質の溶出を抑える特性、すなわ
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ち低溶出性、の４つの特性があり、安全評価においては、これらの特性を適

切に評価することが求められる。なお、上記以外に、廃棄体の処分容器に放

射性物質の閉じ込めや移行抑制が期待できる場合には、これを適切に評価す

る。 

 

4.3.1 人工バリアの特性評価 

1) 低透水性 

低透水性は、主に、ベントナイト系の材料を用いた部位に期待される特性で

あり、当該部位の透水係数で表現される。透水係数の設定に当たっては、当

該部位の乾燥密度、使用する材料のモンモリロナイト含有率、モンモリロナ

イト層間のイオン組成、間隙水の水質等に依存することを考慮する。 

2) 低拡散性 

低拡散性は、主に、セメント系の材料を用いた部位に期待される特性であり、

当該部位の拡散係数で表現される。拡散係数の設定に当たっては、当該部位

の空隙構造等に依存すること、特に、ひび割れ等の非均質性に依存すること

を考慮する。 

3) 収着性 

収着性は、主に、セメント系の材料を用いた部位に期待される特性であり、

当該部位の放射性物質の分配係数と収着部材の量によって表現される。分配

係数の設定に当たっては、使用する材料と間隙水に対する放射性物質の固液

の分配平衡から決められ、材料の鉱物組成や間隙水の水質に主として依存す

る。対象となる放射性物質に応じて、これらを適切に考慮する。 

4) 低溶出性 

廃棄体からの放射性物質の溶出は、主として放射化金属等の廃棄物の腐食速

度に依存すると考えられ、腐食速度を支配する特性を適切に考慮することが

必要である。主な特性は、廃棄物の材質、間隙水の水質、比表面積等である。 

5) その他の特性 

その他、埋設施設を構成する部位の力学特性の評価、及びその特性を踏まえ

た廃棄体や支保・覆工等も含めた埋設施設全体に関する物理的挙動の評価に

より、埋設施設の全体的形状の維持について適切に検討することが求められ

る。 

なお、これらの特性は、人為事象として想定される掘削時の物理的抵抗性や

掘削時の埋設施設の認知性に係る標識機能にも関連しており、安全評価上の

人為事象シナリオの設定を行う場合には、埋設施設全体の挙動評価に基づく

状態設定とそれぞれのシナリオとの関係に留意する。 
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4.4 状態設定に当たっての検討項目 

 

4.4.1 埋設施設近傍の環境条件の設定 

1) 熱 

埋設施設の温度は、状態変化において化学反応速度等に影響を及ぼす。埋設

施設の温度を決定する上で境界条件となる埋設施設近傍の地温の設定に当

たっては、地表気温、地温勾配、埋設施設の深度、廃棄体からの発熱等を踏

まえつつ、時間の経過とともに想定されるそれぞれの変化を考慮して適切に

設定する。 

2) 水理 

埋設施設近傍の水理、すなわち地下水の流速・流向等の地下水流況は、人工

バリアからの放射性物質の流出条件の設定、ベントナイト系の材料の侵食現

象の評価等に影響し、埋設施設周辺の水理地質構造、並びに地形変化、海水

準変動、涵養量、降水量等に基づく広域的な水理特性を踏まえて設定する。 

3) 力学 

埋設施設は、時間の経過とともに力学的な健全性が徐々に失われ、内部で発

生する応力や地圧等により、当初の形状等を維持できなくなる可能性がある。

このような力学的な変化について、埋設施設に作用する地圧、地震動等を考

慮して適切に評価する。 

4) 化学 

埋設施設近傍の地下水の化学環境は、埋設施設を構成する部位の長期的な変

質や放射性物質の移行挙動に影響を及ぼすと考えられる。このため、地下水

の水質、特に pH や酸化還元電位及び埋設施設の構成材料の化学的変質に寄

与する成分の有無と量について適切に設定する必要がある。その際、廃棄体

や埋設施設自体の変化と共に、それによって地下水の化学的特性に及ぼす影

響についても考慮する必要がある。 

 

以上に述べた環境条件の設定に当たっては、埋設施設の建設・操業による影

響や埋設施設の閉鎖後の地質環境の長期変動事象の影響を考慮した時間的

変化に留意する必要がある。例えば、埋設施設近傍の地下水の水質は、建設・

操業期間における溶存酸素量の増加等による化学的特性の変化とともに、雨

水、海水等の地表水の水質や周囲の岩石との相互作用の影響を受けることか

ら、水理条件の長期的な変化等とも関連している。また、沿岸域に埋設施設

を設置する場合には、海進・海退に伴う塩淡境界の移動等広域的な地下水流

動系の変化とそれに伴う埋設施設近傍の水理条件や水質の変化も考慮する

必要がある。 
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4.4.2 状態変化をもたらす物理的・化学的現象 

埋設施設の長期的な状態変化を設定するに当たって考慮すべき物理的・化学

的現象の抽出・整理は、FEP の分析等とともに、熱－水理－力学－化学にわ

たった複合的プロセスの評価・解析により、できるだけ網羅的かつ体系的に

行い、人工バリアの構成部位、例えばベントナイト系の部位、セメント系の

部位、金属等といった人工バリアの構成部位別に、相互の関連性を踏まえつ

つ適切に行う必要がある。 

 

4.5 状態設定の方法 

 

4.5.1 状態変化をとらえるための時間段階 

人工バリアの機能及び特性を評価するための埋設施設の状態の時間変化に

ついては、まず、建設や操業等の、通常、数十年間程度と考えられる閉鎖前

段階と埋設施設の閉鎖後段階という大きく 2つの段階に分けるとともに、閉

鎖後段階については、さらに4つの期間に分けて考えることが合理的である。 

 

4.5.2 時間段階に応じた長期的な状態変化 

1) 閉鎖前段階 － 建設・操業期間 

埋設施設の長期的な状態設定に係る不確かさを低減するためには、人工バリ

アの損傷・劣化を抑制するように、閉鎖前段階で実施する設計・施工・操業・

閉鎖の各段階による対応が重要である。そのため、本期間において、埋設施

設の状態監視を行い将来の状態設定に必要な情報の信頼性の向上を図ると

ともに、設計・施工・操業・閉鎖の品質管理を適切に行うことが肝要である。

本期間終了時に、埋設施設の閉鎖に伴いアクセス坑道等の埋戻しが行われ、

多重バリアが放射性物質の長期的な移行抑制に適した状態へと移行する。 

2) 閉鎖後段階 － 過渡的な期間 

埋設施設の閉鎖に伴い地下水位が回復し、埋設施設内に地下水が浸入し飽和

状態に向かう等、埋設施設及び周辺の地質環境の状態変化が安定的な状態に

移行する過渡的な期間である。 

本期間においては、処分空洞閉鎖後の地圧、水圧、ベントナイトの膨潤圧等

の作用、過剰溶存酸素による処分容器、鉄筋等の金属の酸化腐食等により、

埋設施設の状態変化が比較的速い速度で不均一に進行することが予想され

る。埋設施設の設計・施工・操業に当たっては、これらの不均一な過渡的変

化を勘案しつつ、人工バリアの損傷・劣化の影響が抑制・緩和されるような

頑健性に配慮することが求められる。 

安全評価上の状態設定においても、これらの不均一な過渡的変化を勘案する
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必要があるが、それらを詳細にモデル化することは容易でないことが予想さ

れる。その場合には、閉鎖後短期間で飽和状態に至る等の、安全評価上の保

守性を優先したモデル化を行い、埋設施設から漏出する放射性物質を過大に

評価しても安全が確保されていることを示すという方法が考えられる。ここ

では、このモデル化が安全評価上の保守性を満足していることを示すことが

必要である。 

3) 閉鎖後段階 － 多重バリア機能に期待する期間 

長期的に安定な地質環境のもと、埋設施設の状態変化が緩慢に変遷していく

期間である。本期間においては、埋設施設は地下水により飽和し、埋設施設

近傍及び周辺の地質環境は長期的に安定的であり、埋設施設の状態は緩慢に

変化していくものと予想される。 

この期間中の埋設施設の状態は、同条件下で想定される科学技術的知見に基

づく外挿を基本とした手法により、推定できると考えられる。 

なお、そのような科学技術的知見の妥当性を示すデータは、実際の処分条件

に比べ短期間の加速的試験の結果等を根拠にしている場合が多い。それらの

データを安全評価に用いる際には、安全評価上の保守性を確保できるように

する必要がある。 

4) 閉鎖後段階 － 主に天然バリア機能に期待する期間 

本期間においては、埋設施設の強度低下による大きな変形等の物理的損傷に

よる非連続性の物理挙動の発生、あるいは気候変動、海水準変動、隆起・侵

食等の長期的な事象に関する状態設定の不確かさの増加に伴い埋設施設の

状態設定において排除・低減が難しい内的・外的要因による影響が顕在化す

る期間である。この期間では、特に、不確かさに対する保守性を考慮した状

態設定が求められる。例えば、埋設施設内部が酸化雰囲気に遷移して金属腐

食が加速することにより、放射性物質の溶出率と共に埋設施設の物理的損傷

速度が増大すること等を考慮する必要がある。 

安全評価上見込むことが可能な人工バリアの有する防護機能は、不確かさを

勘案した上で想定される劣化を考慮してもなお期待できる放射性物質に対

する収着性等、その構成材料の固有の特性に限定され、処分システム全体の

主たる防護機能としては、天然バリアが本来的に有する防護機能に期待する

ことになる。なお、天然バリアが有する防護機能に関しては、地質環境に係

る長期変動事象の状態変化を考慮して安全評価上の取扱いを設定すること

が重要である。 

5) 閉鎖後段階 － 埋設施設が地表付近に近接することが想定される期間 

隆起・侵食、海水準変動に伴い埋設施設が地表付近に近接することが想定さ

れる場合には、気温・降水量や地形変化等の主として地表付近の地質環境の
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状態設定に応じた埋設施設の状態設定を行う必要がある。この期間では、埋

設施設のみならず地表付近の地質環境の状態を精度良く設定することは難

しいことから、それらの不確かさを勘案しつつ、安全評価上の保守性を適切

に考慮した状態設定が求められる。 

 

4.6 状態設定と安全評価シナリオとの関係 

実際の埋設施設においては、様々な事象が複合的に関連し、それらが長期的

に複雑に変化する。したがって、それらをすべて精緻に把握して将来の状態

を科学的に明らかにすることは容易ではない。そのため、状態設定に当たっ

ては、科学的精緻化を図るだけでなく、安全評価上の保守性を確認しつつ、

物理的・化学的現象等の単純化を図り、考慮すべき因子数の削減や因子相互

間の相関性を取り除く等の対応が有効である。また、状態設定と基本シナリ

オ及び変動シナリオとの関係においては、下記の事項が重要である。 

1) 基本シナリオ 

現状の知見に照らして科学的に確からしいと予見される状態設定を基本設

定とし、これに基づいて基本シナリオの策定を行う。科学的に確からしいこ

とを示す知見が不十分な場合には、その知見の不十分さに応じて安全評価上

の保守性を適切に考慮する等して、状態設定を行う必要がある。 

2) 変動シナリオ 

基本設定に対して、その変動の原因となる事象と不確かさの幅やその影響範

囲を分析し、様々な不確かさの影響を包絡できるような代表的シナリオを策

定することが重要である。 

 

時間段階に応じた状態設定の考え方を、表 1に示す。以降では、このうち主

として閉鎖後段階における管理期間終了以後の安全評価シナリオの設定の

考え方を示す。 
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表 1  時間段階に応じた状態設定の考え方 

 

閉鎖前段階 閉鎖後段階 

期
間 建設・操業期間 過渡的な期間 

多重バリア機能に 

期待する期間 

主に天然バリア機能に

期待する期間 

埋設施設が地表付近

に近接することが想

定される期間 

定
義 

埋設施設の閉鎖が完

了するまでの期間 

埋設施設及び周辺の地

質環境の状態変化が安

定的な状態に移行する

期間 

長期的に安定な地質環

境のもと、埋設施設の

状態変化が緩慢に変遷

していく期間 

埋設施設の状態設定に

おいて、排除・低減が難

しい内的・外的要因によ

る影響が顕在化する期

間 

隆起・侵食、海水準

変動に伴い埋設施設

が地表付近に近接す

ることが想定される

期間 

 

状
態
設
定
の
考
え
方 

・ 現状の技術で合理

的に達成できる範

囲で人工バリアの

損傷・劣化を抑制す

るよう設計されて

いること 

・埋設施設の状態監視

を行い、将来の状態

設定に必要な情報

の信頼性の向上を

図るとともに、設

計・施工の品質管理

を適切に行うこと 

・ 不均一な過渡的変化

を勘案しつつ、人工バ

リアの損傷・劣化の影

響が抑制・緩和される

ように配慮すること 

・ 閉鎖後短期間で飽和

状態に至る等の、安全

評価上の保守性を優

先したモデルを使用

する際は、そのモデル

が確かに安全評価上

の保守性を満足して

いることを確認する

こと 

・ 科学技術的知見に基

づく外挿を基本とし

た手法の利用 

・ これらのよりどころ

とする科学技術的知

見の多くが評価期間

に比して非常に短期

間であることによっ

て生じると考えられ

る不確かさを考慮し

た状態設定を行うこ

と 

・ 想定される劣化や、こ

れを評価する際の不確

かさを考慮してもなお

期待できる機能につい

ては考慮 

・ バリア材に固有の物

性として期待できる特

性や、天然バリアが本

来的に有する機能に基

づくとともに、不確か

さに対する保守性を考

慮した状態を設定する

こと 

 

・ 地表付近の地質環

境の状態設定に応

じた状態を設定す

ること 

・ 埋設施設のみなら

ず地表付近の地質

環境の状態を精度

よく設定すること

は難しいことから、

それらの不確かさ

を勘案しつつ、安全

評価上の保守性を

適切に考慮した状

態設定を行うこと 
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5. 基本シナリオの設定 

 

5.1 基本シナリオに対する安全評価の考え方 

基本シナリオは、処分システムの基本設計及びその方針について、その影響

である線量が可能な限り低く抑えられるように配慮されているかどうかを

評価するために用いるシナリオ群であり、発生の可能性が高く、通常起きる

ものと考えざるをえないようなシナリオに基づき、確からしい状態設定のも

とで確からしいパラメータを用いた評価を行うものである。ここで確からし

いパラメータとは十分な統計的データが存在する場合には、例えばその確率

分布の中央値を意味し、確からしい設定が困難な場合には、その不確かさが

評価結果に及ぼす影響を勘案し、合理的で尤もらしく、それぞれのシナリオ

に対して適切な範囲で保守側になるように設定することを意味する。ただし、

これらの不確かさの影響は変動シナリオで詳細に評価されるので、基本シナ

リオにおいては過度に保守的に設定する必要はない。 

1) 放射性物質の移行経路とシナリオ分類 

廃棄体中の放射性物質が生活圏へ移行する経路には、地下水を介する経路、

埋設施設で発生した放射性ガスが移行する経路、あるいは非放射性のガスと

ともに放射性物質が移行する経路、埋設施設やその周辺の岩石あるいは地下

水の移行経路や生活圏への流出先の岩石・土壌に残存する放射性物質に直接

的・間接的に接触する経路の 3経路に大別され、本報告ではそれぞれ、地下

水シナリオ、ガス移行シナリオ、土地利用シナリオとよぶことにする。 

2) 地下水シナリオ 

地下水を介して放射性物質が生活圏へ移行し、その地下水を利用する経路で

あり、特に、埋設施設の多重バリア機能はこの地下水を介した放射性物質の

移行に対する防護機能として考えられている概念である（図 4：巻末参照）。 

地下水を介して生活圏に移行した放射性物質の影響は、その地下水を含む水

を人間が直接的・間接的に摂取することによる影響として評価される。具体

的には、河川水等の飲用、農耕・畜産利用及び河川等の水産物の摂取等が考

慮される。 

3) ガス移行シナリオ 

埋設施設で発生するガスには、廃棄体中の放射性物質に起因する放射性ガス

と放射線分解または金属の腐食で発生する水素ガス等がある。これらのガス

は一般的には地下水への溶解あるいは浮力により移行すると想定されるが、

地下水の流速が極めて遅く安定した流動場においては、廃棄体中の放射性物

質を生活圏まで運ぶ駆動力として、地下水の動水勾配の他に、埋設施設で発

生するガスの影響による圧力勾配の形成が考えられる。これらガスの蓄積に
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伴うガス圧力が地下水の流動状況に影響を及ぼすと見なされる場合には、地

