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１．背景 
 
  我が国における原子力の研究、開発及び利用は、原子力基本法に基づき、厳に平和

の目的に限り、安全の確保を前提に、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の

進歩と産業の振興とを図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与す

ることを目的としている。 
原子力の研究、開発及び利用に伴い、様々な放射性廃棄物が発生する。放射性廃棄

物のうち、使用済燃料の再処理に伴い発生する放射能レベルの高い廃液（高レベル放

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

放射性廃棄物は総じて低レベル放射性廃棄物と呼ばれている。こうした放射性廃棄物

を安全に処理・処分することは、原子力の便益を享受した現世代の責務である。 
平成 17 年 10 月に原子力委員会で決定された原子力政策大綱（以下「大綱」とい

う）では、放射性廃棄物の処分方法を早急に明確にして、その実現に向けて計画的に

取り組むことが重要であると指摘している。具体的には、発生者責任、放射性廃棄物

最小化、合理的な処理・処分、国民との相互理解に基づく実施の４原則を示し、発生

者等の関係者は、新知見や新技術を取り入れて、安全で効率的な処理・処分を行うと

ともに、国は、必要な研究開発の推進、適切な規制と誘導措置を講ずるべきであると

している。 
「合理的な処理・処分の原則」等†に則り、高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体†）

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

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

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

されることとなる。これらの処分方式はいずれも地中への埋設を行うものである（資

料－１参照）。 
浅地中ピット処分と浅地中トレンチ処分は、共に浅い地中へ埋設処分する方法であ

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

り、原子力発電施設の操業で発生した低レベル放射性廃棄物の一部については、既に

浅地中への埋設処分事業が行われている。余裕深度処分とは、一般的な地下利用に対

して十分余裕を持った深度へ処分する方法である。一方、地層処分は、安定な地層中

に埋設して生活環境から隔離することにより、処分の長期的な安全性を確保する処分

方法とされている。 
高レベル放射性廃棄物の地層処分については、事業実施主体の設立、監督、最終処

分場の立地手続き等を規定した特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（以下「特

廃法」という）に基づき、平成 14年から事業実施主体の原子力発電環境整備機構（以
下「NUMO」という）が、2030年代頃の処分場操業開始を目標とした最終処分の候
補地の選定に向けた公募を行っているところであるが、安全規制については特廃法に

「別に法律で定める」と規定されていた。 
 
        
† 平成 20 年 3 月 13 日の第 33 回廃棄物安全小委員会における「低レベル放射性廃棄物の浅地中処分
に係る安全規制について」に対する御意見の概要と考え方を踏まえ、同様な文言の修正を図った。 
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一方、青森県六ヶ所村における使用済燃料の再処理施設の稼動や海外における再処

理に伴い発生した放射性廃棄物（以下「返還廃棄物」という）など、地層処分の対象

となる放射性廃棄物の発生及び貯蔵量の増加が見込まれている。 
このような状況から、国の責務として、地層処分に関して、災害を防止し公共の安

全を図るための安全規制制度の整備が重要な課題となっていた。 
こうした背景を踏まえて、高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る安全規制の法

的枠組みの構築に向けて、原子力安全委員会により取りまとめられた各種報告書に示

されている安全規制に関する基本的な考え方に留意しつつ、国際的な安全基準等との

整合性を考慮するとともに、事業の長期性や段階的実施といった地層処分事業の特徴

を踏まえた検討を行い、その結果を、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部

会廃棄物安全小委員会報告書「放射性廃棄物の地層処分に係る安全規制制度のあり方

について」（平成 18年 9月）（以下「地層処分の安全規制制度のあり方について」と
いう）に取りまとめた。 
平成 19年 6月には、同報告書の内容を踏まえた「核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律」（以下「炉規法」という）の改正案が国会で可決され、高

レベル放射性廃棄物等の埋設による最終処分に係る安全規制が盛り込まれた。 

 
 
 
２．目的及び基本方針 
 

本報告書は、改正炉規法の施行に必要な埋設規則を始めとする経済産業省令の策定

に資することを目的として、地層処分対象となる放射性廃棄物の処分に関し、安全確

保に必要な基本的考え方等、原子力安全委員会や国際原子力機関（IAEA）を始めと
する国内外で示されている考え方を参考に、埋設規則等で規定すべき技術基準等につ

いての検討を行った結果をまとめたものである。 
現時点では、事業実施主体による立地点の公募が行われている状況であり、具体的

な地層処分の技術は 2030年代頃の最終処分場の操業までに、研究開発により今後一
層発展することが見通されることから、国は研究開発の進展を踏まえて、地層処分の

安全規制に係る制度等を整備する必要がある。 
また、規制制度の構築にあたっては、現時点での整備が必ずしも合理的でない部分

については事業の進展に応じて適切な時期までに段階的に整備することが適当であ

る。さらに、原子力安全委員会が平成 19年 5月に取りまとめた「特定放射性廃棄物
処分に係る安全規制の許認可手続きと原子力安全委員会等の関与のあり方について

（中間報告）」においても、安全規制に最新の知見を反映させる制度のあり方の重要

性が指摘されており、具体的には、安全性の向上や不確実性の低減といった観点から、

事業の許可申請から閉鎖確認にいたる各段階において、十分な知見とデータの集積が

なされ、新たな知見とデータに基づいて事業計画又は施設の修正・変更が必要となっ

た場合には事業者が柔軟に修正・変更を行うことができるよう制度を工夫することが

重要とされている。 
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こうした点を踏まえ、技術基準等の検討にあたっては、以下の基本方針に則った。 
①処分技術に関する新たな技術や知見を設計や工事に反映できるよう留意する。 
②今後の処分技術の進展にかかわらず必要と考えられる要件を検討し、現時点で

規定できるものについては反映し、詳細に規定することが必ずしも合理的でな

い部分については、事業の進展に応じて適切な時期までに段階的に整備する。 
 
 
 

３．改正炉規法の概要 
 

炉規法の改正によって、埋設による最終的な処分は第一種廃棄物埋設と第二種廃棄

物埋設の２種類に分類される。（資料－２参照） 

具体的には、第５１条の２において、廃棄の事業を行おうとする者は、次の各号

に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を

受けなければならない旨規定されている。 

一 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物であって、これらに含まれ

る政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を

及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基

準（注 1）を超えるものの埋設の方法による最終的な処分（以下「第一種廃棄物

埋設」という。） 

 

二 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物であって前号に規定するも

の以外のものの埋設の方法による最終的な処分（以下「第二種廃棄物埋設」

という。） 

 

三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物についての第一種廃棄物埋

設及び第二種廃棄物埋設（以下「廃棄物埋設」という。）その他の最終的な処

分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした

管理その他の管理又は処理であって政令で定めるもの（以下「廃棄物管理」

という。） 

 

第一種廃棄物埋設は地層処分対象となる放射性廃棄物の埋設であり、第一種廃棄物

埋設の安全規制の主な概要は以下のとおりである。 
 
（１）事業の許可と許可の基準について 

第一種廃棄物埋設に相当する廃棄物埋設の事業の許可を受けようとする者は、①

廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の性状及び量、②廃棄物

埋設施設（注２）の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法、③廃棄物埋設施設の工事

計画などを記載した事業許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない旨

規定されている。 

経済産業大臣は、許可の申請があった場合においては、その申請が、①その許可
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をすることによって原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれ

がないこと、②その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があ

ること、③廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備が災害の防止上支障がないもので

あること、に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない。 

 

