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１．背景
原子力の研究、開発及び利用には放射性廃棄物の発生が伴う。我が国では、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、その特徴を踏まえて適切に区分し、それぞれの区分毎に、人間の生活環境へ
の影響が有意なものとならないように安全に処理・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。
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。（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（浅
地中処分）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、また、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。
浅地中処分の安全確保に必要な安全規制制度は、昭和 63 年までに概ね整備されてお
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。
一方、原子力発電所の廃止措置や再処理工場の操業等により発生する低レベル放射
性廃棄物の中には、放射性物質の濃度が比較的高く浅地中処分に適さないものが存在
する。平成10年10月に原子力委員会より、原子炉施設から発生する低レベル放射性廃
棄物のうち、浅地中処分の政令濃度上限値を超える廃棄物を安全かつ合理的に処分す
るため前述の「余裕深度処分」の概念が示された。
この余裕深度処分について、原子力安全委員会が平成12年9月に取りまとめた報告書
「現行の政令濃度上限値を超える低レベル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」では、浅地中処分の安全確保の考え方が基本的には適用できると
の考え方が示された。
一方、事業者は現在、低レベル放射性廃棄物の一部について余裕深度処分の適用を
計画し、処分の実施に向けた調査・試験を行っている。（注１)
以上のような背景から、国は、余裕深度処分事業に対する安全規制制度を整備する
ことが必要である。

†

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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２．目的及び方針
原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会は、上記の背景を踏まえて、余裕深度処
分の安全規制制度について検討を行い、平成 19 年 3 月に「低レベル放射性廃棄物の余
裕深度処分に係る安全規制について（中間報告）」（以下「中間報告」という。）を
取りまとめた。
中間報告では、原子力安全委員会の検討動向等（資料−２参照）を踏まえるととも
に、国際的な安全基準、規格と我が国の考え方とを整合させていくこと等にも積極的
に取り組むべきという観点から、浅地中処分の安全規制制度の他、国際原子力機関（以
下「IAEA」という。）の安全基準との整合性に留意するとともに（４章及び資料−３
参照）、諸外国の安全規制制度も参考として（４章及び資料−４参照）検討を行った。
その結果、現行の安全規制の法律の下部の省令等については、余裕深度処分の特性を
踏まえた整備が必要であることから、そのために必要な技術的検討事項を明らかにし
た。
本報告書は、埋設処分技術ワーキンググループにおいて、余裕深度処分の安全確保
に必要な基本的要件（安全機能等）について整理した上で、国際的な考え方も参考に、
中間報告で抽出された技術的検討項目①埋設深度、②施設の設計・建設の要件と確認、
③廃棄体の技術上の基準、④安全レビュー、⑤モニタリング及び⑥記録の保存につい
て、専門的な検討を行うとともに、その結果を踏まえた上で、中間報告で示した内容
も含めて、包括的に取りまとめたものである。
なお、６章に示すように、余裕深度処分のための廃棄物埋設施設の安全性について
は、そこで取り扱う放射性廃棄物の種類・量・性状や、立地地点の地質状況等に応じ
て、具体的に適切な安全設計がなされ、それら全体によって確保されるものであるこ
とから、個々の施設・設備等に対して詳細で標準的な基準等を規定することは適して
いない。
従って、技術基準等の検討に当たっては、廃棄物埋設施設全体として求められる安
全性能を規定するとともに、廃棄物の種類・量・性状、立地地点の地質状況等によら
ず規定すべき事項等について規定する方向で検討した。

３．現行の安全規制制度の概要
平成 19 年 6 月に「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放射能レ
ベルの高い放射性廃棄物の埋設による最終処分に係る安全規制が盛り込まれた。本改
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
類に分類されることとなった。
第一種廃棄物埋設は、極めて放射能レベルが高い放射性廃棄物（再処理に伴って発
生する高レベル放射性廃液をガラス固化したもの等）の処分である。また、第二種廃
棄物埋設は、それ以外の放射性廃棄物（原子炉施設等からの低レベル廃棄物や原子炉
施設の解体に伴って発生する炉心廃棄物等）の処分である。