下水シナリオとの関係を考慮し、ガス移行シナリオとして評価することを検

討する必要がある。ただし、ガスの発生量が極めて少なく、例えば、地下水

への溶解度限界を超えないことが明らかな場合には、ガス移行シナリオを設

定する必要はなく、地下水シナリオとして地下水に溶解した放射性ガスの影

響を評価することとする。 

4) 土地利用シナリオ 

隆起・侵食、海水準変動により地表付近に近接した埋設施設やその周辺の岩

石あるいは地下水の移行経路や生活圏への流出先となる岩石・土壌に残存す

る放射性物質に直接的・間接的に接触するシナリオである。土壌等に残存す

る放射性物質は基本的に地下水中の濃度との分配平衡関係を考慮して評価

する。このような土壌等に残存する放射性物質が有意な影響を及ぼす可能性

があるシナリオとして、地下水の流出先の土壌等の利用、地下水の流出先の

土壌等が削剥され、河川等によって下流域に運搬され再堆積した土壌等の利

用が考えられる。 

 

5.2 基本地下水シナリオの設定 

 

5.2.1 設定の考え方 

1) 多重バリアによる安全確保のための防護機能 

余裕深度処分の安全確保は、基本的に、人工バリア、天然バリアを組み合わ

せた多重バリアの防護機能に基づく。 

2) 地下水シナリオを評価する上で考慮すべき因子と科学的蓋然性 

多重バリアは、主として地下水による放射性物質の生活圏への移行を抑制す

ることを目的として設計され、その防護機能は、基本的に、放射能インベン

トリ、人工バリアの防護機能、天然バリアの防護機能、生活圏での人間への

直接的・間接的な放射線学的影響を表す線量換算係数の 4因子によって評価

される。  

基本シナリオの設定に際しては、前述した地質環境に係る長期変動事象、将

来における人間の生活圏、及び埋設施設の状態設定の考え方を反映するとと

もに、人工バリア及び天然バリアの防護機能に関する安全評価モデルの構築

及び使用する安全評価パラメータの設定に対しては、その科学的蓋然性につ

いて十分考慮したものである必要がある。また、生活圏での人間の直接的・

間接的な放射線学的影響を表す線量換算係数については、自然過程による被

ばく経路の様式化の考え方に基づく。 

3) 時間的経過による防護機能変化の考慮 
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基本地下水シナリオでは、通常考えられる人工バリアの劣化を考慮した事象

進展とともに、隆起・侵食、海水準変動の如何では埋設施設が地表付近に近

接することを想定した上、評価対象期間全体にわたる安全評価の結果が、処

分システムの基本設計及びその方針について、その影響である線量が可能な

限り低く抑えられるように配慮されているかどうかを確認することを目的

としている。 

基本地下水シナリオの評価は、時間段階に応じた長期的な状態設定の考え方

に基づき、過渡的な期間、多重バリア機能に期待する期間、主に天然バリア

機能に期待する期間、埋設施設が地表付近に近接することが想定される期間

の 4つの期間に分けて行うことを基本とする。 

 

5.2.2 過渡的な期間 

1) 評価目的 

この期間は、地下水の浸入に伴い初期から内部に存在するガスと置換し埋設

施設が飽和する等、人工バリアの状態変化が安定的な状態に向かう期間で、

かつ、建設・操業期間中に乱された天然バリアの水理状態等が安定した状態

に回復する期間として重要な期間である。この期間は、多重バリアがその本

来の目的を達成しうる状態に確実に至ることを確認することが重要である。 

2) 評価方法 

地下水位の回復及び埋設施設の飽和等により、埋設施設及び周辺の地質環境

の状態変化が安定的な状態となり、多重バリア機能がその本来の目的を達成

する状態に確実に至ることを示すこと。また、基本地下水シナリオの評価と

しては、その状況下で生活圏への影響が十分に低いことを確認する観点から、

閉鎖後直後から放射性物質の溶出がある等の保守的な仮定をおき、次項に示

す多重バリア機能に期待する期間の評価を開始するといった方法をとるこ

とも考えられる。 

 

5.2.3 多重バリア機能に期待する期間 

1) 評価目的 

利用可能な 善の技術が適用され、蓋然性の高い埋設施設近傍の環境条件の

もと人工バリアに基本的に期待できる防護機能と天然バリアが本来的に有

している防護機能によって、線量が可能な限り低く抑えられるように配慮さ

れているかどうかを確認する。 

2) 評価方法 

① 放射能インベントリ 

・ 評価結果は、放射性物質ごとの総放射能量、処分空洞の位置及び地下
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水の生活圏までの移行経路等に依存することから、処分空洞単位の放

射能インベントリを評価する等、適切に条件を設定する。 

② 人工バリア 

・ 低透水性、低拡散性、収着性、及び低溶出性のそれぞれについて、熱、

水理、力学、化学等の埋設施設近傍の環境条件や廃棄体の性状等に基

づき、放射性物質ごとに科学的蓋然性を考慮して適切に評価・設定す

る。ここで、廃棄体容器に閉じ込め機能が期待されている場合にはそ

の特性も念頭に置く。その際、それらの特性に関する状態変化をもた

らす物理的・化学的現象について、適切に考慮する。 

・ 人工バリアの物理的・化学的な状態の変化は、相互に関連しながら進

展する可能性が高い。例えば、セメント系の部位の溶脱に伴う埋設施

設内の水質の変化によりベントナイト系の部位の化学変質が促進さ

れること等、各部位が相互に影響しつつ埋設施設の状態が変化するこ

とが想定されるため、相互の影響を勘案した安全評価を行う。 

③ 天然バリア 

・ 地下水の移行距離等で定まる物理的離隔機能と地質環境（岩石と地下

水）の化学的特性等による化学的遅延機能に関し、地質、地形変化及

び気候変動等の状態変化と、これを念頭に置いた地下水流動及び放射

性物質の移行経路について、科学的蓋然性を考慮し、適切に評価する。 

・ 現在は氷期－間氷期サイクルのうち間氷期の温暖な時期にあたり、今

後、氷期に向けて寒冷化が進行し、それに伴い海水準が低下すること

が予想される。このような海水準変動等の長期変動事象を適切に考慮

する。 

・ これら地質、地形変化、及び気候変動等の状態設定のもと、埋設施設

周辺の地質の不均一性や地形の特性を勘案した適切な水理境界条件

を設定するとともにその変化を考慮した地下水流動解析を行うこと。

その際、解析結果と評価対象地点周辺の実際の地下水流動が整合的で

あることを示す情報が得られていることが重要である。少なくとも、

埋設施設から生活圏までの放射性物質の移行経路が合理的に設定で

きるだけの情報が得られていなければならない。 

・ 移行経路が侵食によって削剥されるような場合には、侵食された領域

に及ぼす放射性物質の取扱いに留意する。侵食領域に含まれる放射性

物質が河川等に流出する場合には、侵食された土砂に含まれる放射性

物質も一緒に河川等に流出すると設定することが安全評価上も妥当

である。 

・ 天然バリアの化学的遅延機能については、評価対象地点及びその周辺
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の地質環境に応じて適切な収着性を設定する。収着性の設定に当たっ

ては、移行経路中の岩石の不均質性を考慮するとともに、確からしい

設定が困難な場合には、不均一な収着性が放射性物質の移行に及ぼす

影響を勘案し、合理的で尤もらしく、適切な範囲で保守的に設定する。 

④ 生活圏 

・ 放射性物質の移行経路に応じて適切な地下水の流出先、及び生活圏に

おける人間の生活様式を設定する。流出先としては、基本的に、海洋、

河川、湖沼、沢等が考えられる。安全評価上は、流出先の水量の設定

が重要であり、評価対象地点及びその周辺の地表付近の地質環境の状

態設定に応じて適切に設定する。 

 

5.2.4 主に天然バリア機能に期待する期間 

1) 評価目的 

この期間では、当初の人工バリアに期待された低透水性等の性能が低下する

こと等によって地下水環境が変わり、金属の腐食が急激に進み放射性物質が

比較的短期間に漏出すること等が想定される。そのため、人工バリアの構成

材料の固有の特性と相まって、主に天然バリア機能によって、放射性物質の

移行抑制が行われ、線量が可能な限り低く抑えられるように配慮されている

かどうかを確認する。 

2) 評価方法 

① 放射能インベントリ 

・ この期間までの放射性崩壊による減衰とともに地下水を介して漏出

した放射性物質による減少を考慮した上、残存する放射性物質につい

て、適切に設定する。 

② 人工バリア 

・ 人工バリアの状態設定は物理的な形状変化等を伴っており不確かさ

が大きい。そのため、この不確かさを考慮した状態設定を行う。例え

ば、当初の物理的な形状によらない人工バリアの構成材料として期待

できる化学的特性すなわち収着性と、周辺の地圧と均衡するまで膨潤

して低密度化したベントナイトの透水特性について、適切に評価・設

定する。 

③ 天然バリア 

・ 現状の氷期－間氷期のサイクルを超え不確かさが増大する時期にお

いても天然バリアに期待しうる防護機能を設定する。この時期は、埋

設施設の当初の状態からは隆起・侵食が進んだ段階にあるが、海水準

変動を繰り返すため、海水準がどのレベルにあるかを特定することは
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難しい。そのような状況を前提に、適切に移行経路を設定した上、安

全評価を行う。 

④ 生活圏 

・ 現状の氷期－間氷期サイクルを超えた期間での地下水の生活圏への

流出先、特に、新たな沢が形成される位置や土砂が堆積する場所を特

定することは困難であると考えられる。そのため、現状の科学技術的

知見に基づき、生活圏を形成できる領域の広さ等を勘案して、できる

だけ確からしい設定を行うことを基本としつつ、確からしい設定が困

難な場合には、合理的で尤もらしく、適切な範囲で保守的に設定する。 

 

5.2.5 埋設施設が地表付近に近接することが想定される期間 

1) 評価目的 

評価対象地点の隆起・侵食、海水準変動の如何によっては、潜在的なリスク

が無視できるレベルに低下するまでの全期間にわたって、生活圏との離隔距

離を維持することが難しい場合も想定される。その場合には、隆起・侵食、

海水準変動によって埋設施設が地表付近まで近接した状態における地下水

シナリオの解析を行い、そのような状態においても線量が可能な限り低く抑

えられるように配慮されているかどうか確認する。 

2) 評価方法 

① 放射能インベントリ 

残存する放射能インベントリは、この期間までの放射性崩壊による減衰

と地下水を介して漏出した量を当初の放射能インベントリから差し引い

た量とする。それは、廃棄体に残存する放射性物質の量と人工バリアに

存在する放射性物質の量の和として表すことができる。 

② 埋設施設 

埋設施設が地表付近に近接することが想定される場合、人工バリアがそ

の形状等を維持し防護機能が有意に残存していることも想定されるが、

放射性廃棄物処分の安全評価という観点から、長期間の不確かさを考慮

すれば、その物理的な形状に依らず、放射性物質だけが残存するとして

評価することが、この期間に対しては適当と考えられる。 

③ 風化帯 

・ 廃棄体が埋設される深度の地質環境は、地下水の流速が遅く、さらに

腐食の進展が小さいと考えられる水質であると考えられる。一方、地

表近傍の風化帯は、地下水の流速が速く、酸化環境である等、放射性

物質の閉じ込め、移行抑制の観点からは埋設当初の深度の地質環境に

比べ劣る環境であるといえる。この期間では、評価対象地点の地質環
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境等の状態にもよるが、風化帯に埋設施設が入り、放射性物質が生活

圏へ移行すると仮定した評価を行うことが、安全評価上適切である。 

・ 風化帯を構成する岩石・土壌中の放射性物質の濃度は、埋設施設から

風化帯への放射性物質の移行割合、隆起・侵食、海水準変動により埋

設施設が地表面近傍の風化帯に入る速度等に依存すると考えられる

が、こうした知見に基づいた合理的な設定によって風化帯への放射性

物質の平均的な移行を想定した評価を実施する。 

④ 生活圏 

・ この期間の基本地下水シナリオでは、風化帯から直接河川等へ放射性

物質が移行すると想定し、生活圏における被ばく経路としては、河川

水等の利用を考慮することが適切である。 

 

5.3 基本ガス移行シナリオの設定 

 

5.3.1 設定の考え方 

埋設施設で発生するガスには、廃棄体中の放射性物質に起因する放射性ガス

に加え、放射線分解または金属の腐食によって発生する非放射性ガス等があ

る。これらは、廃棄体の性状に応じて基本シナリオの中でも評価する必要が

ある。 

放射性ガスの例としては、樹脂や金属等が多量に埋設された場合、炭素 14

等を有意に含むメタン等が考えられる。非放射性ガスの例としては、水の放

射線分解及び金属の腐食による水素ガスの発生等が考えられる。 

これらのガスの発生量及び発生速度等を評価し、埋設施設の設計、人工バリ

アの構成部位の透気特性（例えば、ベントナイトの透気特性）等を勘案した

上で、ガスが人工バリアの劣化または地下水の移行に及ぼす影響を評価する

必要がある。ただし、これらのガスが地下水に溶存して地下水とともに挙動

する場合には、ガス移行シナリオを設定する必要はなく、地下水シナリオの

評価において放射性ガス溶解の影響を考慮することが適当である。 

埋設施設内で発生するガスによる移行シナリオは、①放射性ガス等の放射性

物質を含むガス移行シナリオ、②水素ガス等のガス移行シナリオの 2通りに

分類され、前者はガスそのものの移行を考慮したガス移行シナリオとして、

後者は基本地下水シナリオにおいて想定する人工バリアの状態や地下水の

移行に対するガス移行の影響を評価することが適当である。 

ガスの発生挙動については、多重バリアの状態設定に応じて変化することか

ら、基本ガス移行シナリオの評価は、基本地下水シナリオと同様に、時間的

経過段階における状態設定の考え方に基づき、4 つの時期に分けて行うこと
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を基本とする。 

 

5.3.2 過渡的な期間 

1) 評価目的 

水の放射線分解による水素ガスの発生を抑制する対策が取られていること

を確認するとともに、廃棄体からの水素ガスの放出に伴うガス状の放射性物

質や揮発性の放射性物質の放出の影響が小さいことを確認する。 

2) 評価方法 

この過渡的な期間においては、廃棄体に閉じ込め性をもたせる場合ともたせ

ない場合の双方が想定されるが、閉じ込め性を廃棄体にもたせない場合には、

廃棄体中の放射性物質に起因する放射性ガスとして、トリチウムやメタン等

微量に混在する可能性があるガス状の放射性物質や揮発性の放射性物質等

を考慮して処分空洞内の放射能濃度を算出し、これらが処分空洞内部の気液

置換に伴って処分空洞外部に漏出し、地下水とは別に直接地上に放出される

と想定する必要がある。 

また、水の放射線分解に伴う水素ガスの発生が想定されるが、これは水の存

在と放射線の強度に左右される。特に水の放射線分解に寄与する放射性物質

は主にコバルト 60 であり、これは比較的短期間に減衰する。したがって、

このような水素ガスについては、地下水が浸透する前の廃棄体内部に残存す

る水分を抑制する等の対策を取ることにより、その発生量を抑制することが

できることから、廃棄体内部の圧力上昇による損傷や人工バリアに対する影

響を軽減するための十分な配慮がなされていることを確認する必要がある。 

 

5.3.3 多重バリア機能に期待する期間 

1) 評価目的 

対象廃棄物の性状を勘案し、長期にわたり残存または生成されると想定され

る放射性ガスの影響あるいは金属腐食に伴って発生する非放射性ガスであ

る水素ガス等が人工バリアの特性変化または地下水移行に及ぼす影響につ

いて評価し、その影響が小さいことを確認する。 

2) 評価方法 

① 放射性ガス等の放射性物質を含むガス移行シナリオの評価 

この期間にも残存すると想定される放射性ガスを特定して、これが有意

な影響を及ぼさないことを確認する必要がある。特に、炭素 14 について

は、以下の評価を行う必要がある。 

a) ガスの発生量 

炭素 14 を含む廃棄物には、ステンレス鋼の炉内構造物、チャンネル
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ボックス、黒鉛、廃棄物表面に付着する汚染廃棄物、及び使用済樹脂