（２）廃棄物埋設施設について 
事業の許可を受けた者（以下「事業者」という）が埋設を行う場合は、政令で定

める第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設（以下「特定廃棄物埋設施設」

という）を除く廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置が経済産業省令

で定める技術上の基準に適合することについて、経済産業省令で定めるところによ

り、経済産業大臣の確認を受けなければならない。 
特定廃棄物埋設施設について、事業者は、工事に着手する前に、施設に関する設

計及び工事の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならず、経済産業大

臣が、設計及び工事の方法が許可を受けたところによるものであり、かつ経済産業

省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときは認可される。 
その後、工事及び性能について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業

大臣の検査を受ける。検査においては、その工事が認可を受けた設計及び方法に従

って行われており、その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していれ

ば合格となる。 
特定廃棄物埋設施設のうち政令で定めるものについては、その性能が上述の技術

上の基準に適合しているかどうかについて、１年以上であって経済産業省令で定め

る期間ごとに経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。 
 
（３）廃棄体について 

事業者は、埋設しようとする放射性廃棄物（以下「廃棄体」という）及びこれに

関する保安のための措置が経済産業省令で定める技術上の基準に適合することに

ついて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければ

ならない。 
 
（４）保安のために講ずべき措置について 

事業者は、①廃棄物埋設施設の保全、②廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の操

作、③核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の事業所内における運搬又

は廃棄について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を

講じなければならない。 
事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定を定め、事業開始前に、

経済産業大臣の認可を受けなければならない。また、事業者は、経済産業省令で定

めるところにより、規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を

受けなければならない。 
 
（５）閉鎖措置について 

事業者は、坑道を閉鎖しようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定める
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ところにより、当該坑道について、坑道の埋め戻し及び坑口の閉塞その他の経済産

業省令で定める措置（以下「閉鎖措置」という）に関する計画（以下「閉鎖措置計

画」という）を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならず、経済産業大臣は、

申請された閉鎖措置計画が経済産業省令で定める基準に適合していると認めると

きは認可を行う。 
事業者は、認可を受けた閉鎖措置計画に従って閉鎖措置を講じなければならず、

経済産業大臣は、これに違反して閉鎖措置を講じた事業者に対して、災害を防止す

るために必要な措置を命ずることができる。 
また、経済産業省令で定めるところにより、その講じた閉鎖措置が前項の認可を

受けた閉鎖措置計画に従って行われていることについて、経済産業省令で定める坑

道の閉鎖の工程ごとに、経済産業大臣が行う確認を受けなければならない。 
 
（６）記録の保存について 

事業者は、経済産業省令で定めるところにより、廃棄物埋設の事業の実施に関し

経済産業省令で定める事項を記録し、これをその事業所に備えておかなければなら

ない。 
 
（７）事業の廃止について 

事業者は、事業を廃止しようとするときは、核燃料物質による汚染の除去、核燃

料物質によって汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置（以下「廃

止措置」という）を講じなければならない。 
 

以上の第一種廃棄物埋設に関する安全規制の法律において、経済産業省令（埋設規

則等）で技術基準等を規定することとしている事項を始めとして、地層処分の特徴を

踏まえて検討すべきものについて、２章に示した基本方針に基づき、地層処分の安全

確保に必要と考えられる基本的考え方及び国内外における考え方を参考に、求められ

る技術基準等についての検討を行った。 
 
 
 
４．安全確保の基本的考え方 
 

第一種廃棄物埋設に係る廃棄物埋設施設（以下「廃棄物埋設施設」という）の技術

基準や保安のために必要な措置等について検討を行うにあたっての安全確保の基本

的考え方として、まず、安全確保の対策を施す対象物である放射性廃棄物の特性を把

握することが必要である。その上で、廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備が核燃料

物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害を防止する上で支障がないも

のであることに関して、これら施設・設備に具備されるべき基本的安全機能を把握し、

それに対して必要な安全規制を講じていくことが重要である。 

本章では、「地層処分の安全規制制度のあり方について」を始めとして、原子力安

全委員会が平成 12年 11月に取りまとめた「高レベル放射性廃棄物の処分に係る安全
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規制の基本的考え方について（第１次報告）」及び平成 16年 6月に取りまとめた「放
射性廃棄物処分の安全規制における共通的な重要事項について」（以下「共通的重要

事項」という）、ならびに IAEAが 2006年に策定した基本安全原則（SF-1）（以下「SF-1」
という）や 2005年に各国の経験や最新の技術的知見を踏まえて地層処分を安全に実
施する上で事業者や規制当局等が取り組むべき事項を取りまとめた安全要件文書「放

射性廃棄物の地層処分（WS-R-4）」（以下「WS-R-4」という）に示された考え方に基
づき、地層処分の安全確保の基本的考え方と、必要と考えられる基本的安全機能を検

討した。 

 
４．１ 基本的考え方 

放射性廃棄物の特性のうち、取り扱いにおける安全を確保する上で特に留意すべき

ものは放射能特性である。地層処分、すなわち第一種廃棄物埋設は、放射能レベルの

上限に制限を設けない埋設による最終処分であり、その対象となる放射性廃棄物（以

下「対象廃棄物」という）は、使用済燃料の再処理に伴って発生する高レベル放射性

廃棄物（ガラス固化体）等が該当し、浅地中処分や余裕深度処分といった第二種廃棄

物埋設の対象となる放射性廃棄物と比較して、放射能レベルが高いものや半減期が極

めて長い放射性物質[0]を多く含むものがある。こうした特徴を有する対象廃棄物の
処分の安全を確保するためには以下の考え方に沿って措置されることが重要である。 

 
①長期的な観点から安全性に影響が及ぶおそれのある因子に配慮しつつ、安全確保

のための対策（立地点選定、工学的対策）を講じる。 
②安全確保を図るため、安全審査以降における埋設事業の各段階でそれぞれの安全

確保対策の妥当性について安全評価等による安全確認を実施する。 
③その安全性を考慮すべき期間が長期にわたるため、制度的管理（注３）等の社会的

な対応にかかわらず、長期的にはそれらに依存しなくても安全が確保されるよう

措置する。 
 

また、全ての放射性廃棄物処分について安全規制を考えていく上で共通する重要事

項として、「共通的重要事項」においても、安全評価の対象となる期間が原子炉等の

通常の原子力施設に対する評価期間に比べて非常に長いこと及び長期性ゆえに派生

する不確実さが、安全評価上、避けられないものとなっていることが示されており、

高レベル放射性廃棄物等の地層処分の安全評価においては、この長期性と不確実性に

対する配慮が特に重要になると考えられる。 

このように、長期性とそれに伴う不確実性を踏まえて国は、許可時の安全審査

において、事業実施主体の実施した安全評価を適切に審査するため、専門家の知

見を活用し、国内外で得られた最新の技術的知見を踏まえ、最善を尽くすことが

重要である。また、事業実施主体においては、立地点の選定段階から許可申請に

かけて、十分な技術的能力の下、最新の技術的知見を踏まえた合理的に適用可能

な手段を講じて適切な安全設計を行うとともに、許可後の建設段階においては、

許可された施設を、適切な品質マネジメントシステムの下、許可の基本設計ないし

基本的設計方針どおりに建設し操業することが重要である。 



 7

４．２ 安全確保に必要な基本的安全機能 

対象廃棄物は、再処理施設等から発生する高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）

や一部の長半減期低発熱放射性廃棄物（注４）であり、これらは、発生施設においてガ

ラス固化体、金属、廃液、雑物等様々な形態を有すると考えられる。（資料－３参照） 

これら対象廃棄物は、大綱の放射性廃棄物最小化の原則に則り、合理的な範囲内で切

断、圧縮及び固型化等により処理され、物理・化学的に安定な性状にした後、さらに

容器に充填するなどの対策によって、「廃棄体」にすることが想定される。その後、

廃棄体の廃棄物埋設施設への受け入れ、検査を経て埋設場所への定置、埋め戻し及び

閉鎖が行われると考えられる。 

  このような対象廃棄物について想定される取り扱いプロセスを時系列に沿って区

分すると、各プロセスにおいて安全確保上必要と考えられる基本的安全機能は以下の

とおりである。 

 