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余裕深度処分は、第二種廃棄物埋設に該当し、現行の安全規制の概要は以下のとお
りである。
第二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
施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法、③放射能の減衰に応じた廃棄物埋設に
ついての保安のために講ずべき措置の変更予定時期等を記載した事業許可申請書を提
出し、国の許可を受けなければならない旨規定されている。
許可を受けた廃棄事業者が埋設を行う場合は、建設・操業段階において、廃棄物埋
設施設（廃棄体を含む）とこれに関する保安のための措置が技術上の基準に適合する
ことについて国の確認を受けなければならない。また、操業中に、廃棄物埋設施設の
保全、放射性廃棄物の運搬・廃棄など、保安のために必要な措置を講ずるとともに、
それを保安規定に定めて国の認可を受け、さらにその保安規定の遵守状況について国
の定期的な検査を受けなければならない。さらに事業の廃止に際しては、廃止措置計
画を定め、国の認可を受け、廃止措置が終了した際に国の確認を受けること等が規定
されている。
第二種廃棄物埋設に相当する廃棄物埋設施設に係る上記の技術上の基準等や確認の
方法等については、
「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物埋設の
事業に関する規則」
（以下「埋設規則」という。）で規定され、現行では、浅地中処分
を対象とした規定のみが整備されている状況であり、余裕深度処分についての規定を
整備する必要がある。

４．国際的な安全要件、基準及び諸外国における安全規制の概要
放射性廃棄物の安全な処分は、我が国のみならず、原子力開発利用を進めている国々
に共通する喫緊の課題であり、廃棄物埋設施設以外の原子力施設の安全確保と同様、
国際的にも積極的にその知見を共有し、高い安全水準を達成するための取り組みがな
されてきている。具体的には、IAEA を始めとする国際機関等による放射性廃棄物の管
理（注２）に関する安全要件や、安全基準の策定が行われている。これらの安全要件や安
全基準は、これまでの各国の経験や最新の科学技術的な知見を踏まえたものであり、
我が国の安全規制制度の策定にあたって参考とすることができる。
（１）国際的安全要件
IAEA は、地表下数十メートルの岩洞中への処分を含む浅地中処分の安全要件とし
て、1999 年に「放射性廃棄物の浅地中処分（WS-R-1）」（以下「WS-R-1」という。）
を取りまとめた。同文書では、処分施設の長期的な安全性は、処分サイトの特性、
設計、廃棄物内容物及び制度的管理等の組合せで達成され、事業者は処分施設建設
前に安全評価を行い、規制当局は安全基準に合致しなければ操業を承認してはいけ
ないとされている。施設の建設、操業は規制当局の承認後に開始され、事業者は操
業中の安全を担保するために、国の規則に従った規定を用意するとともに処分施設
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の安全レビューを行い、レビューの結果は規制当局の承認を得なければならないと
されている。さらに、処分場の閉鎖後（注３）の段階において、責任を有する組織（注４）
はモニタリングや記録の保存等を実施しなければならないとしている。
WS-R-1 に示されている要件と我が国における現行の安全規制体系とを比較したも
のを資料−３に示す。
（２）国際的な安全基準
国際的な安全基準に関しては IAEA の安全基準の他、「使用済燃料管理及び放射性
廃棄物管理の安全に関する条約」
（以下「合同条約」という。
）が 2001 年 6 月に発効
し、我が国は 2003 年 11 月に加入している。合同条約では、放射性廃棄物の管理等
について、高い水準での安全を世界的に達成し維持するために重要な放射性廃棄物
の処分の基本的原則と、安全を確保するために必要な、締約国が取るべき措置等が
規定されている。
（３）諸外国の安全規制
放射性廃棄物の分類については、必ずしも国際的に合意されたものが存在するわ
けではないものの、放射能レベルの観点から、我が国における対象廃棄物の特徴に
近いと考えられる放射性廃棄物の処分事業や計画について、比較的進展が見られる
のはフィンランド、スウェーデン、フランス及び米国の４ヶ国である。各国の安全
規制の整備状況等を資料−４に示す。特に、フィンランド及びスウェーデンにおい
ては、我が国で考えられている余裕深度処分と類似の概念で、放射性廃棄物の本格
的な処分が既に実施されている。

５．安全確保の基本的考え方
５．１ 基本的考え方
余裕深度処分の安全規制制度を検討するに当たっては、まず、安全確保対策を施す
対象物である放射性廃棄物の種類、物理・化学的性質及び放射能特性等を把握するこ
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の防止上支障がないものであることに関
して、これら施設に具備されるべき基本的要件（安全機能等）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。
また、余裕深度処分の安全確保の基本的考え方の検討に当たって特に留意すべき点
は、工学的施設に加えて地質等の天然バリアにも安全機能を期待するということ、及