に代表される有機廃棄物がある。これらの廃棄物に含まれる炭素 14

が地下水に溶出した後にガスとなる場合と、有機廃棄物に含まれる炭

素 14 が放射線分解または微生物分解によってメタンガス等になる場

合のガスの発生量を地化学環境や廃棄体の性状に基づき、定量的に評

価する必要がある。 

b) ガス発生の状況下における人工バリアの状態設定とガス移行の評価 

炭素 14 がガスとして移行する場合、人工バリアを透過した後のメタ

ンガス等の移行評価の方法としては、天然バリア中を浮力等によって

生活圏に放出すると評価し、ガス吸入による被ばくを評価することが

適切である。 

② 水素ガス等のガス移行シナリオの評価 

a) ガスの発生量 

余裕深度処分では、放射化金属等の廃棄物（ステンレス鋼、炭素鋼、

ジルカロイ等）、処分容器（炭素鋼等）及びコンクリートピットに含

まれる鉄筋等、大量の金属が埋設され、これらの金属の腐食や放射線

分解等による水素ガス等の発生が予想される。そのため、長期的な安

全評価の観点から、これらの多量の金属の腐食によるガスの発生量ま

たは発生速度の定量的な評価が重要である。 

b) ガス発生の状況下における人工バリアの状態設定とガス移行の評価 

水素ガス等の発生量及び発生速度等を評価し、人工バリアの構成部位

の透気特性等を勘案した上で、ガスが及ぼす人工バリアの特性変化ま

たは地下水の移行に対する影響について評価する必要がある。具体的

には、金属の腐食等によるガスの生成により内圧が上昇し、ベントナ

イト系の部位を破過し、ガスの透過経路が形成されることや地下水シ

ナリオで想定される経路と異なる地下水の移行経路の形成等が想定

される。ガスの透過経路は、形成後も安定した移行経路として維持さ

れる場合とベントナイト系の部位の膨潤特性に応じ閉塞される場合

が想定されることから、このような人工バリアのガスの移行挙動を分

析し、基本地下水シナリオとの関連を勘案した状態設定を行う必要が

ある。 

 

5.3.4 主に天然バリア機能に期待する期間 

1) 評価目的 

人工バリアの劣化が進展し、ガス移行を抑制するような機能が喪失した段階

において、発生するガスによる地下水の移行特性に及ぼす影響について評価
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し、その影響が小さいことを確認する。 

2) 評価方法 

この期間では、人工バリアの短期間における大規模な物理的損傷に伴い、化

学的環境も大幅に変化し、その結果として放射化金属等の廃棄物や鉄筋等の

金属の腐食が促進されることが考えられる。 

このような状況においては、多重バリア機能に期待する期間との腐食環境の

差異等を比較しつつ、想定した事象に応じたガスの発生量及び発生速度、ガ

ス発生に伴う圧力上昇が地下水の移行特性に及ぼす影響の程度、及びベント

ナイト系の部位の固有の特性である透水特性や透気特性を考慮した評価を

行うこと。 

 

5.3.5 埋設施設が地表付近に近接することが想定される期間 

1) 評価目的 

埋設施設が地表付近に近接することが想定される場合には、廃棄物に含まれ

るウラン系列の放射性物質のラドンの影響について評価し、有意な影響を及

ぼさないことを確認する。 

2) 評価方法 

この期間におけるガス移行シナリオとしては、余裕深度処分の対象とする廃

棄物にはウラン系列の放射性物質も有意に含まれており、将来的には有意な

ラドンの発生が想定されることから、ラドン 222（以下、「ラドン」という。）

の評価が必要となる。ラドンの評価においては、その起源となる親のウラン

系列核種の埋設量、ならびにこの時期における埋設施設内の残存量が評価の

対象となる。また、廃棄物に含まれるウラン系列核種が長い期間の間に移動

して、自然に存在するウラン系列核種と混在する可能性もある。 

本期間における埋設施設周辺に残存するウラン系列の量及び風化帯の放射能濃

度の算定の一例として、後述の埋設施設が地表付近に近接することが想定され

る期間の土地利用シナリオにおいて考慮する風化帯におけるラジウム 226（以下、

「ラジウム」という。）の放射能濃度を用いて、ラドンによる影響を評価するこ

とが考えられる。したがってその影響の評価においては、自然起源の放射性物

質の規制の考え方を部分的に適用することが適切である。地表付近に近接した

際に風化帯中の放射能濃度が自然放射性物質のクリアランスのための国際基準

濃度よりも低くなる場合は、それから散逸するラドンによる被ばくを考慮する

必要がなくなる。また基準濃度を超える場合であっても、ラドンによる現存被

ばく状況として ICRP が規定する参考レベルに配慮する等、国際的な動向を踏ま

えつつ評価を行う必要がある。 
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5.4 基本土地利用シナリオの設定 

 

5.4.1 設定の考え方 

土地利用シナリオは、隆起・侵食、海水準変動により地表付近に近接した埋

設施設やその周辺の岩石あるいは地下水の移行経路や生活圏への流出先と

なる岩石・土壌に残存する放射性物質により直接的・間接的に被ばくするこ

とを想定したシナリオである。放射性物質は地質環境において液相と固相に

分配されるが、このシナリオでは固相に分配される放射能に着目した評価を

行う。 

埋設施設や地質環境の状態変化に基づいて評価期間を4つの期間に区分した

地下水シナリオやガス移行シナリオとは異なり、土地利用シナリオでは汚染

域の利用可能性の観点から想定される状況を以下の4つの場合に区分するこ

とが適切である。 

① 現状の地形において、放射性物質の流出先である河川等の周辺に土地利

用に供される領域があり、地下水シナリオでは考慮されていない土地利

用態様が考えられる場合（以下、「現状の土地の利用」という。）。 

② 海水準変動によって湖沼が枯渇し、汚染された湖沼堆積物等が土地利用

可能となる場合（以下、「海水準変動に伴い利用可能となった土地の利用」

という。）。 

③ 河川等の侵食によってかつての移行経路が削剥され、下流域に土地利用

可能な形で堆積する場合（以下、「埋設施設の下流域に再堆積した土地の

利用」という。）。 

④ 埋設施設が地表付近に近接し、風化帯における土地利用が考えられる場

合（以下、「埋設施設が地表付近に近接した際の土地の利用」という。）。 

 

5.4.2 現状の土地の利用 

1) 評価目的 

地下水による放射性物質の流出先である河川等の周辺において、一般的な建

設及び居住が想定される場合には、この周辺の岩石・土壌等の放射能濃度が

低く、土地利用を行っても線量が可能な限り低く抑えられるように配慮され

ているかどうかを確認する。 

2）評価方法 

現状の地形において、放射性物質の流出先である河川等の周辺に土地利用に

供される領域があり、地下水シナリオでは考慮されていない土地利用態様、

例えば一般的な建設及び居住が想定される場合には、これを基本土地利用シ

ナリオとして評価する。周辺の岩石・土壌の放射能濃度は基本地下水シナリ
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オと整合性、連続性を考慮して設定する。ただし、周辺の岩石・土壌が汚染

される可能性がなく、それらを直接利用することがないか、汚染のレベルが

無視できるレベルであれば、この時期における基本土地利用シナリオに関す

る考慮は要しない。 

 

5.4.3 海水準変動に伴い利用可能となった土地の利用 

1) 評価目的 

海水準変動に伴い河川・湖沼等が枯渇し、従来、河川・湖沼底であった場所

が陸地化する可能性があるが、このような場合においても河川・湖沼堆積物

等の放射能濃度は低く、土地利用を行っても線量が可能な限り低く抑えられ

るように配慮されているかどうかを確認する。 

2) 評価方法 

① 生活圏の設定 

海水準変動に伴う地形変化を考慮した基本土地利用シナリオにおける被

ばく経路としては、海退に伴う河口領域や湖沼の陸地化に伴う土地利用

が想定される。海退に伴う河口領域での土地利用は、河川によって運搬

され、堆積した堆積物により大きく希釈されるので、一般的には上流領

域の限定された領域での土地利用に安全側に包絡される。このため、海

水準変動によって湖沼が枯渇し、利用可能となった汚染された湖沼堆積

物等における一般的な建設及び居住による被ばくを評価することが適切

である。 

一般的な建設及び居住による被ばく線量の評価は、自然過程による被ば

く経路の様式化に基づき実施すること。 

② 放射能濃度の評価に係る設定 

かつて湖沼の底であり土地利用できなかった湖沼堆積物等の放射能濃度

の設定に当たっては、基本地下水シナリオにおける天然バリアの移行経

路及び湖沼、河川等の流出先の放射能濃度評価との整合性、連続性を考

慮し、土地利用が可能となる湖沼堆積物等における被ばくの評価を行う

こと。 

 

5.4.4 埋設施設の下流域に再堆積した土地の利用 

1) 評価目的 

隆起・侵食、海水準変動に伴い、河川等の上流域の侵食と下流域での堆積に

より、新たに土地利用可能な場所が形成される可能性があるが、このような

場合においても下流域に再堆積した土壌の放射能濃度は低く、土地利用を行

っても線量が可能な限り低く抑えられるように配慮されているかどうかを
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確認する。 

2) 評価方法 

① 生活圏の設定 

隆起・侵食、海水準変動に伴い放射性物質の移行経路が短縮するような

場合には、流出先の侵食により放射性物質は岩石・土壌とともに河川に

より運搬され、下流に再堆積すると想定される。再堆積した岩石・土壌

を利用する基本土地利用シナリオの被ばく経路としては、再堆積した岩

石・土壌における一般的な建設及び居住に係る被ばくを評価することが

適切である。 

② 放射能濃度の評価に係る設定 

再堆積した岩石・土壌の放射能濃度の評価に係る設定としては、基本地

下水シナリオにおける天然バリアの移行経路中の放射能濃度の評価との

整合性、連続性を考慮し、再堆積した岩石・土壌における被ばくの評価

を行うことが適切である。 

 

5.4.5 埋設施設が地表付近に近接した際の土地の利用 

1) 評価目的 

隆起・侵食、海水準変動に伴い埋設施設が地表付近に近接することが想定さ

れる場合には、この時点では有意な量の放射能が残存せず、土地利用を行っ

ても線量が可能な限り低く抑えられるように配慮されているかどうかを確

認する。 

2) 評価方法 

① 放射能インベントリの設定 

埋設施設に残存する放射能インベントリは、埋設した当初の放射能イン

ベントリから、この期間までの放射性崩壊による減衰と地下水を介して

漏出した量を差し引いた量とする。これは、廃棄体に残存する放射性物

質の量と人工バリアに存在する放射性物質の量の和として表すことがで

きる。 

② 埋設施設の状態設定 

この期間における埋設施設は、その存在を認知できる場合と認知できな

い場合が想定されるが、安全評価上は保守的にその存在が認知できない

ものとし、この期間の基本土地利用シナリオでは、放射性物質を含む風

化帯を構成する岩石・土壌を利用した被ばくを想定する。 

基本土地利用シナリオにおいても基本地下水シナリオと同じように侵食

の速度に応じた風化帯への放射性物質の流入を想定し、その風化帯を構

成する岩石・土壌を直接利用すると仮定した評価を行うことが安全評価
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上適切である。 

③ 放射能濃度の評価に係る設定 

風化帯を構成する岩石・土壌中の放射能濃度の算出方法については、埋

設施設から周辺の風化帯への放射性物質の移行割合に関連するが、風化

帯に係るモデル化の考え方は基本地下水シナリオと同様とする。 

土地利用を想定する時期は、全体的な平均的侵食による土地の侵食速度

から算出することが適切である。具体的には、地形変化の解析や地表面

から埋設施設までの深さのばらつきを考慮して、全体の平均的侵食を求

め評価すること等が考えられる。 

④ 生活圏の設定 

この期間の基本土地利用シナリオにおける被ばく経路としては、放射性

物質に汚染された風化帯を構成する岩石・土壌における一般的な建設及

び居住に係る被ばくを評価することが適切である。 

地表面近傍における土壌の放射能濃度は降雨水等による風化帯での放射

性物質の挙動によって定まる。このような状況において土壌に残存する

放射性物質の濃度は風化帯の分配係数に大きく左右される。このため、

風化帯の分配係数については、評価対象地点周辺における現在の風化帯

の状況等を参照することや表層に上流域から流れてきて堆積する可能性

がある土壌等の存在を想定して適切に設定すること。 

   

以上の基本シナリオにおいて評価すべき主な事項について、表 2にまとめる。
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表 2 基本シナリオにおいて評価すべき主な事項 

 
過渡的な期間 多重バリア機能に期待する期間 主に天然バリア機能に期待する期間 

埋設施設が地表付近に近接することが

想定される期間 

基本 

地下水 

シナリオ 

（多重バリアが計画したとおりの状

態に確実に至ることを示すための評

価） 

基本地下水シナリオ 

人工バリアと天然バリアによる防護

機能によって、線量が可能な限り低く

抑えられるように配慮されているこ

とを確認 

基本地下水シナリオ 

主に天然バリア防護機能によって、線量

が可能な限り低く抑えられるように配

慮されていることを確認 

基本地下水シナリオ 

周辺土壌との混合状態での風化・侵食の

影響評価 

基本 

ガス移行 

シナリオ 

基本ガス移行シナリオ 

（廃棄体に閉じ込め性がない場合） 

放射性ガス発生、放射線分解ガス発生

と移行の影響評価 

（廃棄体が閉じ込め性を有する場合）

なし 

基本放射性ガス移行シナリオ 

放射性ガス発生、移行の影響評価 

基本水素ガス移行シナリオ 

放射線分解ガス発生、金属腐食ガス発

生と移行の影響評価 

基本ガス移行シナリオ 

人工バリアの物理的損傷や化学的環境

の変化に伴うガスの発生量の変化を考

慮した影響評価 

（ラドンに関する影響を別途評価） 

基本 

土地利用 

シナリオ 

【現状の土地の利用】 

基本土地利用シナリオ（流出先である河川あるいは湖沼周辺に汚染された土地利用可能な領域が存在する場合） 

【海水準変動に伴い利用可能となった土地の利用】 

基本土地利用シナリオ 

流出先湖沼の陸地化に伴う建設居住の影響評価 

【埋設施設の下流域に再堆積した土地の利用】 

基本土地利用シナリオ 

隆起・侵食に伴う土砂堆積地での建設居住の影響評価 

【埋設施設が地表付近に近接した際の

土地の利用】 

基本土地利用シナリオ 

汚染された土壌における建設居住の影

響評価 
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6. 変動シナリオの設定 

 

6.1 変動シナリオに対する安全評価の考え方 

変動シナリオは処分システムの設計が様々な不確かさに対応しうるもので

あるか否かを確認するために、発生の可能性は低いが、安全評価上重要な変

動要因を考慮しても、その影響は限定的であることに十分な合理性があり、

処分システムが頑健性を有していることを確認するために用いられるシナ

リオ群である。地質環境等の特性の不確かさも含め、いわゆる安全評価上の

不確かさに係る考慮はこの変動シナリオに含まれる。以下にこの変動シナリ

オに対する安全評価の考え方を示す。 

1) 基本シナリオの変動要因の分析 

基本シナリオにおいては、確からしい事象進展に基づき、確からしいパラメ

ータを用いた評価が行われる。変動シナリオの設定においては、基本シナリ

オをベースに、これの変動要因を分析し、その影響を把握することを基本的

考え方とする。多くの変動要因が考えられる場合には、ひとつの基本シナリ

オに対して複数の変動シナリオが想定される場合もある。例えば、気候変動

等の状態設定から複数の変動シナリオが想定される場合には、それぞれの状

態設定における変動シナリオの評価を独立に行うこととする。 

2) 変動要因の網羅性 

長期的な安全評価においては、長期的な地質環境等の特性の不確かさを含め

多くの不確かさと変動要因が想定される。また、埋設施設の状態の長期的な

劣化事象の進展についても、様々な不確かさと変動要因が想定される。した

がって、変動要因の抽出に際しては、影響する因子の網羅性が重要であり、

それぞれの因子を分析した上で、被ばく評価の結果に及ぼす影響を把握して

変動シナリオに組み込むことが重要である。このための方法としては FEP の

分析等を用いた状態設定の手順を適用することができる。 

3) 変動要因の蓋然性と科学的合理性 

長期的な安全評価における不確かさや変動要因については、知識不足に起因

するものや元々固有の特性としての統計的ばらつきがあるもの等が含まれ

る。これらについて、 新の科学技術的知見に基づき、適切な保守性を加味

した上で、変動シナリオの中に組み入れる必要がある。これに対する基本的

考え方は科学的に合理的と考えられる範囲のパラメータを使用することで

ある。ここで、パラメータ間に相関関係がある場合には、これを勘案した上

で保守性が確保されるように設定されることが重要である。 

科学的に合理的と考えられる範囲については、着目する特性について、十分

な統計的データが存在する場合には、これらを用いてその範囲を設定するこ
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とも可能である。その際、97.5%片側信頼区間の値を用いることが考えられ