（１）受け入れから地下への定置、埋め戻し及び閉鎖まで 

当該期間における対象廃棄物の取り扱いにおいて、平常時については、放射線遮

へい及び容器内の対象廃棄物に含まれる放射性物質の漏えい及び容器表面に付着

する可能性のある放射性物質の揮発並びに剥離について、その環境中への移行の可

能性等を考慮する必要がある。また、異常時については、機器等の破損、故障、誤

動作あるいは運転員の誤操作によって放射性物質を外部に放出する可能性のある

事象を想定し、その発生の可能性等を考慮する必要がある。これらを踏まえると、

基本的安全機能としては、閉じ込め機能及び放射線遮へい機能が求められる。これ

らの機能については、廃棄体自体の安定性と受け入れ施設等の施設・設備との組合

せによって担保されるものである。この際、対象廃棄物には極めて放射能レベルが

高いものが含まれることから、例えば、廃棄物埋設施設の建設作業と廃棄体の定置

作業とを別々の段階として切り離して実施することや廃棄体の定置に遠隔操作装

置と遮へいされた機器を使用すること等が考えられる。 

また、放射性物質の種類、量、濃度及び条件によっては崩壊熱による有意な発熱

が想定されることから、こうした発熱が、上述の閉じ込め機能や遮へい機能を著し

く低下させる可能性がある場合には、冷却機能についても必要に応じて考慮すべき

である。 

   なお、対象廃棄物中に含まれるウラン-235 やプルトニウム-239 といった核燃料
物質量等の諸条件を踏まえて、臨界を想定する必要がない場合は、臨界を防止する

ための機能については考慮する必要はない。 

 
（２）閉鎖後 

対象廃棄物は、放射能レベルが高いものや半減期が極めて長い放射性物質[0]を
多く含むものがあることから、閉鎖後において、長期的な周辺公衆等の被ばくを低

減・防止するための機能（以下「隔離機能」という）が求められる。隔離とは、生

活環境から離れた地下の処分環境に廃棄物を保持して、その廃棄物が生活環境に及

ぼす影響を十分小さくすることを意味し、具体的には以下のとおりである。 
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①生活環境から十分離された安定な地下深部に廃棄物を埋設し、侵食のような地

形変動から防護され、 
②人が特殊な技術を用いることなしには廃棄物に接近することが困難で、 

③放射能の大部分、特に短寿命放射性核種の有する放射能の大部分が減衰するま

で廃棄物を閉じ込め、 
④ほとんどの長寿命の放射性物質の生活環境までの移行に非常に時間がかかり、

その間に放射能の大部分が減衰して、 

⑤最終的に生活環境に到達する放射性物質の放射能レベルが、その将来における

放射線学的な影響を受け入れ可能なほど低くなるよう措置すること。 

 

一般的に、隔離機能は、処分の深さと地質環境の特質によって提供されるもので

あり、対象廃棄物を安定な地下深部に埋設し、人工バリアと天然の地層（天然バリ

ア）とを組み合わせた多重バリアシステムによって担保することが基本とされてい

る。ここで、多重バリアシステムとする理由は、処分システムの全体性能を単一の

バリアあるいは安全機能に過度に依存させないことにより、一つのバリアが期待さ

れたとおり十分機能しないとしても、十分な安全裕度が残るという保証を提供でき、

安全性とその安全に対する信頼性の双方を強化することができるからである。 

このうち人工バリアの設計は、今後の研究開発によって具体化されることとなる

が、核燃料サイクル開発機構（現・日本原子力研究開発機構）が平成 11年 11月に
取りまとめた「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性－地

層処分研究開発第２次取りまとめ－」によると、対象廃棄物が地下水に接触しても

放射性物質が溶け出しにくい材料、収着し易い材料、拡散しにくい材料及び地下水

を動きにくくする材料等を組み合わせることによって、放射性物質の漏出や移行を

抑制する機能を担うことが示されている。 
一方、天然バリアが担保する機能は、対象廃棄物が埋設されている場所から生活

環境までの放射性物質の移行経路や距離、地下水の流れにくさや放射性物質の収着

性、さらに地表面からの深度などに関係するが、こうした機能は地質、水理、地球

化学、岩盤物性といった地質特性、ならびに隆起・侵食等の地形変動に依存するこ

とから、その性能は、廃棄物埋設地がどのような地質環境に施設されているかで決

まる。 
 

事業実施主体は今後、最新の知見を踏まえて、操業中及び閉鎖後の安全を確保す

る上で必要な基本的安全機能を具備しその性能を担保する廃棄物埋設施設につい

て、その基本設計ないし基本的設計方針を事業許可申請において示すことが求めら

れる。また、許可後において求められる認可事項等については、事業の進展に応じ

て適切な時期までにより詳細化し示すことが重要である。 
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５．安全規制制度についての検討結果 
 

２章に示した基本方針及び４章に示した地層処分の安全確保の基本的考え方及び

廃棄物埋設施設に具備されるべき基本的安全機能の考え方に沿い、安全規制制度につ

いての検討を行った。具体的には、第一種廃棄物埋設に関する法律における埋設規則

等への主な委任事項を始めとして、地層処分事業に特徴的と考えられる①廃棄物埋設

施設、②廃棄体、③保安のために必要な措置、④安全レビュー、⑤閉鎖措置及び⑥記

録の保存その他について、求められる技術基準等について検討した。 

 
５．１ 廃棄物埋設施設について 

地層処分の廃棄物埋設施設は、事業実施主体の今後の検討により具体化されるもの

の、これまでの国内外での検討状況を踏まえれば、施設は主として、廃棄体の受け入

れや検査等を行う地上施設と廃棄体を埋設する廃棄物埋設地で構成され、これらをア

クセス坑道によって連絡することが想定される。（資料－４参照） 地上施設は、現

在、高レベル放射性廃棄物の取り扱いを行っている廃棄物管理施設と類似したものと

想定されることから、その技術基準等の検討にあたっては、廃棄物管理施設に求めら

れる安全上の要件を参考とし、また、新たな技術や知見を設計や工事に反映できるよ

う留意しつつ検討することが適切である。 
本項では、隔離機能の観点から重要な廃棄物埋設地の要件に加えて、施設の設計や

工事等において求められる技術基準等について検討を行った。 
 
（１）廃棄物埋設地 
   地層処分の安全確保のためには、火山、断層活動や地形変動による対象廃棄物の

生活環境への接近、放射性物質の移行など、長期的にも想定される自然現象によっ

て生活環境に到達する放射性物質の放射能レベル、すなわち公衆の被ばく線量が今

後定められる基準以下となるような隔離機能が求められ、隔離を達成するための廃

棄物埋設施設の設計が必要である。 
自然現象のうち、火山、断層活動や地形変動による対象廃棄物の接近は廃棄物埋

設地の位置で決まる天然バリアの性能によって、また、放射性物質の移行は天然バ

リアの性能に加えて、廃棄物埋設地の構造、すなわち人工バリアとの組み合わせに

よって対処し、公衆の被ばくを十分低減すべきである。また、廃棄物埋設地は、偶

発的な掘削等などの人間活動による接近の可能性の低いところに施設することが

重要である。これらの点を踏まえると、廃棄物埋設地に求められる安全上の要件と

しては、以下のものが挙げられる。 
 

①火山、断層活動などの急激かつ局所的な自然現象による対象廃棄物と人の接近

が将来にわたって想定されないこと。 
②隆起・侵食作用などの緩慢かつ広域的な自然現象による対象廃棄物と人の接近

が将来にわたって想定されないこと。 
③廃棄物埋設地から漏出移行した放射性物質が生活環境に達するまでに減衰・低

減するよう、生活環境から隔離されていること。 
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④掘削や侵入など偶発的な人間活動による対象廃棄物と人の接近の可能性が低