びそれら安全機能を期待する期間が事業終了後にも及ぶことである。原子力安全委員
会が平成 16 年 9 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。）においても、安全評価の対象と
なる期間が原子炉等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、また長
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
示されている。
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こうしたことから、国は、事業許可時の安全審査において、基本的要件を見極め、
申請者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するととも
に国内外の研究開発機関等で得られた最新の技術的知見を踏まえ、最善を尽くすこ
とが重要と考える。
また、事業者においては、十分な技術的能力の下、事業許可申請時において、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、建設段階においては、許可された基本設計ないし基本的設計方針どお
りに施設を建設することが重要である。具体的には、建設時の掘削等によって得ら
れる地質環境に関するデータや施設する人工バリアが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・確認しつつ建設を実施することが重要であり、これらは、
適切な品質マネジメントシステムのもとに実施される必要がある。
５．２ 基本的要件の抽出
余裕深度処分の対象となる放射性廃棄物（以下「対象廃棄物」という。
）のうち、原
子炉施設から発生するものは、運転中に発生する放射化金属及び使用済樹脂、解体時
に発生する解体廃棄物などがある。また、再処理施設及び MOX 燃料加工施設等におい
て発生するものは、操業・運転等に伴い発生するプロセス廃棄物、雑廃棄物、チャン
ネルボックス及びバーナブルポイズン、解体時に発生する解体廃棄物などに大別され
る。（資料―５、６参照）
これら対象廃棄物の物理的特性としては、発生源である原子力施設では、金属、使
用済樹脂、廃液、雑物等様々な形態で発生し、その大きさは、数 m に及ぶ金属廃棄物
から粉状のものまで多様である。金属、コンクリートはそれ自体が固体状や塊である
ことから物理的に安定であるが、使用済樹脂の一部、フィルタ類、濃縮廃液等の物理
的安定性が低い廃棄物もある。これらの廃棄物は、発生元で合理的な範囲内で切断、
焼却、圧縮及び固型化等の処理がなされ、容器に入れられ、物理的に安定な性状の廃
棄体にされるものと想定される。
対象廃棄物の特性のうち、安全確保上、最も重要なものは放射能特性である。原子
炉施設及び再処理施設等から発生する対象廃棄物に含まれる代表的な放射性核種濃度
の試算例とその減衰特性の評価例を資料−７に示す。いずれの施設から発生する対象
廃棄物についても、βγ核種及びα核種の放射能濃度はそれぞれ 1012〜1015 Bq/ton、
108〜109 Bq/ton のオーダーであり、また、主にコバルト-60 等は比較的γ線強度が高
いこと、総放射能濃度は 1000 年程度で 1/100 以下に減衰する等の特性がある。こうし
た特性を踏まえると、廃棄物埋設施設には閉じ込め機能や遮へい機能が基本的要件と
なる。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。こうした発熱が、上述の閉じ込め機能を始めとする基本的要件を著
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る必
要がある。
さらに、対象廃棄物には、使用済樹脂廃棄物の有機物や、硝酸塩、コンクリート等
のアルカリ成分等、多様な物質が含まれることが想定される。したがって、対象廃棄
物の化学的特性についても正確に把握し、こうした特性が閉じ込め機能等の基本的要
件に及ぼす影響について考慮しなければならない。
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また、これらに加えて、余裕深度処分において重要な要件として、放射性物質の移
行抑制機能と離隔機能（注５)が挙げられる。移行抑制機能とは、長期的には廃棄体に地
下水が接触し、放射性物質が漏出する可能性を否定できないことから、放射性物質の
漏出や地下水を介した移行による周辺公衆等の被ばくを低減するために求められる要
件である。離隔機能は、廃棄体を一般的な地下利用に対して十分余裕を持った深度へ
埋設し、廃棄体からの放射性物質の漏出や直接放射線による周辺公衆等への放射線影
響及び偶発的な人間活動によって施設が損傷することによる被ばくを防止・低減する
ために求められる要件である。また、廃棄体の放射能の減衰等により予測される公衆
の被ばくが十分低減されるまでの一定期間、偶発的な掘削行為等を制限する等の管理
を考慮しなければならない。
なお、対象廃棄物中における、ウラン-235 やプルトニウム-239 といった核燃料物質
の含有量は微量なことから、臨界の防止については、考慮する必要はないと考える。
以上の余裕深度処分の安全確保のための基本的要件については、廃棄物の施設への
受入、検査を経て埋設場所へ定置、埋設地の埋め戻し等といった過程毎に考慮すべき
要件が変化していくことから、対象廃棄物について想定される取り扱い過程（資料−