る。 

しかし、長期的な安全評価における不確かさについては、多くの場合十分な

統計的データは整備されていない。このような場合には、上述したように得

られている科学技術的知見を 大限活用し、適切な保守性を持たせて設定す

ることが重要である。 

複数のパラメータが結果に重要な影響を及ぼす場合には、これらのパラメー

タの不確かさを確率論的に評価し、条件設定の妥当性を確認する方法もひと

つの有効な方法である。この場合には、 新の知見に基づき統計分布を設定

するとともに、データが不足しているものについては、保守性を勘案して設

定することが重要である。こうした統計分布の設定にも不確かさが伴うこと

に注意することが必要である。 

4) 処分システムの頑健性の評価 

長期的な安全評価における不確かさや変動要因への対処として、処分システ

ム全体としての頑健性の評価を行っておくことが重要である。 

処分システムの頑健性の評価においては、システム全体の安全性がひとつの

防護機能に過度に依存していないことを確認するために、一部の機能を無視

しても、なお「めやす」を満足することを示すといった方法をとる。 

この場合において、既に十分な信頼性が実証されているものや材料等の固有

の特性で環境の変化等を勘案しても十分信頼できるような材料特性までも

無視する必要はなく、長期的な安全評価の不確かさとの関連において定める

ものとする。 

 

6.2 変動地下水シナリオの設定 

 

6.2.1 設定の考え方 

変動地下水シナリオは、基本地下水シナリオで想定されている放射能インベ

ントリ、廃棄物からの放射性物質の溶出率等を含めた人工バリアの防護機能

に関する不確かさ、天然バリアの防護機能に関連する不確かさ、生活圏を構

成する自然事象の状態設定に関する不確かさを考慮しても、「めやす」を超

えないことに十分な合理性があることを確認するために用いられるシナリ

オ群である。 

変動地下水シナリオの評価は、基本地下水シナリオと同様に、時間経過段階

における状態設定の考え方に基づき、4 つの期間に分けて行うことを基本と

する。 
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6.2.2 過渡的な期間 

1) 評価目的 

建設・操業等の閉鎖前の期間に想定される様々な不確かさを想定しても、多

重バリア機能に期待する期間の変動地下水シナリオで想定する初期条件が

確実に達成されることを確認する。 

2) 評価方法 

埋設施設の状態変化が安定する時期を、保守的に閉鎖後直後に設定すること

で、この時期の地下水シナリオは安全側に、すなわち多重バリア機能に期待

する期間における変動地下水シナリオに包絡される。しかしながら、多重バ

リア機能に期待する期間における変動地下水シナリオの初期状態をどのよ

うに設定するかは、埋設施設の閉鎖あるいは埋設施設の状態変化が安定した

段階の初期状態をどのように想定するかに依存する。特に、セメント系の部

位の初期ひび割れやベントナイト系の部位の密度は、埋設施設の建設で想定

されるばらつきを考慮し、これらを安全側に包絡できるものでなければなら

ない。これらを全て加味した上で、埋設施設が安定した多重バリア機能に期

待する期間に移行することを確認する。 

 

6.2.3 多重バリア機能に期待する期間 

1) 評価目的 

発生の可能性は低いが安全評価上重要な変動要因を考慮しても、処分システ

ムの多重バリア機能が本来の機能を発揮し、処分システムが頑健性を有して

いることを確認する。 

2) 評価方法 

この期間における変動地下水シナリオは、処分システムで想定される様々な

変動要因を分析して設定する必要がある。評価すべきシナリオの例を以下に

示す。 

① 代表的な変動地下水シナリオ 

廃棄物からの放射性物質の溶出率等を含めた人工バリア及び天然バリア

の防護機能に係る主要なパラメータについて、その変動要因を考慮して

基本地下水シナリオに対して保守的な値を設定する。それぞれのパラメ

ータの設定の考え方は変動シナリオに対する安全評価の考え方による。

ただし、放射性物質ごとに被ばく評価結果に大きな影響を及ぼすパラメ

ータが異なるので、主要なパラメータは放射性物質ごとに吟味して設定

する必要がある。 

② バリアの機能一部喪失シナリオ 

多重バリアの頑健性を示すために、バリアの機能一部喪失を想定するシ
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ナリオである。放射性物質ごとに移行特性が異なるので、それぞれの放

射性物質に対して、どのような機能喪失が安全評価上重要であるかは異

なってくる。したがって、 大線量を左右する支配的な放射性物質を念

頭に、バリアの機能一部喪失を想定する。喪失する機能については、FEP

の分析等を行い、それらの蓋然性の確認を行った上で、安全上重要な放

射性物質及びそれに対する防護機能について、これに係る機能の一部喪

失を想定して評価するものとする。ただし、十分な信頼性を持って予測

可能なことが立証できる特性については、その予測範囲の下限値若しく

は上限値で代替できる。 

 

6.2.4 主に天然バリア機能に期待する期間 

1) 評価目的 

人工バリアが当初計画した機能を喪失した段階においても、人工バリアの構

成材料が有する固有の特性と相俟って、主に天然バリアが本来有する機能に

より、様々な不確かさに対して処分システムが頑健性を有していることを確

認する。 

2) 評価方法 

この期間における変動地下水シナリオは、天然バリアに想定される様々な変

動要因等を分析して設定する必要がある。評価すべきシナリオの例を以下に

示す。 

① 代表的な変動地下水シナリオ 

この期間は、人工バリアが当初計画した機能を喪失し、主に天然バリア

機能に期待する期間であるので、天然バリアの物理的離隔機能や化学的

遅延機能に着目した変動要因とともに、人工バリアの構成部位として防

護機能を期待できる固有の特性の変動要因を加味した代表的な変動地下

水シナリオの評価を行う。この時、人工バリアが計画した機能を喪失す

る時期や、その時点で人工バリアに残存する放射能量も重要な変動要因

であるので、これも加味して評価する。 

② バリアの機能一部喪失シナリオ 

この時期においても残存している放射能量を考慮して、多重バリアとし

ての頑健性を示す必要がある。このため、天然バリアの物理的離隔機能

や化学的遅延機能の一部喪失、人工バリアの構成部位ごとの固有の機能

の一部喪失といったシナリオを想定して評価を行う。例えば、地震等に

より天然バリアに新たな亀裂が発生した場合等を想定し、物理的離隔機

能の一部喪失を想定する。なお、天然バリアは複数の地質で構成される

ことから、侵食を考慮しても確実に担保できる地質までも含めて、全て
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の物理的離隔機能の喪失を同時に想定する必要はない。 

 

6.2.5 埋設施設が地表付近に近接することが想定される期間 

1) 評価目的 

埋設施設が地表付近に近接することが想定される場合において、安全評価上

重要な様々な不確かさを考慮しても、埋設施設には有意な量の放射能が残存

せず、河川水等を利用しても安全が確保されることを確認する。 

2) 評価方法 

この期間の変動地下水シナリオは、地表付近に接近する状態の埋設施設に係

る様々な不確かさを分析して設定する必要がある。評価すべきシナリオの例

を以下に示す。 

① 代表的な変動地下水シナリオ 

埋設施設が地表付近に近接することが想定される場合においては、基本

地下水シナリオの設定に対し、埋設施設の侵食の状態や風化帯の状態に

関する様々な変動要因が想定される。また、埋設施設が地表付近に近接

するまでに残存する放射能量や近接する時期も重要な変動要因である。

これらを考慮した代表的な変動地下水シナリオを評価する。 

② 代替変動地下水シナリオ 

地表付近に近接した状態における埋設施設の状態については、風化帯で

劣化が大きく進み、付近の土壌と混合するモデル以外にも様々な状況が

想定される。基本地下水シナリオで示す風化帯のモデル以外の代替モデ

ル、例えば、人工バリアが原型を留めた状態で近接する場合を想定した

モデルを用いて変動シナリオとして評価し、安全性を確認することも重

要である。 

③ 不確かさに関する安全裕度評価シナリオ 

風化帯における河川等による側部からの侵食は海進・海退を繰り返す中

で、風化帯の厚さや海退の速度等に依存すると考えられるが、この海水

準変動は必ずしも規則的な変動ではない。このような大きな不確かさを

有するパラメータが複数あるシナリオでは、不確かさに関する定量的な

評価を行い、条件設定の妥当性を確認し、想定されるパラメータの変動

幅を考慮してもなお安全裕度があることを示すことも一つの有効な方法

である。 
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6.3 変動ガス移行シナリオの設定 

 

6.3.1 設定の考え方 

変動ガス移行シナリオでは、基本ガス移行シナリオで想定されている放射性

ガス等と水素ガス等について、ガスの発生量及び発生速度の不確かさ、人工

バリアのガス透気特性に関する不確かさ、及び天然バリア中のガス移行挙動

に関連する不確かさ等を考慮しても、「めやす」を超えないことに十分な合

理性があることを確認するために用いられるシナリオ群である。 

変動ガス移行シナリオの評価は、基本地下水シナリオと同様に、時間的経過

段階における状態設定の考え方に基づき、4 つの期間に分けて行うことを基

本とする。 

 

6.3.2 過渡的な期間 

1) 評価目的 

廃棄体に対する閉じ込め性に係る不確かさを考慮しても、ガス状の放射性物

質や揮発性の放射性物質の放出の影響が小さいことを確認するとともに、水

の放射線分解による水素ガスの発生の変動要因を勘案しても、これを抑制す

る対策が取られていることを確認する。 

2) 評価方法 

基本ガス移行シナリオでは、操業期間中の周辺住民及び従業員の安全を確保

するための廃棄体に対する閉じ込め性によって、過渡的な期間の放射性ガス

等のガス移行シナリオは被ばく上の観点からは除外することができる場合

を示した。変動ガス移行シナリオにおいては、閉鎖後の過渡的な期間におけ

る廃棄体に対する閉じ込め性に係る不確かさを考慮して、閉じ込め性が期待

できない場合の評価も行う必要がある。 

これら廃棄体に対して閉じ込め性を期待しない場合においては、廃棄体から

の放射性ガスの発生量やガス移行割合等を保守的に設定する代表的な変動

ガス移行シナリオを評価する必要がある。 

また、水の放射線分解に伴う水素ガスの影響評価においては、発生量に係る

放射線化学収率や残存水分量等の変動要因を考慮しても、人工バリアの健全

性が確保されていることを確認する必要がある。 

 

6.3.3 多重バリア機能に期待する期間 

1) 評価目的 

長期にわたり残存または生成されると想定される放射性ガスあるいは非放

射性ガスの発生量等の変動要因及び人工バリアの劣化やガスの透気性に係
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る変動要因を考慮しても、安全が確保されるとともに、人工バリアが構造的

に破壊することはなく、健全性が確保されることを確認する。 

2) 評価方法 

多重バリア機能に期待する期間の変動ガス移行シナリオは、ガスの発生量や

移行特性等に係る様々な不確かさを分析して設定する必要があるが、評価す

べきシナリオの例を以下に示す。 

① 変動放射性ガス移行シナリオ 

放射性ガス等の移行に関する評価では、炭素 14 等のガスとしての移行を

評価する必要がある。特に、炭素 14 を含むガスの発生量及び発生速度の

変動及び人工バリアからのガスの移行に関する状態設定の変動を考慮し

て評価する。 

② 変動水素ガス移行シナリオ 

水素ガス等の移行に関する評価では、ガスの発生量及び発生速度の変動、

水素ガス等が人工バリアへ及ぼす影響要因とその程度の変動、及び地下

水シナリオとの関連において考慮すべき状態設定の変動について評価す

る必要がある。具体的には、水素ガス等によって人工バリアの内圧が上

昇し、ある時点でベントナイト系の部位に地下水シナリオで想定される

経路と異なる地下水の移行経路が形成され、短期間に内蔵する地下水を

集中的に天然バリアに押し出す異常放出のような事象等を評価する必要

がある。 

 

6.3.4 主に天然バリア機能に期待する期間 

1) 評価目的 

人工バリアの劣化が進展し、ガス移行を抑制するような機能が喪失した段階

において、ガスの発生量や移行特性に係る様々な変動要因を考慮しても、安

全が確保されることを確認する。 

2) 評価方法 

この期間では、人工バリアの大規模な物理的損傷に伴い、化学的環境も短期

間に大幅に変化することが想定され、この時期の化学的環境におけるガスの

発生量及び発生速度の変動、ガスの移行に伴う地下水の移行への影響の程度

に関する変動、及びベントナイト系の部位の固有の特性である透水特性及び

透気特性に関する変動等を考慮した評価を行うことが必要である。 

 

6.3.5 埋設施設が地表付近に近接することが想定される期間 

1) 評価目的 

埋設施設が地表付近に近接することが想定される場合には、廃棄物に含まれ
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るウラン系列の放射性物質のラドンの影響について、その親核種であるラジ

ウム 226 を保守的に設定しても有意な影響を及ぼさないことを確認する。 

2) 評価方法 

この期間においては、ラドンによる被ばく評価を別途行う必要があることを、

基本ガス移行シナリオの項で述べた。この場合に、ラドンの親核種であるラ

ジウム 226 濃度が影響するが、この濃度の算出については、埋設施設が地表

付近に近接することが想定される場合の変動土地利用シナリオの濃度を用

いて評価することが適切である。 

 

6.4 変動土地利用シナリオの設定 

 

6.4.1 設定の考え方 

変動土地利用シナリオでは、基本土地利用シナリオで想定されている土壌の

放射能濃度の不確かさ及び土地利用態様の不確かさを考慮しても、その影響

は限定的となることに十分な合理性があることを確認するために用いられ

るシナリオ群である。 

変動土地利用シナリオの評価は、基本土地利用シナリオと同様に、汚染域の

土地の利用可能性の観点から 4つに区分して整理する。 

 

6.4.2 現状の土地の利用 

1) 評価目的 

地下水による放射性物質の流出先である河川等の周辺において、一般的な建

設及び居住が想定される場合には、この周辺の岩石・土壌等の放射能濃度を

保守的に設定しても安全が確保されることを確認する。 

2) 評価方法 

地下水の流出先である河川等において、汚染された土壌等を直接利用するこ

とはないと想定されるが、現状の地形における地下水の流出先及びその周辺

において土地利用が可能となる領域が存在する場合には、その領域の放射能

濃度の変動要因を考慮して、土地利用による被ばく評価を実施する必要があ

る。 

 

6.4.3 海水準変動に伴い利用可能となった土地の利用 

1) 評価目的 

海水準変動に伴い河川・湖沼等が枯渇し、従来、河川・湖沼底であった場所

が陸地化する可能性があるが、このような場合においても河川・湖沼堆積物

等の放射能濃度を保守的に設定しても、安全が確保されることを確認する。 
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2) 評価方法 