いこと。 
 

したがって、安全確保上の要件としては、廃棄物埋設地を長期的に安定で十分な

深度を有した地下に施設することが求められる。この際、埋設深度は重要な要素の

一つであるが、安全を確保する上で必要な深度は、対象廃棄物の放射能特性や地質

環境等により決まることから、一律に定量的な埋設深度を規定することは適当でな

い。 
このような条件を満たすために、事業実施主体は、様々な知見を踏まえて立地点

を適切に選定することが重要である。特廃法では、処分に適した候補地を科学的見

地から適切に選定し、かつ、国民に対して透明性をもった候補地選定を行うための

規定がなされており、現在、同法に則った立地選定作業が事業実施主体により進め

られている他、原子力安全委員会においても、安全確保の観点から立地選定に関す

る考え方が示されている。（注５） 
また、事業許可において国は、廃棄物埋設地の位置や構造等によって決まる天然

バリアの性能や人工バリアの性能等を踏まえた廃棄物埋設施設全体の性能につい

て安全審査を行うことが重要である。安全審査では、特に、天然バリアに関して、

気候変動や隆起・侵食等による地質環境の長期的な変遷の可能性も含む廃棄物埋設

施設周辺の地質環境の特性が評価され、これに基づく性能設定等が適切かどうか、

地質環境の不均質性等に起因する不確実性の評価の妥当性に留意しつつ確認する

ことが重要である。 
 
（２）施設の設計や工事等において求められる技術基準等 

国は、事業許可申請に対する安全審査において、事業実施主体が許可申請書等に

示した廃棄物埋設施設の基本設計ないし基本的設計方針の妥当性について審査し

た上で許可を与え、許可後の建設段階では、基本設計ないし基本的設計方針どおり

に建設され、技術基準に適合することについて、施設確認等で確認する。 
 
廃棄物埋設地等（施設確認対象） 
各施設が技術基準に適合していることを施設確認において確認する。その技術基

準としては、安全を確保する上で必要なものが、許可申請書等に記載した性能を確

保できるよう施設されていることが求められる。 
 
許可後において事業実施主体は、各施設を建設していく際に、新たに得られる

様々な知見を踏まえても、廃棄物埋設施設が許可申請書等における基本設計ないし

基本的設計方針どおりであることを評価、確認しつつ進めていくことが重要であり、

これらは、適切な品質マネジメントシステムの下に実施される必要がある。また、

事業実施主体はその評価結果も踏まえた施設確認を受検すべきである。 
国は、施設確認において、事業実施主体の評価結果を踏まえ、新たに得られた知

見に基づいても、許可時の施設の性能が確保され、廃棄物埋設施設の位置、構造及

び設備が基本設計ないし基本的設計方針どおりであることを確認する。その判断に
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あたっては、例えば廃棄物埋設地については、新たに得られた地質環境データ等を

踏まえて、廃棄物埋設施設の安全性が許可された範囲内に収まっているかを確認す

べきである。 
 

特定廃棄物埋設施設（設計及び工事の方法の認可、使用前検査対象） 
廃棄物埋設施設を構成する地上の施設等、一部の施設は、政令で定める特定廃棄

物埋設施設に分類される。これらの施設は、上述の施設確認手続きではなく、事前

に設計及び工事の方法についての認可を受け建設後に使用前検査が行われる。（注６） 
特定廃棄物埋設施設の設計及び工事の方法に求められる要件は、許可を受けた申

請書等に記載した施設であり、閉じ込めや遮へい等の安全機能を期待する施設等の

要求される性能が確保されるよう措置することである。また、これら安全機能が外

的要因等によって影響を受けることがないようにする観点から、例えば火災や地震

による損傷によって、安全機能に著しい支障が生じるおそれのある場合は、これら

の影響を防止・低減するための措置を講じることが必要である。これらの要件につ

いては、設計及び工事の方法に関する技術基準を定めることが妥当である。 
施設定期検査の技術基準としては、施設が性能の技術基準に適合し、また、その

性能が使用前検査において合格と認めた状態に維持されていることが求められる。 
 
５．２ 廃棄体について 

廃棄物埋設施設への受け入れにあたって廃棄体に求められる要件について検討し

た。また、不測の事態等への対応の実効性を向上させるために、廃棄体の回収可能性

を維持することに関する検討を行った。 
 
（１）廃棄体に求められる要件 

廃棄体は廃棄物埋設施設において放射性廃棄物を取り扱う際の最小単位であり、

廃棄体の量や放射能特性は、施設の安全設計を行う際の前提となるものである。さ

らに、廃棄体を廃棄物埋設施設に受け入れた後は、基本的に性状を変更することは

想定されない。したがって廃棄体は、含まれる放射性物質の種類や量が許可された

ものであること及び最終的な処分に適した性状であることが求められる。 
また、対象廃棄物には、内蔵する放射能レベルが極めて高いものが存在すること

から、放射性物質の飛散による有意な被ばくを避けるために、閉鎖までの間は、廃

棄体に閉じ込め機能をもたせることが適切である。さらに、SF-1 において「放射
性廃棄物の発生は、最小限の実行可能なレベルに維持されなければならない」と示

されているように、操業中の汚染を低減・防止し、二次的な放射性廃棄物の発生を

極力抑える観点からも、廃棄体の閉じ込め機能は重要である。 
以上の観点から、廃棄体に求められる要件としては、①廃棄体に含まれる放射性

物質の種類や量、濃度が許可された範囲内であることの他、所定の間の閉じ込め機

能を担保するために、②廃棄物容器中に入れる廃棄物が、物理的にも化学的にも安

定であること、③廃棄物が容易に漏れない性状で、かつ取り扱い中に廃棄物が動い

て容器を損傷しないこと、④廃棄体が容易に損壊、あるいは腐食することなどによ

り、人工バリア等の安全機能を損なわないよう物理的化学的に安定であることが挙
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げられる。 
施設設計において、ガラス固化体など廃棄物自体にバリア材としての安全機能を