８，９参照）を時系列に沿って区分し、各過程において想定される安全確保上考慮す
べき基本的要件を考慮して安全確保を図っていく必要がある。

６．各過程における安全確保上考慮すべき基本的要件（資料−１０参照）
６．１ 廃棄物埋設施設での廃棄体の受け入れから定置まで
原子炉施設、再処理施設及び MOX 燃料加工施設等の廃棄物発生施設において、対象
廃棄物は合理的な範囲内で切断、焼却、圧縮及び固型化等の処理がなされ、容器に入
れられ、埋設するにあたって物理的に安定な性状の廃棄体にされることが想定される。
廃棄物埋設施設での廃棄体の取り扱いにおいて求められる基本的要件を考えるにあ
たり、まず、平常時については、放射線遮へい、容器内の放射性物質の漏洩、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、廃棄物埋設施設で廃棄体を受け入れてから地下の廃棄物埋設
地に定置するまでの間の取り扱いにおける安全確保の基本的要件としては、閉じ込め
機能及び放射線遮へい機能が重要である。これらは、廃棄体自体の安定性と受入施設
等の施設・設備との組合せによって確保されるものである。
また、コバルト-60 等の短半減期核種が有意に含まれる場合は、崩壊熱の発生に対
して、必要に応じて冷却に対する配慮が必要であり、その場合、対象廃棄物に含まれ
る放射性物質量を制限することや、廃棄体に応じた受入施設等の施設・設備の設計に
よって冷却機能が確保されるべきである。

6

６．２ 廃棄体の定置から埋め戻しまで
廃棄物埋設施設で受け入れた廃棄体を地下の廃棄物埋設地に定置してから埋め戻す
までの間に求められる安全確保の基本的要件は、６．１に示した廃棄物体の受け入れ
から定置までの取り扱いに求められるものと基本的には同様である。
なお、後述する埋め戻し完了以降の移行抑制機能を期待する人工バリアに対して、
廃棄体の地下への定置、埋め戻しまでの期間における放射線遮へい機能についても期
待する場合には、これも人工バリアに対する要件となる。
６．３ 埋め戻し完了後から管理を必要とする期間の終了まで
埋め戻し完了後から管理を必要とする期間の終了までにおいては、５章で述べたよ
うに、基本的要件として移行抑制機能が求められる。
移行抑制機能については、共通的重要事項によれば、複数のバリアにより処分シス
テムに頑健性（注６）を持たせて、安全上の裕度を確保するという考え方が示されている。
具体的には、工学的に施設される人工バリアと地層等の天然バリアを組合せることに
よって、安全上、支障がないようにするものである。
廃棄体に含まれる放射性物質の漏出・移行特性は、放射性物質の種類や化学形態、
共存物質や周辺環境によって異なるが、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通しに
くい材料等を組合せた人工バリアを設けることによって、放射性物質の漏出や移行を
抑制することが可能と考えられている。（資料−１１参照）
一方、６．４で示す管理を必要とする期間終了後を含め、長期的には人工バリアは
時間の経過とともに劣化すると考えられることから、設計・建設段階で、長期的な移
行抑制機能の性能低下についての考慮が必要と考えられる。さらに、埋め戻し完了後
以降においては人工バリアに土圧等が加わることから、人工バリアの劣化に加えて、
構造的な安定性についても配慮する必要がある。
また、天然バリアの有する難透水性や放射性物質に対する収着性等についても、移
行抑制機能として期待することができ、埋め戻し完了後以降における移行抑制機能は、
人工バリア及び天然バリアの組合せによって確保されるものである。
人工バリアや天然バリアによる移行抑制機能が期待どおり発揮された場合において
もなお、偶発的な人間活動によって施設が損傷する可能性を否定することはできない。
浅地中処分では、廃棄事業者は埋設保全区域を設定し、沢水の利用や地表面の掘削等
が行われないよう管理することとしている。
このため、余裕深度処分においても、埋設された廃棄体の放射能の減衰等により、
偶発的な掘削等の人間活動による公衆の被ばくが十分低減されるまでの期間について
は、埋設保全区域を設定し、掘削行為等を制限する等の管理を行うことにより公衆の
安全を図る必要がある。こうした観点も踏まえて、許可申請時に事業者によって、管
理を必要とする期間が設定されるものと考えられる。
６．４ 管理を必要とする期間終了後
埋設された廃棄体の放射能の減衰や安全機能により、被ばくによる潜在的危険性が、
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その後管理を要しないレベル（注７）以下で推移することを、それまでの知見をベースに
総合的に確認できた時点で、廃棄物埋設地の管理が不要な段階に入る。
管理を必要とする期間終了後においては、基本的要件として移行抑制機能及び離隔
機能が求められる。当該期間は長期にわたることから、人工バリアの移行抑制機能は
時間の経過とともに変化すると考えられることから、設計・建設段階で、長期的な移
行抑制機能の性能の変遷についての考慮が必要と考えられる。また、離隔機能につい
ては、廃棄物埋設地が設置される地下の位置によって生活環境からの離隔が確保され
る必要がある。
さらに、埋め戻し完了以降においては人工バリアに土圧等が加わることから、人工
バリアの劣化に加えて、構造的な安定性についても同様に設計・建設段階での考慮が
必要である。
また、この段階においては、廃棄物埋設施設の情報や知見を確実に維持管理するこ