海水準変動に伴う地形変化を考慮した変動土地利用シナリオとして評価す

べきシナリオの例を以下に示す。 

① 代表的な変動土地利用シナリオ 

湖沼の陸地化があれば、陸地化した領域における一般的な建設及び居住

による土地利用について、被ばくを考慮するものとするが、海水準変動

に伴って陸地化が起こる時期に関する変動や陸地化した汚染域の放射能

濃度評価に関する変動を考慮して、代表的な変動土地利用シナリオとし

て評価する。 

② バリアの機能一部喪失シナリオ 

地下水の流出先の土地利用態様として、変動地下水シナリオで想定した

機能一部喪失シナリオの中から流出先の土壌濃度を保守的に設定するケ

ースを選定し、これと整合する形で変動土地利用シナリオを評価する。 

 

6.4.4 埋設施設の下流域に再堆積した土地の利用 

1) 評価目的 

隆起・侵食、海水準変動に伴い、河川等の上流域の侵食と下流域での堆積に

より、新たに土地利用可能な場所が形成される可能性があるが、このような

場合において、下流域に再堆積した土壌の放射性濃度を保守的に設定しても

安全が確保されることを確認する。 

2) 評価方法 

隆起・侵食に伴う土砂堆積地における変動土地利用シナリオとして評価すべ

きシナリオの例を以下に示す。 

① 代表的な変動土地利用シナリオ 

隆起・侵食、海水準変動により移行経路が短縮するような場合には、流

出先の侵食により放射性物質が土壌とともに河川等により搬送され、下

流に堆積する土砂に含まれる放射能の影響を評価する観点から、土砂堆

積地の放射能濃度の変動要因を考慮して、代表的な変動土地利用シナリ

オとして評価する。この場合には河川等によって運ばれる流域全体の土

砂による混合希釈の変動についての評価が重要となる。 

② バリアの機能一部喪失シナリオ 

地下水の流出先の土地利用態様として、変動地下水シナリオで想定した

機能一部喪失シナリオの中から流出先の土壌濃度を保守的に設定するケ

ースを選定し、これと整合する形で土地利用シナリオを評価する。 
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6.4.5 埋設施設が地表付近に近接した際の土地の利用 

1) 評価目的 

隆起・侵食、海水準変動に伴い埋設施設が地表付近に近接することが想定さ

れる場合には、この時点では有意な量の放射能が残存せず、放射能濃度を保

守的に設定しても安全が確保されることを確認する。 

2) 評価方法 

埋設施設が地表付近に近接することが想定される場合の変動土地利用シナ

リオの例を以下に示す。 

① 代表的な変動土地利用シナリオ 

埋設施設が地表付近に近接する時点でもなお有意な量の放射能が残存す

る場合には、残留する放射能量の不確かさ、埋設施設の侵食に関する不

確かさ、風化帯の状態設定の不確かさ、及び生活圏の状態設定の変動要

因を考慮して、一般的な建設及び居住に関する代表的な変動土地利用シ

ナリオを評価する。 

② 代替変動土地利用シナリオ 

地表付近に近接した状態における埋設施設の状態については、風化帯で

劣化が大きく進み、付近の土壌と混合するモデル以外にも様々な状況が

想定される。基本土地利用シナリオで示す風化帯のモデル以外の代替モ

デル、例えば、人工バリアが原型を留めた状態で近接する場合を想定し

たモデルを用いて変動シナリオとして評価し、安全性を確認することも

重要である。 

③ 不確かさに関する安全裕度評価シナリオ 

代表的な変動土地利用シナリオにおいて、大きな不確かさを有するパラ

メータが複数ある場合には、不確かさに関する定量的な評価を行い、条

件設定の妥当性を確認するとともに、想定されるパラメータの変動幅を

考慮してもなお裕度があることを示すことも一つの有効な方法である。

このとき、残留する放射能は近接するまでの地下水シナリオに影響され

ることに留意する必要がある。 

 

変動シナリオにおいて評価すべき主な事項を、表 3に示す。
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表 3 変動シナリオにおいて評価すべき主な事項 
 過渡的な期間 多重バリア機能に期待する期間 主に天然バリア機能に期待する期間 埋設施設が地表付近に近接することが想定される期間 

変動 

地下水 

シナリオ 

（初期施工状態の変動要

因の評価） 

 

代表的な変動地下水シナリオ 

人工バリアと天然バリアの防護機

能について、その変動要因を考慮し

て保守的な値を設定 

バリア機能一部喪失シナリオ 

多重バリアの頑健性評価及び個々

の防護機能の重要度評価の観点か

ら、機能の一部喪失を想定した頑健

性評価 

代表的な変動地下水シナリオ 

天然バリアの防護機能、残存する放射

能量及び人工バリアの機能喪失時期

等の不確かさの評価 

バリア機能一部喪失シナリオ 

多重バリアの頑健性評価及び個々の

防護機能の重要度評価の観点から、機

能の一部喪失を想定した頑健性評価 

代表的な変動地下水シナリオ 

周辺土壌との混合状態での風化・侵食の不確かさの評価 

代替変動地下水シナリオ 

風化帯代替モデル 
不確かさに関する安全裕度評価シナリオ 

変動地下水シナリオに大きな影響を与えるパラメータ（風化

帯の厚さ、海退の速度等）については、条件設定の妥当性を

確認するとともに、想定されるパラメータの変動幅を考慮し

てもなお安全裕度があることを示すこと 

変動 

ガス移行 

シナリオ 

代表的な変動ガス移行

シナリオ 

放射性ガス発生、放射線

分解ガス発生及びガス移

行の不確かさの評価 

変動放射性ガス移行シナリオ 

放射性ガス移行に関する変動の評

価 

変動水素ガス移行シナリオ 

水素ガス移行に関する変動の評価 

代表的な変動ガス移行シナリオ 

ガス発生速度と量の変動の評価。 

・ガス移行に伴う地下水への影響の程

度の変動の評価 

（ラドンに関する影響を別途評価） 

変動 

土地利用 

シナリオ 

【現状の土地の利用】 

代表的な変動土地利用シナリオ 

（流出先である河川あるいは湖沼周辺に汚染された土地利用可能な領域が存在する場合には、その領域

の放射能濃度の変動の評価） 

【海水準変動に伴い利用可能となった土地の利用】 

代表的な変動土地利用シナリオ 

流出先湖沼の陸地化に伴う建設・居住の不確かさの評価 

バリアの機能一部喪失シナリオ 

個々の防護機能の重要度評価の観点から、変動地下水シナリオの結果を考慮した上で、機能の一部喪失

を想定した頑健性評価 

【埋設施設の下流域に再堆積した土地の利用】 

代表的な変動土地利用シナリオ 

隆起・侵食に伴う土砂堆積地での建設・居住の不確かさの評価 

バリアの機能一部喪失シナリオ 

個々の防護機能の重要度評価の観点から、変動地下水シナリオの結果を考慮した上で、機能の一部喪失

を想定した頑健性評価 

【埋設施設が地表付近に近接した際の土地の利用】 

代表的な変動土地利用シナリオ 

汚染土壌の残留放射能、風化帯の状態設定、埋設施設の侵食

等の不確かさ、モデルの不確かさの評価 

代替変動土地利用シナリオ 

風化帯代替モデル 

不確かさに関する安全裕度評価シナリオ 

変動土地利用シナリオに大きな影響を与えるパラメータ（風

化帯の厚さ、海退の速度等）については、条件設定の妥当性

を確認するとともに、想定されるパラメータの変動幅を考慮

してもなお安全裕度があることを示すこと 

注（留意事項） 

・変動地下水シナリオ、変動土地利用シナリオ：気候変動等の状態設定において複数の変動シナリオが想定される場合（例えば、温暖期、寒冷期等）には、それぞれの状態設定における評価を独立に行う。 

・バリアの機能一部喪失シナリオ：喪失する機能については、それぞれの具体の埋設施設に係る FEP の分析等を行い、それらの蓋然性の確認を行った上で、安全上重要な放射性物質及びそれに対する防護機能について評価する。
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7. 稀頻度事象シナリオの設定 

 

7.1 稀頻度事象シナリオに対する安全評価の考え方 

稀頻度事象シナリオは、発生の可能性は著しく低いと考えられる自然事象を

想定したものであり、想定される事象に対して、処分システムの設計が放射

線防護上の観点からその影響を適切に緩和しうるものであるか否かを確認

するために、すなわち、発生の可能性が低いと考えられるシナリオを想定し

てもなお残る不確かさの存在を勘案し、それを考慮しても、放射線防護上の

特別な措置が必要となるものではないことを確認するために用いる。なお、

発生の可能性が著しく低く、かつそのプロセスによって生じる非放射線学的

な影響が、埋設施設によって発生する放射線学的な影響を有意に上回るよう

な、例えば、隕石の落下等については、検討の対象に含まないこととする。 

自然事象のうち、地震・断層活動及び火山・火成活動のように埋設施設の直

接的な破壊等につながる事象については、過去の活動履歴等を考慮して、重

大な影響を被る可能性のある範囲を基本的立地条件として避けることを基

本としている。しかし、日本列島における活断層や第四紀火山の分布は、プ

レートの配置や沈み込みの方向等によって地域性が認められ、地震・断層活

動及び火山・火成活動による埋設施設の直接的な破壊等に関する長期的な可

能性を排除することが困難な地域があると考えられる。そのような地域では、

必要に応じて、これらの事象を長期的な時間枠での稀頻度事象シナリオとし

て念のため評価し、その影響の大きさを把握することとする。 

地震・断層活動及び火山・火成活動における稀頻度事象シナリオは、評価対

象地点周辺の活断層や第四紀火山の活動履歴等に基づいて状態を設定する

ことが望ましい。しかし、このような稀頻度事象に関する状態設定を詳細に

行うことはもともと困難であると考えられるため、安全評価の目的に照らし、

変動シナリオの想定を超える複数バリアの同時機能喪失または劣化を仮想

的に考慮したシナリオを念のため想定することが合理的である。 

 

7.2 稀頻度事象シナリオの設定 

1) 地震・断層活動による力学的な破壊の影響評価 

① 評価目的 

地震・断層活動によって、人工バリアと天然バリアが同時に力学的に破

壊されることを想定する。このような想定として新たな断層の発生等に

よる岩盤の破断や破砕にともなって、埋設施設及び廃棄体が直接破損す

ることを考え、これによって卓越した地下水の移行経路が生じても、埋

設施設の設計、例えば廃棄体の配置に適切な配慮がなされていること、
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処分空洞が適切な大きさに区分されていること等によって放射線防護上

の特別の措置が必要となるものではないことを確認する。 

② 評価方法 

評価時期については、 新の科学的知見に基づき、その不確かさを勘案

した上で設定する。 

断層の発生規模や発生方向については、評価対象地点周辺の応力場等か

らある程度限定できる場合には、基本的にこの想定に基づいて力学的に

破壊される範囲を設定するものとするが、このような設定が困難な場合

には、埋設施設に対して破壊される処分空洞の数が保守的となるような

位置に直線状の断層が発生することを想定する。 

埋設施設の状態は、断層が発生すると仮定した評価時期に応じて設定す

ることを基本とし、断層によって埋設施設が破壊され、人工バリアの防

護機能（低透水性及び低拡散性等）が喪失することを想定する。また、

力学的に破壊された後の埋設施設周辺の化学環境は、極端な場合として

酸化環境であること等も仮定し、廃棄物の溶出特性や放射性物質の収着

性については、こうした化学環境において想定される状態を適切に考慮

する。 

なお人工バリアに残留する放射性物質の量は、評価時期までに漏出する

放射性物質の量をできるだけ確からしく評価する場合と、埋設施設から

の漏出を保守的に評価する場合の二通りに関し、評価することが望まし

い。 

天然バリアについては、断層面を経路とする地下水の移行が考えられる

が、断層の発生位置等の特定が困難な場合には、生活圏を考慮した流出

先を設定して短絡経路を想定し、この経路を介して、放射性物質が埋設

施設から生活圏へ移行することを想定する。 

生活圏における被ばく経路としては、一般的に想定される被ばく経路の

中から、シナリオ発生を想定したときの状況及びその想定時期を勘案し、

適切な被ばく経路、例えば、移行先である河川等の水の利用による被ば

く経路等を選定して設定する。 

 

2) 火山・火成活動による力学的な破壊及び熱的・化学的な劣化の影響評価 

① 評価目的 

火山・火成活動によって、人工バリアと天然バリアが同時に力学的に破

壊されること、熱的・化学的に劣化することを想定する。このような想

定として、マグマの貫入あるいは噴出により埋設施設及び廃棄体が直接

破損すること、熱せられた高温の地下水の埋設施設への流入等による埋
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設施設の著しい熱的・化学的な劣化を想定する。前者は、このような極

端な想定を行った場合でも、マグマの貫入による放射性物質の飛散によ

り重大な影響を受ける範囲が限定され、火山・火成活動による放射線以

外の直接的影響を受ける範囲外においては、放射線防護上の特別の措置

が必要となるものではないことを確認する。後者は、地下水シナリオに

対する多重バリアシステムの機能に関する変化の影響を評価し、人工バ

リアの構成や材料の設計がこうした変化が生じた場合でも、放射線防護

上の特別の措置が必要となるものではないことを確認する。 

なお、マグマの貫入あるいは噴出により埋設施設及び廃棄体が直接破損

等の力学的な破壊が生じる可能性とマグマの熱等により熱せられた高温

の地下水の埋設施設への流入等による埋設施設の著しい熱的・化学的な

劣化が生じる可能性とでは、相対的に力学的な破壊のほうがよりその発

生の可能性は低いと考えられる。このことから、力学的な破壊に関する

評価結果の妥当性については、念のために考慮すべき稀頻度事象シナリ

オの中でも 大の影響を想定した際に用いる「めやす」と比較すること

とする。 

② 評価方法 

評価時期については、 新の科学的知見に基づき、その不確かさを勘案

した上で設定する。 

火山の発生規模や影響範囲については、評価対象地点周辺の第四紀火山

の活動履歴や活動規模等からある程度限定できる場合には、基本的にこ

の想定に基づいて力学的に破壊される範囲及び熱的・化学的に劣化する

範囲を設定するものとする。ただし、このような設定が困難な場合には、

力学的に破壊される範囲として想定する火山の発生規模に応じて破壊さ

れる処分空洞の数が保守的となるように設定するとともに、熱的・化学

的に劣化する範囲として保守的に埋設施設全体と仮定する。 

埋設施設の状態は、火山・火成活動が発生すると仮定した評価時期に応

じた設定とすることを基本とし、力学的な破壊の影響については、埋設

施設の離隔性能が瞬時に喪失し、放射性物質が地下水とは別の移行媒体

であるマグマや火山灰等とともに移行・拡散するという極端な想定を行

う。 

一方、熱的・化学的な劣化による人工バリアへの影響としては、化学反

応速度が高められ、拡散係数や分配係数等が変化することが考えられる。

また、人工バリアの劣化・熱変質が促進されることによって、人工バリ

アの構成部位の固有の特性についても変化が起こることが想定されるこ

とから、この変化についても考慮する。さらに、廃棄物の溶出速度の変
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化についても想定する。 

熱的・化学的な劣化による天然バリアへの影響としては、地下水の粘性

が低下することによる地下水の流速の増大等を想定し、近接する河川等

に短時間で放出されるものと想定する。なお、熱水や酸性水により変質

した人工バリア材料や天然バリアの収着性が蓋然性をもって評価できる

場合にはそれを考慮する。 

生活圏における被ばく経路としては、一般的に想定される被ばく経路の

中から、想定する火山の発生規模から考えられる非放射線学的な影響が

及ぶ範囲との関係に鑑み、かつシナリオが発生したときの状況及びその

想定時期を勘案して、適切に設定する。 
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8. 人為事象シナリオの設定 

 