期待する場合は、その特性を把握しておくことが必要である。また、人工バリア等

の安全機能に影響を及ぼす可能性のある物質が廃棄体に含まれる場合は、これらの

情報も許可申請時における安全評価のために必要である。 
 
 
（２）廃棄体の回収可能性の維持について 

国は、事業許可申請に対する安全審査を行い、許可後は基本設計ないし基本的設

計方針が適切に反映され維持されていることを確認することから、基本的に廃棄体

を回収するような事態が生ずることはないと考えられる。 
一方、第一種廃棄物埋設は長期にわたる事業であり、かつ対象廃棄物は放射能レ

ベルが高いものや半減期が極めて長い放射性物質[0]を多く含むものがあることか
ら、閉鎖について最終的に判断するまでは、不測の事態への適切な対応等のために、

廃棄体の回収可能性を考慮することが必要である。 
埋設事業において、閉鎖までの間は、基本的に廃棄体を回収することは可能と考

えられるが、これを安全かつ効率的に実施するために、回収可能性に配慮した設計

の採用や具体的な回収手段を検討しておくことが重要と考えられる。 
回収可能性の維持の範囲や期間、具体的な設計、工事の方法等については、今後

得られる国内外の技術的知見等を踏まえて検討することが適切であるものの、その

際、事業実施主体は、廃棄物埋設施設の有する安全性能に悪影響を及ぼすことのな

いよう配慮することが重要である。 
 
５．３ 保安のために必要な措置について 

許可後において国は、施設の設計及び工事の方法の認可、使用前検査や施設定期検

査もしくは建設段階における施設確認を行い、基本設計ないし基本的設計方針が施設

等に適切に反映され維持されていることを確認する。 
また、廃棄物埋設施設の操業中の安全を確保するため、事業実施主体に対し、施設

の保全等について必要な措置を講ずることを義務づけるとともに、これらについて規

定した保安規定を定め事業開始前に国の認可を受けることを義務づけている。国はそ

の遵守状況について検査し、適切な保安措置がとられていることを確認する。したが

って、保安規定の内容としては、これが災害の防止上十分であること、すなわち許可

申請書等に記載された廃棄物埋設施設の操業を行うに足りるものであり、かつ埋設規

則に定める保安のために講ずべき措置を行うに足りるものであることが必要である。 
今後設計される廃棄物埋設施設の構造や設備等によらず、保安のために求められる

重要な措置の一つとして放射線モニタリング（注７）が挙げられる。その目的は、廃棄

体の埋め戻し及び閉鎖までの間において、閉じ込め及び遮へい機能が設計どおりに機

能し、操業中における周辺公衆や作業従事者への放射線の影響が適切に防止・低減さ

れていることを確認することである。 

放射線モニタリングは、施設の建設前に計画され、基本的には、適切な場所と頻度

で放射線測定器を用いて、建設・操業中に実施される。事業実施主体は、廃棄物埋設
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地の隔離性等に関する事前試験等による実証性を踏まえ、モニタリングの必要性や目

的、適用可能な技術を検討しつつ、適切なモニタリング計画を策定・実施することが

重要であると考える。 

長期間のモニタリングを実施する場合においては、モニタリング設備には、長期的

な使用や使用環境に適応した性能が求められる。また、モニタリング設備の設置等に

あたって事業実施主体は、廃棄物埋設施設の有する安全性能に及ぼす影響についても

配慮しなければならない。 

一方、操業中の周辺公衆等の安全確認に加えて、廃棄物埋設施設の閉鎖後の安全性

を損なうことになる条件がないことを確認するための情報の収集・更新という観点か

らも、モニタリングは重要である。例えば、事業実施主体が自主的に、施設の安全性

能を低下させない範囲で、操業中に一部埋め戻した部分について放射線モニタリング

等を行い、環境中への放射性物質の漏えいの有無、閉鎖後の長期的な隔離性等を確認

する上で有効と考えられるデータを取得することは、廃棄物埋設施設の安全性に関す

る評価の信頼性をさらに向上させるための手段の一つとして重要である。このような

データを始めとするモニタリング結果は、次項の安全レビューの一環として収集すべ

きものであり、安全レビューを行う際の重要な最新知見ともなりうる。 

 
５．４ 安全レビューについて 

現在、炉規法では、原子炉施設等に対して経年変化に関する技術的な評価を行う等

の観点から定期的な評価を義務付けている。これは、原子炉設置者等が、プラントの

運転開始以来行ってきた保安活動を評価し、必要に応じて安全性向上のために有効な

追加措置を抽出することにより、今後、当該プラントが最新の原子力発電プラントと

同等の高い水準を維持しつつ安全運転を継続できる見通しを得るための取り組み、ま

た、中長期的な観点から、これまでの保守管理や劣化の状況を把握し、その結果を以

降の保守管理に反映し、確実な保守管理を実施すること等を目的としている。 
一方、地層処分は長期間にわたる事業であることから、事業実施主体は、事業の進

展に伴い得られるデータや最新知見を踏まえてもなお、廃棄物埋設施設の操業中のみ

ならず閉鎖後も含めた長期的な安全性が担保される見通しであることを確認するこ

と（以下「安全レビュー」という）が重要である。 
SF-1においても、長期間にわたって事業を継続するには、安全措置が引き続き適

切であることを実証し、規制当局を納得させるための安全性についての再評価が行わ

れるとされており、WS-R-4では、地層処分施設は、立地、設計と管理オプション及
び地層処分システムの性能と安全性の繰り返しの評価によって各々支えられる一連

の段階で開発されねばならないこと及び施設の操業期間及び閉鎖の前には、定期的な

レビューを行うことが指摘されている。 
こうした安全レビューは、建設段階で得られる新たなデータや施設周辺の地下水情

報等の地質環境データ等を始めとする各種モニタリングデータ等に加えて、その時点

までに定置した廃棄体の量や今後定置する予定の廃棄体の量、さらに国内外の研究や

廃棄物埋設施設と類似した原子力施設以外のトンネルや地下構造物等も含めて得られ

る最新の知見に基づき行う必要があり、事業実施主体はデータや知見の収集、蓄積及

び更新を積極的に行う必要がある。 
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また、事業実施主体は安全レビューの結果を踏まえて必要に応じて適切な措置を講

じていくことが重要であると考える。国は、これら事業実施主体の活動が適切になさ

れているかどうか適宜確認していくことが重要である。 
操業中に行う安全レビューのタイミングについては、５．１（２）項で述べた施設

建設を始めとする事業の進展や技術継承の観点から、適切な事業の進展毎に、または

定期的に実施することが適切である。事業の進展としては、例えば、廃棄物埋設地の

いくつかの区域に廃棄体を定置する場合は、単位区域を埋め戻す際などが考えられる。

また、次項で述べる閉鎖の前に行う最終的な安全レビューは特に重要であることから、

操業中の安全レビューの結果等も踏まえ安全審査内容の再確認を行う総合的で精緻

なものとすべきである。 
 
５．５ 閉鎖措置について 
  閉鎖とは、許可された基本設計ないし基本的設計方針どおりの廃棄物埋設施設の完

成、埋設事業の実質的な終了という重要な側面を有し、また閉鎖以降は廃棄体の回収

も困難となる。このため、閉鎖措置計画を申請するにあたって、事業実施主体は、閉

鎖後における廃棄物埋設施設の安全性の見通しについて、操業中に実施した安全レビ

ュー結果や国内外の最新知見を基に安全レビューを行うことが必要である。 
閉鎖措置計画では、閉鎖後期間に重要であると示された安全機能を発揮できるよう

な方法、すなわち基本設計ないし基本的設計方針どおりの廃棄物埋設施設を完成させ

るために必要な、地上施設と廃棄物埋設地を連絡するアクセス坑道などの埋め戻し方

法について示す必要がある。 
この際、例えば基本設計ないし基本的設計方針において、埋め戻し後のアクセス坑

道を介した放射性物質の移行特性に対して安全上の抑制機能を期待している場合は、

埋め戻し材やその止水性能に加え、適切に措置するための方法を閉鎖措置計画に示す

必要がある。 
  さらに、基本設計ないし基本的設計方針どおりの安全性が確保されることを確認す

るための方法についても示すべきである。例えば、埋め戻し完了後における地質環境

が基本設計ないし基本的設計方針において想定した状況に移行しつつあることを確

認するための地下水モニタリングの方法などが挙げられる。 
国は、閉鎖後の長期の安全性に変化がないことを安全レビュー結果等により予め確

認したうえで、閉鎖措置計画の認可にあたって、基本設計ないし基本的設計方針どお

りの廃棄物埋設施設を完成するために必要な措置・工程が適切であり、閉鎖措置の実

施が災害防止上支障ないことを確認することが重要である。 
  閉鎖措置終了にあたって国は、認可された閉鎖措置計画どおりに措置されているこ

とを確認する。 
 
５．６  記録の保存について 

2001年 6月に発効し、2003年 11月に我が国が加入した「使用済燃料管理及び放射
性廃棄物管理（注８）の安全に関する条約」では、処分施設の閉鎖後において、施設の所