と等の観点から廃棄物埋設地に関する記録の保存等を適切に行うことが考えられる。

７．安全規制制度についての検討結果
余裕深度処分の安全規制制度に関して、中間報告では、国際的な安全要件や原子力
安全委員会を始めとする国内外において示されている内容等との整合性を考慮して検
討した結果（資料−３参照）、現行の省令（埋設規則）については、余裕深度処分の特
性を踏まえた整備が必要であることが示された。余裕深度処分に関する埋設規則等は、
以下の点に留意して適切に整備する必要がある。
７．１ 埋設深度について
埋設深度について、原子力安全委員会においては、余裕深度処分では「一般的であ
ると考えられる地下利用に対して十分余裕を持った深度（例えば、地表から 50ｍ〜100
ｍ程度）
」等を選ぶことにより、浅地中処分の安全確保の考え方が基本的には適用でき
るとの考えが示されている。また、同委員会が平成 19 年 5 月に取りまとめた報告書「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、原子炉
施設やサイクル施設から発生する放射性廃棄物を対象に（注８）、地表から 50ｍ〜100ｍ
程度への埋設を想定した処分概念をもとに算出した余裕深度処分の濃度上限値の推奨
値が示されている。
また、WS-R-1 による立地地点の特性を判断する際に最低限考慮すべき事項を踏まえ
ると、余裕深度処分の廃棄物埋設地は、断層活動や火山活動といった急激な地質環境
の変化や洪水、地滑り等によって、廃棄体の放射能が十分減衰しない状態で離隔機能
が損なわれることのないようこれらの事象による著しい影響を受けない安定な場所に
立地する必要がある。
この様な観点から、余裕深度処分として地表から 50ｍ〜100ｍ程度への埋設を想定
する等の原子力安全委員会における考え方、ならびに立地の際に配慮すべき要件を考
慮し、余裕深度処分の廃棄物埋設地は、事業開始当初において、少なくとも地表面か
ら 50ｍ以深の安定な地下に施設することが適当と考える。
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７．２ 施設の設計・建設の要件と確認について
余裕深度処分に係る事業許可申請の段階では、まず、事業者が、廃棄物埋設施設の
位置、構造、設備について、それらに求められる性能及びそれを担保する施設、設備
等についての基本設計ないし基本的設計方針を事業許可申請書に具体的に記載するこ
とが重要である。
国は、事業許可申請に対する安全審査において、その廃棄物埋設施設（資料−８参
照）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、災害の防止上十分で
あるかを判断し許可することになる。
その後の建設段階では、廃棄物埋設施設が、許可された基本設計ないし基本的設計
方針どおりに適切に建設され、国の定める技術上の基準に適合することについて、施
設確認において確認することとなる。
安全審査や施設確認に係る基準等の整備に当たっては、以下の点を考慮して検討を
進めるべきである。
受入施設等における廃棄物の取り扱い、一時保管に求められる基本的要件は、閉じ
込め機能及び放射線遮へい機能である。これは、廃棄体自体の安定性と受入施設等の
施設・設備との組合せによって確保されるものであり、基本的には、原子力施設にお
ける廃棄物の保管施設、取り扱い施設等と同様の考え方が適用できる。従って、受入
施設等に関する基準等としては、それらの施設等の閉じ込め機能や放射線遮へい機能
に関する規定と同様の規定が適用できると考える。
廃棄物埋設施設に特徴的な要件である移行抑制機能については、天然バリアと人工
バリアの組み合わせによってその機能を確保するものである。
天然バリアの移行抑制機能は、地下水の流れにくさや放射性物質の収着性、生活環
境までの放射性物質の移行経路や距離等に関係するが、こうした機能は地質、鉱物組
成、水理、地球化学的条件、岩盤力学、地形、ならびに隆起・侵食特性といった地質
環境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位置し
ているかで決まる。
このため、事業許可の際の国の安全審査では、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や地質環境の不均質性に起因する
不確実性も含む廃棄物埋設施設周辺の地質環境の特性が十分把握、評価され、これに
基づく移行抑制性能評価等が適切かどうかを確認するとともに、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設置する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が妥当かについて審査を行うことが重要である。
また、事業許可後の国による施設確認における廃棄物埋設施設の技術基準としては、
許可された基本設計ないし基本的設計方針で示される機能、性能の要求事項を要件と
した基準とすることが求められる。
なお、原子力安全委員会が平成 19 年 7 月に取りまとめた報告書「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（中間報告）」においては、
「処分システム
の頑健性の評価結果に関する規制上の確認については、規制行政庁は、その後続規制
の中で具体的に検討することが望ましい。その際、重要な点は、頑健性の本来の意味
は、個々の項目の数値的厳密性というより、判断の根拠に係る処分システム全体の安