8.1 人為事象シナリオに対する安全評価の考え方 

1) 人為事象の選定 

将来の人間の行動に関しては、「埋設施設の存在の有無に拘わらず、個人ま

たは集団の習慣や特性から想定される人間のふるまい（受動的）」と、「閉鎖

後の期間において、人工バリア及び（または）天然バリアの性能に影響を及

ぼす可能性のある人間の特定の行為や地域的な慣行から想定される将来の

人間の行為（能動的）」に大きく分類できる。余裕深度処分の安全評価にお

ける人為事象シナリオの設定においては、「埋設施設のバリア機能に影響を

与える行為」を対象とすることが適切である。一方、「人間のふるまい（受

動的）」については、基本シナリオ及び変動シナリオを評価する中で、生活

圏設定の一環として適切に取り扱われる必要がある。 

この「埋設施設のバリア機能に影響を与える行為」については、国際原子力

機関の安全指針等を参考に、「埋設施設（廃棄体と人工バリア）及び埋設施

設近傍の天然バリアに擾乱を与える行為（人間侵入）」とその結果生じる影

響の評価とすることが適切である。 

なお、人為事象については、意図的な行為と偶発的な行為に分類されるが、

埋設施設への意図的な行為については、国際的にも安全評価の対象とはして

いないことから、埋設施設を認知しない偶発的な行為を評価の対象とする。 

2) 余裕深度処分の概念成立性と人為事象との関係 

余裕深度処分とは、埋設されている放射性廃棄物による潜在的なリスクが有

意な期間は埋設深度による離隔性によって安全を確保する、という考え方で

あり、この概念の成立性は、人為事象による影響評価と関連がある。この離

隔性すなわち埋設深度は隆起・侵食、海水準変動による時間的変動を考慮し

て設定されなければならない。その設定方法としては、以下のような人工バ

リアによる人為事象に対する物理的抵抗性とその維持期間から埋設深度の

妥当性を判断する考え方が適当と考えられる。 

トンネル工事等を伴う大規模な地下空間の利用は、一般的にはボーリング調

査等を含む十分な事前調査が行われ、埋設施設の存在は認知されると考えら

れる。加えて、人工バリアが評価対象地点で想定される掘削工法に対して十

分な物理的抵抗性を有し、掘削が技術的に困難と思われる間は、人工バリア

は人間侵入に対する防護機能を有していると考えることができる。 

この物理的抵抗性は評価対象地点の岩盤と著しく異なる特性、例えば岩盤よ

りも強度的に勝る人工バリアの構成部位によって担保され、その期間は金属

腐食等による構成部位の劣化に依存する。また、この金属腐食等の劣化は評
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価対象地点の地下水の化学環境に依存し、人間侵入に対する防護機能を維持

し得る期間は埋設深度に依存する。すなわち、埋設深度が深い場合には、隆

起・侵食、海水準変動を考慮しても、長期間にわたり安定した地下水の流動

場や化学的に安定した還元環境が維持されることが想定され、人間侵入に対

しても長期にわたり防護機能を有することが考えられる。したがって、埋設

深度を規定する代わりに、この物理的抵抗性を維持すべき期間が、埋設する

放射能インベントリの減衰と比較して、十分に長いと評価される場合には適

切な埋設深度を有していると考えることができる。また、埋設施設の上部の

浅い地下空間は、管理期間の終了後の任意の時点において利用に供されるこ

とが考えられる。埋設施設の上部空間にトンネルが掘削された場合、そのト

ンネルに向かう地下水の流れが形成され、人工バリアから放出される全ての

放射性物質がトンネルへ集水され、一括して河川等に排水されることが想定

される。したがって、人工バリアはこのような観点からも、ある期間まで放

射性物質の移行抑制機能を有している必要がある。この期間も地下水の化学

環境等との関連で埋設深度に依存する。 

この考え方は、埋設施設が建設される地質環境とともに埋設施設の設計条件

等に関し、埋設される廃棄物の特性（長半減期の放射性物質の種類やその放

射能インベントリ等）との関係において検討することに主眼をおいた考え方

であり、余裕深度処分の安全設計の妥当性評価を目的とした人為事象の評価

としては適切と考えられる。なお、隆起・侵食、海水準変動に伴い埋設施設

が地表付近に近接することが想定される場合には、この時点でもなお有意な

量の放射能が評価対象地点周辺に残存していないかについて、被ばく経路と

して居住を想定した評価等を行い、安全性が確保されることを確認しておく

必要がある。 

3) 偶発的な人為事象として評価すべき事象 

偶発的な人為事象に対して埋設施設の安全性を確保する観点からは、事象が

発生した場合における被ばくを低減することに加え、その可能性を減らす努

力を行うことが重要である。この観点から、以下のような対策が講じられて

いなければならない。 

・ 鉱物資源がない等の埋設地選定における対策 

・ 処分深度を深くする、侵入バリアを設置する等の設計における対策 

・ 記録の保存等の管理による対策 

余裕深度処分においては、これらの対策の効果を適切に評価した上で、なお

回避されないリスクを対象に安全評価を行い、人間侵入に関する被ばく線量

が「めやす」を満足するとともに、合理的に実現可能な範囲において十分低

いものとなっていることを確認する。このため、周辺住民と作業者等の特定
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の接近者個人に分けて評価する。評価に際しては、将来の人間の行為につい

ては極力様式化するとともに、周辺住民の安全を確保する観点から処分シス

テムの設計が放射線防護上の観点からその影響を適切に緩和しうるもので

あるか否かを判断するため、人間の行為と関連して生じる自然過程の事象に

ついてはできるだけ確からしい設定に基づく評価を行い、その影響緩和の蓋

然性を示すとともに、余裕深度処分の妥当性判断のためには、不確かさを考

慮した保守的な評価も行うものとする。また、特定の接近者個人についても、

想定される被ばくの幅を抑える観点から、一定の様式化のもとで、できるだ

け確からしい想定のもとに評価することに加えて、保守的な想定のもとに

大の被ばくを評価するシナリオを設定する。 

このような観点から評価の対象となる偶発的な人為事象は次のように整理

できる。 

・ ボーリング等による地表からの掘削活動 

・ トンネル等の地下空間における掘削活動 

・ 地表における大開発土地利用等のための掘削活動 

4) 偶発的な人為事象に対する安全評価シナリオの抽出 

① ボーリング等による地表からの掘削活動 

埋設されている廃棄物の放射能量または放射能濃度が適切な範囲である

ことを周辺住民や特定の接近者個人に対する被ばく評価によって確認す

ることが埋設事業の妥当性を評価する上で必要である。廃棄体単位また

は処分空洞単位の放射能インベントリの妥当性を評価するため、以下の 3

つの観点からボーリング掘削に伴う被ばくを評価する。 

・ 埋設施設を直接貫通するボーリングが掘削され、その掘削されたボー

リングコアの観察に伴う特定の接近者個人（コアの観察者）の被ばく

を評価するシナリオ（以下、「直接掘削コア観察シナリオ」という。）

によって、廃棄体単位の放射能濃度の妥当性を確認する。 

・ 埋設施設を直接貫通したボーリング掘削孔が放置され、バリア性能が

失われた処分空洞から生活圏への直接または高透水性の構造等を経

由する短絡した移行経路が形成されることよる周辺住民の被ばくを

評価するシナリオ（以下、「移行経路短絡シナリオ」という。）によっ

て、処分空洞単位に埋設される放射能インベントリの妥当性を確認す

る。 

・ 地下水の取水を目的として掘削されたボーリング孔が埋設施設の近

傍を通過した場合の特定の接近者個人（地下水摂取者）の被ばくを評

価するシナリオ（以下、「埋設施設近傍掘削ボーリング孔地下水摂取

シナリオ」という。）によって、処分空洞に埋設される放射能インベ
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ントリ及び人工バリアによる放射性物質の移行抑制機能の妥当性を

確認する。 

② トンネル等の地下空間における掘削活動 

評価対象地点の地下空間の利用としてのトンネル掘削シナリオは、埋設

施設の近傍の上部空間が掘削される場合と、埋設施設を貫通するトンネ

ルが掘削される場合とに分けられる。このため、以下の 2 つの観点から

トンネル掘削に伴う被ばくを評価する。 

・ 埋設施設の近傍の上部空間がトンネル掘削され、地下水に含まれる放

射能がそのトンネルに集水され、一括して河川等に排出される際の周

辺住民の被ばくを評価するシナリオ（以下、「埋設施設近傍トンネル

掘削シナリオ」という。）によって、人工バリアによる放射性物質の

移行抑制機能とその機能を有する期間の妥当性を確認する。 

・ 埋設施設を貫通するトンネルが掘削され、そのトンネル掘削の作業に

伴う特定の接近者個人（トンネル掘削作業者）及び周辺住民（掘削土

から河川等に流出した河川水等の利用者）の被ばくを評価するシナリ

オ（以下、「埋設施設貫通トンネル掘削シナリオ」という。）によって、

人工バリアの物理的抵抗性とその機能を有する期間の妥当性を確認

する。 

③ 地表における大開発土地利用等のため掘削活動 

隆起・侵食、海水準変動に伴い埋設施設が地表付近に近接することが想

定される場合、地表面から埋設施設全体が掘削され、その掘削土の放射

能濃度が も高くなる状態において、掘削土が使用されるとともに大規

模に開発された土地利用に伴う特定の接近者個人（建設作業者）及び周

辺住民（掘削土上の居住者）の被ばくを評価するシナリオ（以下、「大開

発土地利用シナリオ」という。）によって、この時点でもなお有意な量の

放射能が評価対象地点周辺に残存していないことを確認する。 

 

8.2 ボーリングシナリオの設定 

1) 直接掘削コア観察シナリオ 

① 評価目的 

廃棄体単位の放射能濃度の妥当性を確認する。 

② 評価の考え方 

本シナリオでは、特定の接近者個人すなわちコアの観察者に対するボー

リングコアからの直接的な被ばくを評価する。評価時期は、管理期間終

了以後の も保守的な評価結果となる時期に掘削されるものとする。放

射能レベル及び放射線のエネルギーからみて外部被ばく等に及ぼす影響



58 

が大きい短半減期の放射性物質（コバルト 60、セシウム 137 等）は管理

期間終了の時点においては、十分に減衰している必要がある。余裕深度

処分の対象となる廃棄物は、その特性、含まれる放射性物質及び放射能

濃度等が多岐にわたる。そのため、廃棄物ごとの放射能濃度とその特性

を評価して、コア観察の対象となる廃棄体を選定して評価を行うことと

する。 

③ 評価条件とその様式化 

本シナリオの評価パラメータには任意性があり、その設定値如何で評価

結果に大きく影響する。したがって、念のため、その影響を把握すると

いう、人為事象シナリオ評価の本来の目的に照らし、評価方法及び評価

パラメータを様式化する必要がある。具体的に、観察するコアの長さ・

コアの直径、観察時間等は、それらに関する現状の科学技術的知見に基

づき様式化し、設定することとする。 

なお、観察するコアの放射能濃度の設定については、平均的な放射能濃

度の廃棄体と、 大の放射能濃度の廃棄体を対象とする保守的な設定の 2

つのケースの評価を実施することとする。 

④ 被ばく経路 

本シナリオでは、特定の接近者個人すなわちコアの観察者の外部被ばく

及び内部被ばくについて評価する。 

2) 移行経路短絡シナリオ 

① 評価目的 

処分空洞単位に埋設される放射能インベントリの妥当性を確認する。 

② 評価の考え方 

本シナリオでは、埋設施設を直接貫通したボーリング孔が放置され、バ

リア性能が失われた処分空洞から生活圏への直接または高透水性の構造

等を経由する短絡した移行経路が形成されることよる周辺住民の被ばく

を評価する。 

③ 評価条件とその様式化 

短絡経路を経由して生活圏に移行する放射能インベントリは、貫通した

処分空洞単位あたりの放射能量に基づいて算出する。処分空洞内では分

配平衡にあるとみなされるので、すべての放射性物質が地下水に溶出し

ていることを想定することは科学的に合理的ではないことから、処分空

洞内の間隙水中の放射性物質が短絡経路を経由して生活圏へ移行すると

して評価する。評価に当たっては、処分空洞内の間隙水が汚染されてい

ない地下水と混合し、間隙水が放出されるものと想定する。このとき、

間隙率等の評価パラメータの設定、分配平衡及び廃棄物から間隙水への
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放射性物質の溶出等の評価の考え方については、基本地下水シナリオで

の設定及び評価の考え方に準ずることとする。 

評価時期としては、廃棄物から放射性物質の瞬時放出が想定される使用

済樹脂等を埋設する処分空洞にあっては、管理期間の終了直後を想定す

ることが、また、腐食による溶出が想定される放射化金属等を埋設する

処分空洞にあっては、処分空洞内の間隙水の放射能濃度が も高くなる

時期を、それぞれ想定することが保守的であると考えられる。 

生活圏への移行経路としては、基本的には地下水シナリオで設定したも

のに準じるが、ボーリング掘削された処分空洞から短絡経路を経由した

流出先は必ずしもこれと同一ではないことから、希釈効果の小さい、す

なわち水量の少ない河川等に流出することを想定する。 

なお、処分空洞を貫通したボーリング孔から生活圏に至る短絡経路中の

放射性物質の移行の評価に際しては、短絡経路であるボーリング孔の諸

元については直接掘削コア観察シナリオのボーリング孔の設定に準じ、

さらに埋設施設近傍の水理地質構造に基づき高透水性の構造等をできる

だけ確からしく設定する場合と、貫通した処分空洞内の間隙水が短期間

で直接生活圏に至ると保守的な想定をする場合の評価を実施することと

する。 

④ 被ばく経路 

本シナリオでは、河川等の水の利用による周辺住民の被ばくについて評

価する。 

3) 埋設施設近傍掘削ボーリング孔地下水摂取シナリオ 

① 評価目的 

処分空洞に埋設される放射能インベントリ及び人工バリアによる放射性

物質の移行抑制機能の妥当性を確認する。 

② 評価の考え方 

本シナリオでは、埋設施設近傍で掘削したボーリング孔から地下水を摂

取しても、人工バリアによる放射性物質の移行抑制機能により摂取する

地下水中の放射性物質の濃度は安全上の問題は生じない程度に抑えられ

ていることを確認・評価する。評価に当たっては、地下水の水質、水量

によらず、処分空洞の外側を通過するボーリング孔から取水した地下水

を、直接飲用するものと仮定する。 

③ 評価条件とその様式化 

本シナリオで評価の対象とする地下水は、処分空洞近傍に形成される掘

削影響領域を通過するボーリング孔から取水するものとする。このとき、

掘削影響領域の放射能濃度は、処分空洞近傍の水理特性及び本シナリオ
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想定時点での人工バリアの劣化挙動を考慮して設定する。また、ボーリ

ング孔の諸元は特に設定せず飲用に必要な水量が単一のボーリング孔か

ら得られるものと想定する。 

なお、掘削影響領域から取水する地下水の放射能濃度を評価する上で、

処分空洞近傍の水理特性及び人工バリアの劣化挙動についてできるだけ

確からしい設定によって評価する場合と、掘削影響領域の連結や人工バ

リアの劣化挙動を保守的に設定して評価する場合の 2 つのケースの評価

を実施することとする。 

④ 被ばく経路 

本シナリオでは、地下水を飲用する特定の接近者個人、すなわち地下水

摂取者の内部被ばくについて評価する。 

 

8.3 トンネル掘削シナリオの設定 

1) 埋設施設近傍トンネル掘削シナリオ 

① 評価目的  

人工バリアによる放射性物質の移行抑制機能とその機能を有する期間の

妥当性を確認する。 

② 評価の考え方 

埋設施設の上部の浅い地下空間は、管理期間の終了後の任意の時点にお

いて利用に供されることが考えられることから、この時点においてトン

ネル工事が行われるものと想定する。 

埋設施設の上部空間にトンネルが掘削された場合、そのトンネルに向か

う地下水の流れが形成され、人工バリアから放出される全ての放射性物

質がトンネルへ集水され、一括して河川等に排水されるものと想定する。 

本シナリオは、埋設施設とトンネル間の離隔距離と人工バリアの防護機

能に関する状態設定に依存する。ここでは、掘削するトンネルの深さを

規定することなく安全上の保守性にたって評価することとし、人工バリ

アによる放射性物質の移行抑制機能が喪失した時点で、トンネルとの離

隔距離も喪失していると仮定する。 

③ 評価条件とその様式化 

本シナリオにおけるトンネルの掘削の条件として、処分空洞群と直角方

向の も保守的と考えられる位置にトンネルが掘削されるものと想定す

る。トンネルからの排水中の放射性物質の濃度は、トンネルに近接する

処分空洞から放出される放射性物質がすべてトンネルへ集められるもの

として設定する。 

なお、処分空洞から放出される放射性物質の評価に際しては、トンネル
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が上部に掘削された場合の動水勾配や人工バリアの固有の特性について