在地、設計及び在庫目録に関する記録であって、規制機関が要求するものが保存され

ること等について適切な措置を取ることを締約国に求めている。 
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さらに、WS-R-4 では、①廃棄物に不注意に干渉しうる、あるいは地層処分システ
ムの安全機能を低下させうる可能性のある人の活動の発生可能性を防止又は低減する

こと及び②地層処分の社会的な受容性を高めること、に寄与するかもしれない制度的

管理の一つとして、地方的、全国的及び国際的な記録が挙げられている。 
こうした記録の有効性や国際的に示されている考え方を踏まえると、地層処分にお

いては、閉鎖後も処分に関する記録の保存を行うべきである。国は、その許認可等で

既に廃棄体の内容や廃棄物埋設施設に関する情報を得ているところであり、今後、こ

うした記録を国内や国外で共有するとともに、長期的に保存するための方法を検討す

ることが重要である。また、事業規制を行う特廃法でも、経済産業大臣が最終処分施

設に関する記録を永久保存することが規定されている。 
 
５．７ 閉鎖後の制度的管理について 

廃棄物埋設地は、生活環境から隔離され、長期的な制度的管理に依存しなくても安

全性が維持されるよう閉鎖されることが必要である。 

一方、閉鎖後の制度的管理は、廃棄物への不注意な干渉など、人間活動の発生可能

性をさらに低減し、安全性や地層処分の社会的受容性を高めることに寄与すると考え

られる。 
具体的な制度的管理として、WS-R-4では、５．６項に示した記録の保存に加えて、

土地利用管理、用地制限、モニタリング及び地表下における耐久性のある位置標識（以

下「マーカー」という）の利用が挙げられている。事業規制を行う特廃法では、事業

実施主体の申請により処分場跡地等を保護区域（注９）として指定し、保護区域に指定

されたエリアにおいては掘削行為等が制限される。 
また、マーカーに関しては、その意義、有効性や技術的可能性等について、今後検

討することが重要である。 
 
 
 
６．おわりに 
 

高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る炉規法の施行に必要な埋設規則の策定

に資するため、第一種廃棄物埋設に関し、法律において埋設規則等で技術基準等を規

定することとしている事項を始めとして、地層処分の特徴を踏まえて、①廃棄物埋設

施設、②廃棄体、③保安のために必要な措置、④安全レビュー、⑤閉鎖措置及び⑥記

録の保存等について、安全確保の基本的考え方及びこれらに対する国内外における考

え方を参考に、求められる技術基準等についての検討を行った。 
また、具体的な地層処分の技術は 2030年代の最終処分場の操業に向けた研究開発

により今後一層発展することが見通されることを踏まえ、処分技術に関する新たな技

術や知見を設計や工事に反映できるよう留意した。 
「地層処分の安全規制制度のあり方について」において、「事業許可申請時点まで

には施設の設計及び工事方法の認可、施設確認、廃棄体の確認等の技術基準、処分場

閉鎖の技術基準等を段階的にかつ計画的に整備することが重要」と示されているよう
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に、現時点での詳細な規定が必ずしも合理的でない部分については、事業の進展に応

じて適切な時期までに段階的に整備することが適切である。 
 

地層処分事業は長期にわたる事業であり、操業中のみならず閉鎖後における長期的

な安全確保が求められることから、事業実施主体は、廃棄物埋設施設の設計、建設、

操業及び安全性の確認において、専門家の知見を活用し、国内外で得られた最新の

技術的知見を踏まえ、最善を尽くすとともに、十分な品質マネジメントシステムの

下に実施することが不可欠であり、地元住民を始めとする国民に対して十分な説明責

任を果たすことが重要である。 
また、国においても、技術的判断能力が求められることから、同様に、専門家の知

見を活用し、最新の技術的知見を踏まえて安全規制に万全を期すことが重要である。 
そのために研究開発機関や安全規制支援機関等は、地層処分技術や安全評価及

び安全性の確認の信頼性向上等に向けた基盤的な研究開発、安全規制のための研

究開発を引き続き着実に進め、地層処分の安全確保に貢献していくことが重要で

ある。 
  こうした取り組みは、地層処分事業の安全確保のみならず、事業に対する国民の信

頼を確保するためにも重要である。 
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（付録１） 

用 語 解 説 

 

か 

 

○ 回収可能性 

深地処分場における長寿命放射性廃棄物の回収可能性に関する協調行動（EU/EC、

2000 年）では「処分場システムが具備する能力であり、何らかの理由によって回収

が望まれた場合に廃棄体パッケージを回収すること。」とされている。 

 

○ 高レベル放射性廃棄物 

再処理の過程において使用済燃料から分離されるストロンチウム－90、セシウム－

137 に代表される核分裂生成物と、アメリシウム－241、ネプツニウム－237 に代表さ

れるアクチニド（原子番号 89 番以上の放射性元素）を含む高レベル放射性廃液、ま

たはそれをガラス固化したもの。発熱量と放射能は時間とともに減衰する。 

 

 

さ 

 

○ 再処理施設 

使用済燃料を、再び燃料として使用できるウラン、プルトニウムと、不要物として

高レベル放射性廃棄物に分離し、ウラン又はウラン－プルトニウム混合物を回収する

施設。施設の運転・解体に伴い、様々な性状かつ含まれる放射性核種の種類及び濃度

も幅広い放射性廃棄物が発生する。 

 

○ 人工バリア 

工学的に設計されるバリア。例えば、廃棄体が地下水に接触しても放射性物質が溶

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

材料等。 

 

○ 制度的管理 

国際原子力機関（IAEA）では、「ある国の法律に基づいて指定された当局あるいは

公的機関による放射性廃棄物サイトの管理。この管理は能動的なもの（モニタリング、

監視、救済作業）である場合、受動的なもの（土地利用の管理）である場合もあり、

原子力施設の設計において考慮される要因となる場合もある。」と定義している。 

 

○ 浅地中トレンチ処分 

コンクリートピットなどの人工バリアを設けず、素堀りの溝状などの空間に廃棄物

を定置して埋設する処分方法。 
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○ 浅地中ピット処分 

コンクリートピットを設けた浅地中（地下数メートル）へ埋設処分する方法。原子

力発電所から発生する低レベル放射性廃棄物は、1992 年より、青森県六ヶ所村にあ

る日本原燃（株）六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターで埋設処分されている。 

 

 

た 

 

○ 地層処分 

人間の生活環境から十分離れた安定な地層中に、適切な人工バリアを構築すること

により処分の長期的な安全性を確保する処分方法。「地層処分」という用語の「地層」

には、地質学上の堆積岩を指す「地層」と、地質学上は「地層」とみなされない「岩

体」が含まれている。 

 