全規準に関する適合性であることに留意することである」としている。
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このため、事業者は、各施設を建設していく際に、建設時の掘削等によって得られ
る地質環境に関するデータを採取し、これを踏まえても、廃棄物埋設施設が、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・確認しつつ建設を実施することが
重要である。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
り、事業者はその評価結果も踏まえ、国の施設確認を受けるべきである。
一方、国は、施設確認を行う際、事業者が技術上の基準に適合することについて自
主的に実施した確認結果を踏まえ、掘削等によって得られた知見に基づいても、廃棄
物埋設施設の位置、構造、設備が基本設計ないし基本的設計方針どおりであり、必要
な性能を満足することを確認する。
その判断にあたっては、原子力安全委員会の考え方を踏まえ、例えば廃棄物埋設地
については、処分空洞の亀裂の頻度等そのものを施設確認における判定規準とするの
でなく、建設時に得られた地質環境データ等を踏まえて、総合的な安全性、つまり、
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ることが妥当
である。
７．３ 廃棄体の技術上の基準について
事業者が廃棄物埋設を行う場合、埋設しようとする廃棄体が国の定める技術上の基
準に適合することについて国の確認を受けなければならない。
廃棄体は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等
は、廃棄物埋設施設の安全設計の前提となるものであることから、廃棄体の確認に係
る基準として、まず、廃棄体に含まれる放射性物質の種類、量、濃度が許可されたも
のであることが必要である。
また、廃棄体を取り扱う際に求められる基本的要件として重要な閉じ込め機能及び
放射線遮へい機能は、廃棄体自体の安定性と受入施設等の施設・設備との組合せによ
って確保されるものであるが、廃棄体取り扱い中の放射性物質の漏洩・飛散等による
汚染や被ばくを低減・防止するなどの観点から、廃棄体自体にも一定の閉じ込め機能
が必要である。このため、廃棄体の基準としては、廃棄物を容器に封入又は固型化す
ることにより、容易に漏えい・飛散しない性状とすることや、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が求められる。
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
は想定されないことから、廃棄体は最終的な処分に適した性状であることが必要であ
る。この観点からの基準としては、廃棄物が容易に漏れない性状であること、また廃
棄体が容易に損壊・腐食すること等により人工バリア等の安全機能を損なわないよう、
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、などが挙げられる。
なお、対象廃棄物のうち、金属が放射化された物など、金属自体に内部の放射性物
質の漏出を抑制する機能があるものについて、事業者がそれを埋め戻し完了以降にお
ける移行抑制機能の一部として期待する場合には、安全審査や廃棄体確認の際に、廃
棄体中に占める放射性物質等の量や表面積等についての情報が必要となる。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含まれる場合や、腐食又は
放射線分解等によるガス発生が懸念される場合は、その影響を評価するための情報に
ついても同様である。
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７．４ 保安のために必要な措置について
事業許可後の建設段階や埋め戻し段階において、国は、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ていることを確認する。
また、廃棄物埋設施設の操業中において安全の確保のために、事業者に対して保安
のために必要な措置を講じるよう義務づけることになる。
具体的な措置としては、管理区域への立入制限等、線量等に関する措置、事業所内
の廃棄等に関するものなどがあるが、これらは基本的には、現在の浅地中処分を対象
とした埋設規則における規定と同様の規定が適用できると考える。
また、事業者に対して、これらの措置等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、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。保安規定の内容は、災害の防止上十分であ
ること、すなわち事業許可されたとおり廃棄物埋設施設の操業及び管理を行うに足り
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。
このような保安のために必要な措置の中でも余裕深度処分に特徴的なものとして、
安全レビューとモニタリングが挙げられる。
７．４．１ 安全レビューについて
原子炉施設等に対しては、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、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、廃棄物埋設事業は長期間にわたる事業であることから、WS-R-1 においては、