できるだけ確からしい設定とする場合と、より多くの放射性物質が移行

するように動水勾配や人工バリアの固有の特性を保守的に想定する場合

の評価を実施することとする。 

④ 被ばく経路 

本シナリオでは、トンネルから排水として河川等に放出され、その河川

水等を利用する周辺住民の被ばくについて評価する。 

2) 埋設施設貫通トンネル掘削シナリオ 

① 評価目的 

人工バリアの物理的抵抗性とその機能を有する期間の妥当性を確認する。 

② 評価の考え方 

人工バリアの認知性が喪失した段階では、埋設施設と認知されずに処分

空洞を貫通する掘削行為が行われると想定することが も保守的であり、

この時期のトンネル掘削を想定する。人工バリアの認知性が喪失した段

階とは、評価対象地点の岩石から想定される掘削方法を念頭に、人工バ

リアが物理的抵抗性を有する状態では掘削が通常は困難であり、人工バ

リアが固有の断面形状を維持している等、明らかに埋設施設の存在を認

知できる状態が人工バリアの劣化等により喪失された段階を指す。 

このときの掘削の方法は、現状の知見に基づき、評価対象地点の岩石か

ら想定される一般的に合理的な掘削方法とする。例えば、堆積岩のよう

な軟岩の場合、埋設施設の鉄筋等が腐食されずにその物理的抵抗性を維

持している期間は、掘削が困難と思われるので、腐食の影響等を評価し

て、シナリオの想定時期を考察すること等が考えられる。 

さらに、掘削に伴って掘削土（ズリ）が発生し、その掘削土が地上に放

置されることによって降雨に晒され、放射性物質が移行し周辺住民が被

ばくすることを想定する。 

③ 評価条件とその様式化 

掘削の対象としては、基本的に、一本の処分空洞を想定する。ただし、

複数の処分空洞が同一深度で直線上に近接して配列されているような場

合は、これらの処分空洞の長さの総計とする。このような評価条件を設

けることにより、埋設施設貫通トンネル掘削シナリオのような人為事象

に対する配慮が埋設施設の設計上なされていることを確認する。 

トンネルの空洞径は、人工バリアの断面積と等価な空洞径とすることを

基本とするが、トンネル掘削作業員の外部被ばく評価の観点から、保守

的にこれよりも小さい空洞径に設定することも考えられる。 

掘削土に残存する放射能は、人工バリアの認知性が喪失した段階におい
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て処分空洞内に残留している放射能とする。掘削土置き場の形状は、現

状における掘削土置き場での安全確保のための形状を参考にし、掘削土

総量を平面的に置いた状態を想定するとともに、掘削土の総量は処分空

洞一本分（ただし、複数の処分空洞が同一深度で直線上に近接して配列

されているような場合は、これらの処分空洞分を対象）とする。 

降水量については、処分空洞が掘削される時期に関する不確かさを考慮

して設定する。また、掘削土置き場が設置される位置については任意性

があることから、希釈効果の小さい、すなわち水量の少ない河川等に流

出することを想定する。 

なお、シナリオの想定時期として、腐食の影響等による物理的抵抗性の

変化をできるだけ確からしい設定に基づき、人工バリアの認知性が喪失

する時期を想定する場合と、環境変化による腐食の進展等を保守的に想

定し、早い時期に認知性が喪失する場合の評価を実施することとする。 

④ 被ばく経路 

本シナリオでは、特定の接近者個人すなわち、トンネル掘削の作業者の

外部被ばく及び内部被ばく、並びに掘削土に浸透した降雨水が流入する

河川等の水を利用する周辺住民の被ばくについて評価する。 

 

8.4 大開発土地利用シナリオの設定 

① 評価目的 

隆起・侵食、海水準変動に伴い埋設施設が地表付近に近接することが想

定される場合には、地表面から埋設施設全体を直接掘削する状態を想定

することにより、このような時点において残留する長半減期の放射性物

質の放射能インベントリ（放射能濃度）の妥当性を確認する。 

② 評価の考え方 

本シナリオは、隆起・侵食、海水準変動により、埋設施設が地表付近に

近接することが想定される場合において、地表面から埋設施設全体を直

接掘削する状態を想定しても残留する放射能が低く抑えられていること

を評価するシナリオである。掘削を想定する時期は、埋設施設貫通トン

ネル掘削シナリオと同様に、人工バリアが物理的抵抗性を喪失する時点

以降の任意の時点とする。掘削する方式は、掘削土の放射能濃度が も

高くなるような状態を想定するため、周辺土壌との混合がない立坑方式

とし、掘削土は平面的に盛土されるものとし、掘削された人工バリア該

当部分は盛土の表面に積層されるものと想定する。掘削する範囲は埋設

施設全体を包絡する形で掘削する工事を仮定し、工事の範囲として掘削

領域の放射能濃度が高くなるように領域を選定する。 



63 

③ 評価条件とその様式化 

評価対象とする放射能量は、掘削する段階において、掘削対象領域の人

工バリア内部に残留する放射性物質の量とする。 

掘削する時期は、人工バリアが物理的抵抗性を喪失する時点以降の任意

の時点とするが、この時想定する掘削工法は、現状の知見に基づき、評

価対象地点の地表近傍の岩石の状態から想定される一般的に合理的な方

法とし、物理的抵抗性の喪失する時期を設定するものとする。 

掘削の対象となる建設作業範囲は、処分空洞内の区画単位で放射能濃度

が 大になる人工バリアの高さと断面積に基づき設定する。評価に当た

っては、建設作業範囲内に分布する土壌との混合のみを想定し、その作

業範囲外から持ち込んだ土壌による希釈は想定しない。 

なお、人工バリアに残留する放射性物質の量は、掘削するまでに漏出す

る放射性物質の量をできるたけ確からしく評価する場合と、埋設施設か

らの漏出を保守的に評価する場合について、また、掘削の想定時期につ

いては、人工バリアの物理的抵抗性が喪失する時期をできるだけ確から

しい評価に基づき設定する場合と、保守的に早い時期に喪失する場合に

ついて、代表的組み合わせの評価を実施することとする。 

④ 被ばく経路 

本シナリオでは、特定の接近者個人すなわち建設作業者の外部被ばく及

び内部被ばく、並びに大開発に伴う掘削土上に居住する周辺住民の外部

被ばく及び内部被ばくについて評価する。 
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9. 管理期間の終了に係る考え方 

 

管理期間を終了し管理を解くこと、すなわち基本的に安全規制を要しない段

階に至ることの妥当性を判断する上でその根拠となる基準については、国際

機関における勧告やそれに基づく我が国の放射線審議会における審議の動

向等を踏まえつつ検討した。その結果は、以下のように整理される。 

なお、本件に関する検討は、原子力安全委員会の放射性廃棄物・廃止措置専

門部会の「共通的重要事項報告書」及び「中間報告」の内容に基づいており、

以下の整理はそれらの報告の内容を含んでいる。 

1) 放射性廃棄物処分の長期の安全評価を行う上では、その判断の根拠を 300μ

Sv/年の線量拘束値または、10-5/年のリスク拘束値以下になるようにすると

の考えが妥当というのが、 近の国際的考え方であり、同様の考え方を、我

が国の放射線審議会1も妥当としている。 

2) 各国では、その国際的考えを参考にしつつ、それぞれの国の基準（判断の根

拠）を定めており、我が国においても、各国の考えを参考としつつ、安全評

価に際し数万年から数十万年の長期のシナリオ評価を行うことが必要であ

り、それによる不確かさの大きさ等を勘案すると、判断の根拠としては、余

裕をみて、スウェーデン、スイス、英国2等と同様に、管理期間終了以後のリ

スクを 10-6/年以下とすることが妥当と判断した。 

3) 管理期間終了以降も有意な濃度の放射性物質が埋設施設内に残存すると考

えられる余裕深度処分に係る安全規制においては、管理期間終了以後に規制

を要しない根拠を明らかにすることが特に求められており、この 10-6/年以下

を採用することは、有意な濃度の放射性物質が残存しても規制を要しないほ

どのリスク水準に十分になりうることを明らかにする観点から重要と考え

る。 

4) 余裕深度処分の安全評価に用いるシナリオ群については、シナリオの発生の

可能性の程度に応じた評価が重要であるが、何万年、何十万年もの長期にわ

たるシナリオの発生確率を定量化することは基本的に難しいことから、目標

とするリスク水準を念頭に置きつつ、対応する線量の「めやす」との比較を

行うことにより安全性を判断するという考え方が合理的であり、このような

考え方として、中間報告でも示したとおり、ICRP Publ.813で示されている線

                                                  
1 ；放射性固体廃棄物埋設処分及びクリアランスに係る放射線防護に関する基本的考え方につい

て（案）、平成 21 年、放射線審議会基本部会． 
2 ；10-6/年を（シナリオの発生確率を 1として）線量に換算すると、スウェーデンでは約 15μ

Sv/年、英国では約 20μSv/年となり、その値を実質的な判断根拠として採用している。 
3 ；ICRP, 1998. Radiation protection recommendations as applied to the disposal of 

long-lived solid radioactive waste, ICRP Publication 81. 
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量／確率分解アプローチを参考とすることとした。 

5) 中間報告では、基本シナリオ、変動シナリオ、人為・稀頻度事象シナリオの

3 区分に分解することが妥当とされていた。しかし、その後人為事象につい

ては、国際機関及び諸外国において自然過程シナリオとは区別して取り扱っ

ている場合が多く、それらも踏まえ、今回の検討においては、稀頻度事象シ

ナリオとは分けて議論を行うこととした。以上から、本報告では中間報告で

示したリスク論的考え方について、それぞれ、基本シナリオ、変動シナリオ、

稀頻度事象シナリオ、人為事象シナリオに区分することとした。 

6) 各シナリオの評価では、被ばく線量を算定しその結果をあらかじめ定めた

「めやす」と比較する。これは将来世代の健康障害への影響を予測するため

ではなく、シナリオの設定条件として反映される評価対象地点固有の条件や

安全を確保するために施される工学的対策が、求める安全性のレベルを確保

しているかどうかを判断するためである。 

7) それぞれの区分に相当する「めやす」については、中間報告では以下のよう

な考えを妥当として決定した。 

a) 基本シナリオについては、発生の可能性が高く、通常考えられるシナリ

オ、すなわち、いわば発生確率が１のシナリオについて評価することか

ら、スウェーデンや英国と同様な値を「めやす」にする。具体的には、

安全評価のもともとの精度等を勘案して、10μSv/年とする。 

b) 変動シナリオについては、発生の可能性は低いが、安全評価上重要な変

動要因を考慮してもその影響は限定的であることを示すことが当シナリ

オ評価の眼目であることから、国際的に安全評価結果の妥当性を判断す

る際、参考にすべきと勧告されている、300μSv/年とする。 

c) 稀頻度事象シナリオについては、変動シナリオにくらべ、明らかに発生

するとは考えがたいシナリオについても念のため考慮するもので、その

ような場合であっても、ICRP が、放射線防護上の特別な措置、すなわち

介入を要するかどうかを判断する際の参考レベルとされていた 10～

100mSv/年を、シナリオの蓋然性に応じた、「めやす」とする。 

d) 人為事象シナリオについては、ICRP Publ.81にも推奨されているように、

適切な様式化を行った上、安全評価を行い、介入レベルを判断の「めや

す」とする。 

8) 中間報告以降、ICRP は、2007 年勧告4を示し、上記 c)の介入の判断に係る参

考レベルをそのまま採用せず、介入の要否は、状況に応じて、1mSv/年～

20mSv/年の間において考慮することを推奨している。 

                                                  
4 ；ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the Iternational Commission on 

Radiological Protection, ICRP Publication 103. 
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このため、人為事象における周辺住民の被ばくシナリオに対する「めやす」

は、2007 年勧告にある参考レベルの 1mSv/年～20mSv/年に対し、長期のシナ

リオ想定に伴う不確かさに起因する安全評価の精度上の限界等を勘案し、

1mSv/年～10mSv/年にするのが妥当と考える。ここで、上限の 10mSv/年は、

様式化(将来の人間の生活様式)等に係る不確かさを考慮しても申請の埋設

事業計画が妥当と判断するレベルで、下限の 1mSv/年は、土地利用制限等の

法的措置をとらない申請事業計画において、人為事象による影響をできるだ

け低減化する措置が予め講じられているか否かを判断するレベルとする。 

9) また、2007 年勧告では、放射線緊急事態による も高い計画残存線量に対す

る参考レベルとして 20mSv～100mSv を推奨している。したがって、人為事象

シナリオでも特定の接近者個人に対する被ばくシナリオ及び、稀頻度事象シ

ナリオに対しては、この参考レベルを参酌するとともに、長期のシナリオ想

定に伴う不確かさに起因する当該安全評価の精度上の限界等を勘案して、特

定の接近者個人に対しては 10mSv～100mSv、稀頻度事象シナリオに対しては

10mSv/年～100mSv/年を「めやす」とすることが妥当と考える。 

10) 管理期間終了以後に規制を要しない根拠、すなわち当該リスクが 10-6/年以

下になることに関する、以上の基本シナリオ、変動シナリオ、稀頻度事象シ

ナリオ、人為事象シナリオの 区分評価に基づく説明は、次のように要約さ

れる。 

a) 申請者は、処分システムの基本設計及びその方針について、リスクが 10-6/

年以下、すなわち基本シナリオに基づく安全評価の結果が 10μSv/年以下

になる可能性が十分にあることに関する科学的蓋然性を示すこと。 

b) 申請者は、その基本シナリオ設定に当たっての不確かさを考慮した変動

シナリオについて安全評価を行い、その影響が 300μSv/年以下であるこ

とを示すこと。 

c) 申請者は、また、念のために考慮すべき稀頻度事象シナリオについても

敢えて安全評価を行い、その評価結果が 10mSv/年を超えないこと、さら

に保守的な条件設定を行った場合でも 100mSv/年以下となることを示す

こと、すなわち、そのような状況においても、放射線防護上の特別の措

置を必ずしも必要とする状況には至らないことを示すこと。 

d) 申請者は、さらに、人為事象シナリオについても、人間の行為を様式化

した上で、それに関連して生じる自然過程の事象についてできるだけ確

からしい想定と不確かさを考慮した保守的な想定を行い評価し、前者の

想定に基づく周辺住民への影響については 1mSv/年以下、後者の想定に基

づく周辺住民への影響については 10mSv/年以下であることを示すこと。

同様に、前者の想定に基づく特定の接近者個人への影響については 10mSv
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以下、後者の想定に基づく特定の接近者個人への影響については 100mSv

以下であることを示すこと。 

e) 以上の区分評価の結果を総合して、計画された埋設事業は、規制を要し

ない管理期間終了段階に移行できる可能性について、科学的根拠はある

ものと判断する。 

11) 後に、上記の区分化された判断のめやすとシナリオ想定との関連につい

て補足すると、以下の通りである。 

a) 基本シナリオによる評価は、通常であれば、処分システムの基本設計及

びその方針について、埋設事業によるリスクは非常に低く、10-6/年以下

であること、すなわち線量の評価の結果が 10μSv/年以下であることを示

すことが目的であることから、申請者は、できるだけ科学的根拠が明ら

かなデータ、資料等に基づき将来の状況設定を行った上、安全評価上妥

当な確からしいシナリオを想定すること。シナリオは、地下水シナリオ、

ガス移行シナリオ、土地利用シナリオ等の各経路に関し、過渡的な期間、

多重バリア機能に期待する期間、主に天然バリア機能に期待する期間、

埋設施設が地表付近に近接することが想定される期間等に応じ、それぞ

れについて確からしい想定を行うこと。その際、部分的に確率論的評価

が可能であり、かつ有効と考えられる場合には、もっとも確からしいシ

ナリオの説明にできるだけ活用すること。 

b) 変動シナリオによる評価は、長期のシナリオ想定に係る大きな変動要因

を考慮しても、その放射線学的影響は限定的であること、すなわち、国

際的に安全評価結果の妥当性を判断する際、参考にすべきと勧告されて

いる、300μSv/年以下であることを示すことが目的であることから、申

請者は、評価結果への影響が大きい要因について、将来の状況設定も含

めて考慮した上、適切なシナリオ想定を、各経路、各期間ごとに行うこ

と。なお、主として地下水シナリオに対する防護機能である多重バリア

による安全確保では、特定のバリアに過度に依存しないことを原則とし

ていることから、変動地下水シナリオのひとつとして、各バリア機能の

一部が喪失したシナリオを想定すること、すなわち、それによって、多

重バリアの地下水シナリオに対する頑健性を示すこと。 

c) 稀頻度事象シナリオによる評価は、変動シナリオにおいてもなお想定し

がたいほどの稀頻度の事象について敢えて想定し、そのような極端な事

態においても、その影響が基本的に 10mSv/年を超えず、また大きくても

100mSv/年以下であることを示すこと、すなわち、そのような状況におい

ても、放射線防護上の特別の措置を必ずしも必要とする状況には至らな

いことを示すことを目的としていることから、本報告の「稀頻度事象シ
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ナリオ」の項に述べたように、念のための評価シナリオを適切に想定す