○ 長半減期低発熱放射性廃棄物（ＴＲＵ廃棄物） 

再処理施設やウラン－プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ）燃料加工施設の操業・解

体に伴って発生する低レベル放射性廃棄物。ＴＲＵ廃棄物のうち、ハル・エンドピー

スの圧縮体は発熱量が比較的大きく、発生時点で約 60Ｗ／本（25 年後で約 4.5Ｗ／本）

程度。一方、高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）の発熱量は固化直後で約 2,300

Ｗ／本（50 年後で約 350Ｗ／本）程度である。また、ＴＲＵ廃棄物にはハル・エンド

ピース以外に、ベータ線核種である I-129 の濃度が比較的高い廃銀吸着材、硝酸塩を

含む濃縮廃液等を固化したもの、不燃性廃棄物等がある。ＴＲＵとは、Trans-uranic

（超ウラン元素）の略称である。 

 

○ 天然バリア 

地質等、工学的に施設される人工バリアと組合せることによって、移行抑制機能を

担保し、安全上、支障がないようにするもの。 

 

○ 特定放射性廃棄物 

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」第二条では、「第一種特定放射性廃

棄物及び第二種特定放射性廃棄物をいう。」と定義されている。 

同法第二条によると、第一種特定放射性廃棄物とは、残存物（使用済燃料の再処理

に伴い使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物をい

う）を固型化した物と代替取得により取得した物とされている。 

また、同法第二条によると、第二種特定放射性廃棄物とは、使用済燃料の再処理等

に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は

容器に封入した物（代替取得に係る被汚染物を固型化し、又は容器に封入した物を除

く。）であって、長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で

定めるものとされている。 
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は 

 

○ 廃棄物埋設施設 

廃棄物埋設地と附属施設をいう。廃棄物埋設地は、例えば、廃棄物を埋設するため

に又は人工バリアを設置するために土地を掘削した場所、及び廃棄物を埋設し、埋め

戻した場所（人工バリアを含む）など。 

 

 

ま 

 

○ マーカー 

処分施設の存在を認識させることを目的としたもの。IAEA の安全基準文書「放射

性廃棄物の地層処分」（WS-R-4）において、地層処分施設に関する情報の入手可能性

を維持するための措置の一つとして示されている位置標識。 

 

 

や 

 

○ 余裕深度処分 

一般的であると考えられる地下利用に対して十分な余裕を持った深度（例えば、地

表から 50～100 メートル程度）に埋設する処分を指す。 
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（付録２）注釈 
 
（注 1）平成 19 年 5 月に原子力安全委員会が承認した報告書「低レベル放射性固体廃

棄物の埋設処分に係る放射能濃度上限値について」では、最新知見を用いて、

余裕深度処分に係る重要な核種及びその濃度上限値の推奨値が示されている。

ここで、濃度上限値とは、埋設による最終的な処分が可能な低レベル放射性廃

棄物の範囲を処分の方法別に明確化することを意図して定められたものであ

り、廃棄物埋設事業の許可申請を行うことができる低レベル放射性廃棄物中の

放射性核種濃度の最大値である。したがって、地層処分と余裕深度処分、すな

わち第一種廃棄物埋設と第二種廃棄物埋設の区分を規定するにあたっては、こ

の濃度上限値を参考とすることが適切である。 
 
（注２）廃棄物埋設施設とは、廃棄物埋設地とその附属施設を指す。昭和 63年 3月に

原子力安全委員会が策定した「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え

方」によると、浅地中処分における廃棄物埋設地については、「廃棄物を埋設

するために又は人工バリアを設置するために土地を掘削した場所、及び廃棄物

を埋設し、埋め戻した場所をいう。なお、人工バリアを設置する場合は、その

人工バリアを含む。」とされ、附属施設については、「廃棄物受入施設、放射線

管理施設等がある」とされている。 
 
（注３）IAEA安全用語集（IAEA Safety Glossary, Terminology used in nuclear safety 

and radiation protection, 2007 Edition）によると、制度的管理とは、ある国
の法律に基づいて指定された当局あるいは公的機関による放射性廃棄物サイ

トの管理。この管理は能動的なもの（モニタリング、監視、修復作業）である

場合も、受動的なもの（土地利用の管理）である場合もあり、原子力施設（例

えば浅地中処分場）の設計において考慮される要因となる場合もあるとされて

いる。 
 
（注４）「地層処分の安全規制制度のあり方について」によると、長半減期低発熱放射

性廃棄物（TRU 廃棄物）とは、再処理施設やウラン－プルトニウム混合酸化

物（MOX）燃料加工施設の操業・解体に伴って発生する低レベル放射性廃棄
物。TRU 廃棄物のうち、ハル・エンドピースの圧縮体は発熱量が比較的大き

く、発生時点で約 60Ｗ／本（25 年後で約 4.5Ｗ／本）程度。一方、高レベル
放射性廃棄物（ガラス固化体）の発熱量は固化直後で約 2,300Ｗ／本（50年後
で約 350Ｗ／本）程度である。また、TRU 廃棄物にはハル・エンドピース以
外に、ベータ線核種である I-129の濃度が比較的高い廃銀吸着材、硝酸塩を含
む濃縮廃液等を固化したもの、不燃性廃棄物等がある。TRU とは、

Trans-uranic（超ウラン(元素)）の略称である。 
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（注５）原子力安全委員会「高レベル放射性廃棄物処分の概要調査地区選定段階におい

て考慮すべき環境要件について」（平成 14 年 9 月）では、立地を避けるべき
地域として以下の点を挙げている。 
①対象地域の隆起・侵食量からみて、処分場及びその周辺の地質環境に対し、

著しい変動をもたらすおそれがあることが明らかな地域。 
②処分施設を合理的に配置することが困難となるような活断層の存在が明

らかな地域。 
③第四紀に活動したことのある火山の存在が明らかな地域。 
④経済的に重要な鉱物資源の鉱床等の存在が明らかな地域。 
⑤想定される処分施設の深度において第四紀の未固結堆積層が広く分布す

ることが明らかな地域。 
 
（注６）平成 19 年 12 月に公布された政令によると、特定廃棄物埋設施設として、廃

棄物受入れ施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設等が

規定されている。 

５．１（２）項に示したように、地質環境との組み合わせで隔離機能を担保

する廃棄物埋設地については、施設確認が適した施設と考えられる。 
このように、施設を分類する考え方については、例えば、米国の「ネバダ州

ユッカマウンテン地層処分場での高レベル放射性廃棄物の処分（10CFR 
Part63）2002年 1月」においても、以下のように「安全性にとって重要と廃
棄物隔離にとって重要の定義」が示されており、①操業中の安全を担保する人

工構築物と、②天然バリアとの組み合わせで隔離機能を担保するものに分類さ

れている。ここで、①は特定廃棄物埋設施設、②は廃棄物埋設地のような施設

確認が適した施設に該当しており、類似した分類の考え方と言える。 
①安全性にとって重要とは、構造物、システム及び構成要素に関して、地層処

分操業エリアの工学的な特徴のうち、次の役割を担うもののことをいう。 
・高レベル放射性廃棄物の受け入れ、ハンドリング、パッケージング、貯蔵

定置及び回収が、定められた線量の超過を引き起こすことなく実施できる

という合理的な保証をもたらす。又は、 
・当該サイトの境界上のいずれかの地点又はそれを超える場所に位置するい

ずれの個人に関しても、指定された値を超える放射線学的な被ばくを引き

起こす可能性のある事象を防止するか、その影響を緩和する。 
②廃棄物隔離にとって重要とは、人工バリアの設計や天然バリアの特性調査に

関して、高レベル放射性廃棄物を定められた線量の超過を引き起こすことな

く処分できるという合理的な見込みをもたらす役割を担った人工バリア及

び天然バリアのことをいう。 
 
（注７）IAEAの安全用語集（IAEA Safety Glossary, Terminology used in nuclear 

safety and radiation protection, 2007 Edition）によると、モニタリングとは、
①放射線または放射性物質に対する被ばくの評価あるいは管理に関連した理
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由で行われる線量または汚染の測定及びその解釈、②放射線学的またはその他