「規制上の要件に従って、操業者は、規制当局による承認を受けるため、あるいは、
規制当局への情報として提出されるべき処分施設の全ての安全評価と閉鎖計画につい
て、定期的に系統だったレビューを行い、更新しなければならない。
」としている。ま
た、我が国で考えられている余裕深度処分と類似の概念で低・中レベルの放射性廃棄
物の本格的な処分が既に実施されているフィンランド及びスウェーデンの安全規制制
度においては、安全性に関する報告書を定期的に国へ提出することを義務づけるか、
または許可にあたっての条件としている。
さらに、原子力安全委員会の「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（中間報告）」においても、「事業の長期化及びそれに伴う知見や状況の変化
の考慮が避けられない放射性廃棄物の処分事業については、その安全性の確認を定期
的に行うことの必要性が国際的にも提唱されており、我が国でも積極的にそのような
考え方を導入すべき」とあり、「総合安全レビュー」として示されている。
以上のことから、廃棄物埋設事業において、事業者は、保安措置の一環として、適
切な時期に、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
埋設施設の長期的な安全性が担保される見通しであるかを確認する（以下「安全レビ
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ュー」という。）ことが必要である。
ここでは、廃棄物埋設事業に求められる安全レビューの要件を整理するとともに、
その実施時期についての考え方を示す。
（１）余裕深度処分に係る廃棄物埋設事業に求められる安全レビューの要件
安全レビューは、廃棄物埋設施設の長期的な安全性が最新知見に照らしてもなお
担保される見通しであることの確認であり、この確認は、事業者が操業中のみなら
ず事業廃止後における安全性も対象として行うべきものである。この際、許可時の
安全審査で確認した安全評価の個々の項目の数値的厳密性というよりも、処分シス
テム全体の総合的な安全性を確認することが重要である。
こうした安全レビューは、その時点までに定置した廃棄体の量や今後定置する予
定の廃棄体の量及び建設段階で得られる新たなデータ類、環境、地下水、地質モニ
タリング等の各種モニタリング等に加えて、国内外の研究や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知見に基づき行う必要があり、
事業者はデータや知見の収集、蓄積及び更新を適切に行う必要がある。
また、事業者は安全レビューの結果を踏まえて保安措置の一環として、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。国は、これら事業者の活動が適切
になされているかどうか確認していくことが重要である。
（２）安全レビューのタイミング
安全レビューの結果は、その後の施工、埋め戻し等に反映させることが必要とな
る場合もあることから、事業者は、事業の進展等に応じて適切なタイミングで行う
必要がある。
事業の進展に応じたタイミングとしては、例えば、いくつかの区域に廃棄体を埋
設する場合における単位区域の埋め戻し時、さらに、炉規法第51条の2第2項第5号に
おいて事業許可申請書に記載することが規定されている「放射能の減衰に応じた廃
棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期」等が挙げられる。
また、廃棄物埋設地の埋め戻し完了後から管理を必要とする期間の終了までの期間
においても、事業の進展により得られる知見は少ないものの、最新知見を確認する
とともに事業者の技術継承の観点から、定期的に安全レビューを実施することが必
要である。
７．４．２ モニタリングについて
ここではモニタリングを、①周辺環境へ放出される放射性物質の管理及び作業従事
者の被ばく管理が適切に行われていることを確認するためのもの（以下「放射線モニ
タリング」という。）と、②安全レビューの一環として行うモニタリングに分類し、
それぞれを実施するにあたっての考え方を示す。
（１）放射線モニタリング
放射線モニタリングは、閉じ込め、遮へい機能等の安全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影響が適切に防止または低減
されていることを観測によって確認することを目的としたものであり、廃棄物埋設
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施設に関しては、周辺監視区域における直接放射線の測定に加えて、周辺監視区域
の地下水に含まれる放射性物質の測定等が該当する。
この様な地上施設及び埋め戻しまでの地下施設に対する放射線モニタリングにつ
いては、基本的に、現行の埋設規則等と同様の規定が適用できると考える。
（２）安全レビューの一環として行うモニタリング
事業者が安全レビューの一環として行うモニタリングに関連して、国内外で以下
のような指摘がなされている。
平成１０年１０月の原子力委員会報告書「現行の政令濃度上限値を超える低レベ
ル放射性廃棄物処分の基本的考え方について」では、管理期間中の管理について「こ
の管理期間は、管理期間経過後の安全が確保されることを確認するための、地下水