ること。なお、当該事象を稀頻度事象として想定する前提には、立地条

件のひとつとしてそのような事象の発生可能性が十分に低いことが確認

されていることが必要である。 

d) 人為事象シナリオによる評価は、このような事象の発生の可能性を減ら

す対策を講じた上で、なお回避されないリスクを対象に、人間の行為を

様式化した上で、それに関連して生じる自然過程の事象についてできる

だけ確からしい想定と不確かさを考慮した保守的な想定を行い評価する

こととし、前者の想定に基づく周辺住民への影響については 1mSv/年以下、

後者の想定に基づく周辺住民への影響については 10mSv/年以下であるこ

とを示すこと。同様に、前者の想定に基づく特定の接近者個人への影響

については 10mSv 以下、後者の想定に基づく特定の接近者個人への影響

については 100mSv 以下であることを示すこと。すなわち、当該埋設事業

がこの観点からも十分な安全上の措置が講じられていることを確認する

ことが目的であることから、本報告の「人為事象シナリオ」の項に述べ

たような様式化等により適切な想定を行い、処分システムの頑健性を示

すこと。なお、本人為事象シナリオを適切に想定し評価することにより、

廃棄体単位の放射能濃度、処分空洞単位に埋設される放射能インベント

リ、人工バリアの機能保持期間、 終的に残存する長半減期の放射性物

質インベントリ、のそれぞれについて、その安全上の妥当性を確認する

ことができる。 

12) なお、以上は、埋設事業の申請段階における評価方法について述べたもの

である。実際の埋設事業は閉鎖前の操業期間だけでも何十年かの長期にわ

たることが予想されるが、この申請段階の評価方法およびその結果につい

ては、事業の開始後から廃止に至るまでの間、定期的にレビューを行い、

新の知見に照らして、必要に応じ改良を加え、それでもなお長期的な安

全性が確保される見通しであることを確認することが求められる。 
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10．おわりに 

 

本報告書は、中間報告で取りまとめた考え方に基づき、 新の動向を踏まえ、

長期の安全評価に係るシナリオ設定の考え方として、地質環境に係る長期変

動事象、生活圏、及び埋設施設の状態設定を行った上で基本シナリオ、変動

シナリオ、稀頻度事象シナリオ、及び人為事象シナリオを設定するアプロー

チについて示した。また、中間報告で取りまとめたシナリオの考え方及び判

断の「めやす」を再整理するとともに、管理期間の終了に係る考え方につい

ても併せて示した。 

今後、原子力安全委員会では、本検討結果を踏まえ、余裕深度処分を含めた

安全審査の基本的考え方を策定する必要がある。 
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受入施設，放射線管理施設など
地上施設

地下施設 アクセス坑道

地表面

処分空洞

周辺坑道

 

図 1 埋設施設の概念図 

 

 

 

 

空洞内充てん材

低透水層

低拡散層

区画内充てん材

コンクリートピット

支保・覆工（処分空洞）

ベントナイト系部位

廃棄体

セメント系部位

 

図 2 処分空洞内部の概念図 
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埋設施設 地上施設

地下施設 ｱｸｾｽ／周辺坑道

処分空洞

受入施設等

低透水層

低拡散層

コンクリートピット※

セメント系部位

空洞内充てん材

区画内充てん材

廃棄体 処分容器※

廃棄物※

埋戻し材

プラグ

支保・覆工※

支保・覆工※

※ ： 金属を含む部位

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系部位

 

図 3 埋設施設の構成と部位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 余裕深度処分における多重バリアの構成と考え方 
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主な用語解説 

 

（この用語解説は、本報告書の参考として、本報告書に用いられている専門用

語を簡略に説明したものである。） 

 

い 

移行経路・被ばく経路： 

埋設した廃棄物から放射性物質が溶出し生活圏に運ばれるまでの経路を移行

経路とよび、生活圏に到達してから放射性物質が人間に直接的・間接的に影響

を与えるまでの経路を被ばく経路とよぶ。被ばく経路は様式化する。 

 

え 

FEP の分析（Feature、 Event and Process Analysis）： 

 処分システムの性能に関係するシステムを構成する人工バリア及び天然バリ

アの各要素の特性（Feature）、特性に影響を与える事象（Event）及びシステム

の時間的変遷の過程（Process）を網羅的に抽出したものについて、相互の関連

性等を考慮しながら安全上重要な埋設施設の状態を選び出す手法をいう。 

 

か 

海水準変動： 

 海水面が陸地に対して昇降する現象を広い意味で海水準変動という。この変

動には、隆起・沈降といった地殻変動による陸地の昇降に、気候変動に伴う氷

河の消長に起因する海水量の変化によってもたらされる世界的な海水面の昇降

が重なっているが、単に「海水準変動」という場合、後者のみをさす場合が多

く、本文においてもその趣旨で用いる。 

 

涵養量： 

地下水系に水が供給される過程を涵養といい、その量を涵養量という。 

 

し 

シナリオ： 

 放射性廃棄物が人間環境に及ぼす影響を評価する観点から、処分システムの

処分直後の状態を基に、長期間のうちにその状態を変化させる可能性のある一

連の現象を想定し、これらを組み合わせて処分システムの長期挙動を描いたも

のをいう。 
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人工バリア： 

 埋設した廃棄物から生活圏への放射性物質の漏出の防止及び低減を期待して

設けられるコンクリートピット等の人工構築物、廃棄体の固型化材料、及び処

分容器等をさす。 

 

侵食： 

 主に、流水、波、雨、雪、風、氷河等によって、地表の物質が削りとられる

現象をいう。 

 

せ 

生活圏： 

現在の評価対象地点周辺で合理的と考えられる水（河川水等）の利用と土地

の利用が想定される深さ、及び人間が活動する範囲をいう。 

 

総放射能量： 

 放射性物質ごとの放射能の総和をいう。単位はベクレル。平均放射能濃度（単

位：ベクレル毎トン）に廃棄物重量（単位：トン）を乗ずることで算定する。 

 

た 

多重バリア： 

 工学的技術を用いて設けられる人工バリアと、天然の岩盤である天然バリア

を組み合わせた多層のバリアによって、長期間にわたって安全な処分システム

を構築することをいう。多層のバリアによって複数の防護機能を持たせ、それ

らが相補的に働くことによって、処分された放射性廃棄物から被る影響の程度

と、影響を被る可能性を長期にわたって低減することを意図したものである。 

 

第四紀火山： 

 第四紀の定義が国際的に変更され、その下限の年代が約 181 万年から約 258

万年に変更されたことに伴い、今後、我が国においても将来的に第四紀の定義

が変更されることも想定される。本報告書で示した「第四紀」とは変更前の第

四紀の定義に従ったものであり、約 181 万年前から現在までの期間をさし、「第

四紀火山」とは約 181 万年前から現在までの間に火山活動が認められた火山の

ことをいう。 

 

ち 

地下水流動・表流水流動： 
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安全評価において水の利用による被ばく等を評価するが、水資源は大きく、

地下水と表流水（地表水）に分けられる。地中にある水のうちで、地下水面よ

り下にあって岩石中の間隙を満たして存在している水を地下水といい、陸地の

表面に存在する水のうちで湖沼や河川等の水を表流水という。これらの水が、

高低差や圧力差によって移行することを、それぞれ地下水流動及び表流水流動

という。 

 

て 

天然バリア： 

 人工バリアまたは埋設した廃棄物の周囲に存在し、埋設した廃棄物から漏出

してきた放射性物質の生活圏への移行を抑制すること等が期待できる岩石・土

壌等をいう。 

 

ふ 

風化帯： 

 地質学における化学的、物理的、及び生物的風化等が作用している領域を念

頭に、安全評価において、埋設当初の深度の地質環境に比べ地下水の流速が速

く、酸化環境である等の特徴をもつ領域をいう。 
 

不確かさ： 

 天然現象には偶然的要素に支配される側面もあり、現象の理解の程度や定義

のあいまいさ等から、これに基づくモデルやデータには必然的に結果を確実に

予測できない面があり、これを不確かさという。放射性廃棄物処分の安全評価

では取扱う現象が多岐にわたり、空間的規模や時間的領域が広範にわたるため、

必要とされる精度のレベルも個々の解析に応じて異なると考えられ、不確かさ

についても十分考慮しておく必要がある。 

 

ほ 

放射性ガス： 

 放射性廃棄物由来の放射性物質を含む気体をいう。例えば、炭素 14 を含むメ

タンガスや、ラドンガスを指す。 

 

放射線分解ガス： 

 放射性廃棄物からのガンマ線等によって、水等が放射線分解されることによ

って発生する気体をいう。特に、コバルト 60 の高エネルギーのガンマ線によっ

て水が放射線分解されて水素ガスが発生することが予想される。 
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放射能インベントリ： 

 埋設しようとする放射性廃棄物に含まれる放射性物質、放射能濃度、廃棄物

重量、及び放射能量の総称をいう。 

 

よ 

様式化： 

 生活圏における将来の人間の生活様式を、現在の評価対象地点周辺の関連す

る情報のほか、現在の我が国で一般的な生活様式を考慮して設定することをい

う。 

 

り 

リスク論的考え方： 

 シナリオの発生の可能性を勘案し、その影響の大きさを評価するという考え

方（「共通的重要事項」）をいう。このようなシナリオの発生の可能性を考慮し

た評価のアプローチには、ICRP が示したように、事象の発生確率と影響を乗じ

てリスクを算出する方法（統合アプローチ）と、シナリオの発生の可能性とそ

れが生じた場合の影響を分けて示し、それを総合的に評価する方法（線量／確

率分解アプローチ）がある。放射性廃棄物処分においては事象の発生確率を定

量化することが困難なことから、後者の方が安全性の評価に当たってより有益

な情報を提供するとされている。よって本報告書では、こうしたことを踏まえ

て示された「共通的重要事項」の定義にしたがっている。 

 

隆起： 

 地殻が変形し持ち上げられる現象をいう。隆起の原因としては、断層活動に

マグマの貫入等が考えられる。海水準の低下に伴って陸地は相対的に上昇する

が、これは地殻の変形によるものではないので、隆起とはよばない。 
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放射性廃棄物・廃止措置専門部会構成員名簿 

 

（専 門 委 員） 

阿部 彩子 東京大学気候システム研究センター准教授 

井口 哲夫 名古屋大学大学院工学研究科教授 

梅木 博之 （独）日本原子力研究開発機構地層処分研究開発部門 

研究主席 

大江 俊昭 東海大学工学部教授 

大野 和子 京都医療科学大学医療科学部教授 

川上 博人 （独）原子力安全基盤機構技術参与 

楠瀬 勤一郎 （独）産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門 

主幹研究員 

小佐古 敏荘 東京大学大学院工学系研究科教授 

佐藤 努  北海道大学大学院工学研究科准教授 

鹿園 直建 慶應義塾大学理工学部教授 

下 道國  藤田保健衛生大学客員教授 

高橋 滋  一橋大学大学院法学研究科教授 

田上 恵子  （独）放射線医学総合研究所主任研究員 

田中 和広   山口大学大学院理工学研究科教授（第２０回会合まで） 

◎ 田中 知  東京大学大学院工学系研究科教授 

田中 勝  鳥取環境大学教授 

田辺 博三  公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター 

技術参事 

辻 幸和 群馬大学大学院工学研究科教授 

登坂 博行 東京大学大学院工学系研究科教授 
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○ 杤山 修 （財）原子力安全研究協会処分システム安全研究所長 

西垣 誠 岡山大学大学院環境学研究科教授 

廣瀬 勝己 上智大学客員教授 

藤川 陽子 京都大学原子炉実験所准教授 

前川 宏一 東京大学大学院工学系研究科教授 

山崎 晴雄 首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授 

山名 元 京都大学原子炉実験所教授 

山内 喜明 山内喜明法律事務所弁護士 

山本 英明 （独）日本原子力研究開発機構東海研究開発センター 

原子力科学研究所放射線管理部技術主席 

油井 三和 （独）日本原子力研究開発機構地層処分研究開発部門 

副部門長 

四元 弘子 森・濱田松本法律事務所弁護士 

米原 英典 （独）放射線医学総合研究所放射線防護研究センター 

規制科学総合研究グループリーダー 

 

◎；部会長、○；副部会長 

 

（平成２２年３月現在、敬称略・五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 



78 

（担当原子力安全委員） 

早田 邦久  

久住 静代  

小山田 修 （平成２１年４月１７日から） 

久木田 豊 （平成２１年４月１７日から） 

東  邦夫 （平成２１年４月１６日まで） 

中桐  滋 （平成２１年４月１６日まで） 

 

（平成２２年３月現在、敬称略） 

 

開 催 日 

第１７回 平成１９年１０月１８日 

第１８回 平成１９年１２月２０日 

第１９回 平成２０年 ７月２５日 

第２０回 平成２０年１１月 ７日 

第２３回 平成２１年１０月 １日 

第２４回 平成２１年１１月 ２日 

第２５回 平成２１年１１月１１日 

第２６回 平成２１年１１月３０日 

第２７回 平成２１年１２月２４日 

第２８回 平成２２年 ３月２９日 
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第二種廃棄物埋設分科会構成員名簿 

 

（専 門 委 員） 

○ 梅木 博之  （独）日本原子力研究開発機構地層処分研究開発部門 

研究主席 

川上 博人  （独）原子力安全基盤機構技術参与 

楠瀬 勤一郎 （独）産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門 

主幹研究員 

佐藤 努    北海道大学大学院工学研究科准教授 

鹿園 直建   慶應義塾大学理工学部教授 

田中 和広   山口大学理学部教授（第１６回会合まで） 

辻  幸和   群馬大学大学院工学研究科教授 

◎ 杤山 修   （財）原子力安全研究協会処分システム安全研究所長 

前川 宏一   東京大学大学院工学系研究科教授 

山崎 晴雄   首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授 

 

◎；主査、○；主査代理 

 

（平成２２年３月現在、敬称略・五十音順） 

 

開 催 日 

第 １回 平成１９年１１月１５日 

第 ２回 平成１９年１２月１３日 

第 ３回 平成２０年 ２月 ８日 

第 ４回 平成２０年 ２月１９日 
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第 ５回 平成２０年 ３月 ７日 

第 ６回 平成２０年 ３月２５日 

第 ７回 平成２０年 ５月 ２日 

第 ８回 平成２０年 ５月２０日 

第 ９回 平成２０年 ６月１７日 

第１０回 平成２０年 ７月 ８日 

第１１回 平成２０年 ９月２４日 

第１２回 平成２０年１０月２３日 

第１３回 平成２０年１１月２６日 

第１４回 平成２０年１２月１５日 

第１５回 平成２１年 ２月２０日 

第１６回 平成２１年 ３月３０日 

第１７回 平成２１年 ５月 １日 

第１８回 平成２１年 ６月 ９日 

第１９回 平成２１年 ７月 ３日 

第２０回 平成２１年 ７月１７日 

第２１回 平成２１年 ８月２７日 

第２２回 平成２１年 ９月１４日 

第２３回 平成２１年 ９月２９日 

第２４回 平成２１年１１月１９日 

第２５回 平成２１年１１月２５日 

第２６回 平成２２年 ３月 ４日 

第２７回 平成２２年 ３月１２日 

 

 