のパラメータの継続的または定期的な測定、あるいはある設備、構造物、機器

の状態の決定とされている。 
 
（注８）IAEA安全用語集（IAEA Safety Glossary, Terminology used in nuclear safety 

and radiation protection, 2007 Edition）によると、「放射性廃棄物の管理」
には、放射性廃棄物の取り扱い、前処理、処理、コンディショニング、輸送、

貯蔵及び処分に関係する管理上及び操業上のあらゆる活動とされている。 
 
（注９）特廃法では、「経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分

施設を保護するため必要があると認めるときは、その最終処分施設の敷地及び

その周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区

域を保護区域として指定することができる。」としている。 
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（付録４） 

 

 

総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 

廃棄物安全小委員会委員名簿 

 

（平成２０年１月１８日現在） 

 

 

 

委員長 石榑 顕吉   社団法人日本アイソトープ協会常務理事 

井川 陽次郎  読売新聞東京本社論説委員 

岡 田 義光   独立行政法人防災科学技術研究所理事長 

織原 彦之丞 東北工業大学教授 

川上 泰 財団法人原子力安全研究協会研究参与 

小佐古 敏 荘 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授 

小玉 喜三郎 独立行政法人産業技術総合研究所特別顧問 

駒田 広也 財団法人電力中央研究所地球工学研究所首席研究員 

斎藤 誠   東京大学大学院法学政治学研究科教授 

嶋田 純   熊本大学大学院自然科学研究科教授 

登坂 博行 東京大学大学院工学系研究科地球システム工学専攻 

        准教授 

中山 真一 独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター 

        廃棄物・廃止措置安全評価研究グループリーダー 

長﨑 晋也 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授 
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山内 喜明 弁護士 

和気 洋子 慶應義塾大学商学部教授 
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（付録５） 

 
 

総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 

廃棄物安全小委員会における検討の経緯 

（平成１９年以降、地層処分の安全規制に関する検討） 

 

 

 

   第２９回 平成１９年７月１０日 

・埋設処分技術ワーキンググループの設置について 

    

   第３０回 平成１９年１０月１０日 

・埋設処分技術ワーキンググループ報告書「高レベル放射性廃棄物等の

地層処分に係る安全規制について（報告書）」について 
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（付録６） 

 

 
           

総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 廃棄物安全小委員会 

埋設処分技術ワーキンググループ委員名簿 

 

 

 

 主査  小佐古 敏荘 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授 

 委員  尾島 善一  東京理科大学理工学部経営工学科教授 

川上 泰   財団法人原子力安全研究協会研究参与 

駒田 広也  財団法人電力中央研究所地球工学研究所首席研究員 

小峯 秀雄  茨城大学工学部都市システム工学科准教授 

嶋田 純   熊本大学大学院自然科学研究科教授 

辻 幸和   群馬大学大学院工学研究科社会環境デザイン工学専攻教授 

登坂 博行  東京大学大学院工学系研究科地球システム工学専攻准教授 

中山 真一  独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター 

廃棄物・廃止措置安全評価研究グループリーダー 

長崎 晋也  東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授 

西垣 誠   岡山大学環境理工学部環境デザイン工学科教授 

渡部 芳夫  独立行政法人産業技術総合研究所深部地質環境研究 

コア代表 
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（付録７） 

 

 

総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 

廃棄物安全小委員会 埋設処分技術ワーキンググループ 

における検討の経緯 

 

 

第１回  平成１９年７月１９日 

・埋設事業に係る規制体系について 

・地層処分の安全規制について 

 

第２回  平成１９年８月２日 

・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律新旧対照表（抜

粋） 

・地層処分の安全規制について 

 

第３回  平成１９年８月２７日 

・地層処分の安全規制について 

 

第４回  平成１９年９月１９日 

・高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る安全規制について（報告書

案）について 

 

第５回  平成１９年１０月３日 

・高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る安全規制について（報告書

案）について 
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資料－１ 
 

放射性廃棄物の処分方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
放射性廃棄物の処分方法は、深さや放射性物質の漏出を抑制するためのバリアの違い

により、以下のとおり。 
 
浅地中処分 

 ・浅地中トレンチ処分 
   人工構築物を設けない浅地中への埋設処分 
 ・浅地中ピット処分 
   コンクリートピットを設けた浅地中への埋設処分 
 
余裕深度処分 

   一般的な地下利用に対して、十分余裕を持った深度（例えば地下 50～100m）へ
の埋設処分 

 
地層処分 

  地下 300mより深い地層中への埋設処分 

0m

浅地中トレンチ処分

地層処分

放
射
能
レ
ベ
ル

低

高

浅地中ピット処分

余裕深度処分

10m

50m

100m

300m

0m

浅地中トレンチ処分

地層処分

放
射
能
レ
ベ
ル

低

高

浅地中ピット処分

余裕深度処分

10m

50m

100m

300m

浅地中トレンチ処分

浅地中ピット処分 

余裕深度処分 

地層処分 

【出典】原子力委員会「原子力政策大綱」資料を加工 



 

資料－２ 
 

改正炉規法の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設計及び工事
の方法の認可

使用前
検査

施設定

期検査
保安
検査

廃止措置計画
認可・確認

閉鎖措置計画
認可・確認

核物質
防護検査

基本設計 操業 坑道埋戻し 事業廃止

廃棄体
確認

埋設施
設確認

事業
許可

建設

第１種廃棄物埋設事業の安全規制体系

第２種廃棄物埋設事業の安全規制体系

保安
検査 廃止措置計画

認可・確認

基本設計 操業 事業廃止

埋設施
設確認

事業
許可

建設

廃棄体
確認

核物質防護検査
（余裕深度処分のみ）

第一種廃棄物埋設事業の安全規制体系

第二種廃棄物埋設事業の安全規制体系

30 
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資料－３ 
 

地層処分の対象となる放射性廃棄物 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【出典】原子力委員会「長半減期低発熱放射性廃棄物処分技術検討会」資料を加工 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガラス固化体 ハル・エンドピース 廃銀吸着材 濃縮硝酸廃液 その他難燃物等

放射性のヨウ素を
除去する吸着材

排気

銀吸着材

吸気

(断面)

細
断

ペレット

乾燥・ﾍﾟﾚｯﾄ化

硝酸系廃液

高レベル放射性廃棄物 長半減期低発熱放射性廃棄物（TRU廃棄物）
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資料－４ 
 

想定される第一種廃棄物埋設施設（地層処分施設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廃棄物埋設施設：①廃棄物埋設地＋②附属施設 

 

①廃棄物埋設地 

例えば、廃棄物を埋設するために又は人工バリアを

設置するために土地を掘削した場所、及び廃棄物を埋

設し、埋め戻した場所（人工バリアを含む）など。 

②附属施設 

廃棄体の受入れや検査、放射線管理を行う地上施設

など。 

ガラス固化体

ガラス固化体

放射線管理施設

受入・検査・一時保管施設

アクセス坑道