流動状況等処分場に関するデータを蓄積する期間でもある。」とされている。
WS-R-1 では、「操業者は、処分施設に対する管理が取りやめられた後の期間にお
いても、処分施設の隔離能力又は閉じ込め能力あるいはその双方に影響を与えるか
もしれない事象による放射線影響の結果が、規定された安全要件を満足しているで
あろうという証拠を準備しなければならない。」としている。
また、IAEA の安全レポートシリーズ No.35「放射性廃棄物のための浅地中処分施
設のサーベイランスとモニタリング」（2004 年）では、サーベイランス及びモニタ
リングに関する一般規準が示されており、モニタリングの際に考慮すべき項目とし
て、①放射性汚染物質、②放射性汚染物質の移行に影響を及ぼす化学的特性、③処
分施設周辺の放射線レベル、④地下水における放射性汚染物質の移行、⑤大気中へ
の放射性汚染物質の移行、⑥処分施設における地表水中の放射性汚染物質の輸送及
び⑦魚や植物等の一般環境が挙げられている。
さらに、我が国で考えられている余裕深度処分と類似の概念で低中レベル放射性
廃棄物の本格的な処分が既に実施されている国（フィンランド、スウェーデン）の
うち、フィンランドの安全規制制度においては、事業者に処分場の閉鎖後のサーベ
イランス計画の策定が義務づけられており、スウェーデンでは、操業中に限定され
ているものの、閉鎖後における最終処分場の安全性を判断するための状況について
事業者が継続的に把握する責任があるとされている。
このような点も踏まえて、事業者は、施設周辺の地下水等の地質環境に関する事
項をはじめとして、安全レビューを実施する上で必要なモニタリングを自主的かつ
積極的に行い、データを蓄積すべきである。
（３）モニタリングの実施にあたって共通して配慮すべき事項
モニタリングは適切な場所、頻度で実施する必要がある。基本的に、放射線モニ
タリングについては、適切な場所において放射線測定器を用いた測定を行うべきで
あり、廃棄物埋設施設の安全評価のシナリオ等を踏まえ、場所や頻度を設定する必
要がある。こうした場所や頻度の設定は、地下水の状況に関するモニタリングを行
う際にも重要である。
一方、埋め戻し完了後から管理を必要とする期間の終了までにおける放射線モニ
タリングについては、WS-R-1 において、地表面下数十ｍの岩洞に設置された処分施
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設に関しては、廃棄物埋設地の設計等によっては、必ずしも必要とされない場合も
考えられるとしている。
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、WS-R-1 において「モニタ
リング計画は、処分システムの長期的な性能を損なうものであってはならない。
」と
指摘されているように、事業者は、モニタリング設備の設置等にあたって、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。
また、事業者が自主的に、廃棄物埋設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、埋め戻し後の長期的な閉じ込め性能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。このようにして得ら
れたデータを始めとするモニタリング結果は、安全レビューを行う際の重要な最新
知見ともなりうる。
この様な観点を踏まえて事業者は、廃棄物埋設地の閉じ込め性能等に関する事前
試験結果や安全審査での確認結果等を踏まえ、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、合理的で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。
７．５ 記録の保存等について
記録の保存に関しては、国内外において以下のように指摘されている。
原子力委員会が平成 10 年 10 月に取りまとめた報告書「現行の政令濃度上限値を超
える低レベル放射性廃棄物処分の基本的考え方について」では、
「現行の低レベル放射
性廃棄物の処分においては、処分に関する記録は廃棄物埋設事業者及び国（国の指定
機関を含む。
）において保存される。また、事業者が管理を終了し廃棄物埋設事業を廃
止する際には、事業者から国に記録が引き渡され、その後も、処分場の所在地、処分
された廃棄物の性状及び数量、含まれる放射性核種の濃度等の処分に関する記録が、
国において期限を切らずに保存される。対象廃棄物についても、現行の低レベル放射
性廃棄物と同様に、処分に関する記録を適切に保存する。」としている。
また、合同条約では、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。
さらに、WS-R-1 では、閉鎖後段階には責任を有する組織は、土地の利用制限に関し
て必要となる記録を保存すること等によって、処分施設の知見を確実に維持するため
に役立つ管理を実施しなければならないとしている。
このような記録の有効性や国内外で示されている考え方を踏まえ、余裕深度処分に
おいては、廃棄物埋設施設の情報や知見を確実に維持管理すること等の観点等から、
事業廃止後についても、処分に関する記録の保存を行うべきであると考えられる。こ
の場合、国は、事業許可申請書、施設確認記録等の各種申請、検査書類を有している
ことから、その有効な長期保管の方法等について考えていくことが必要である。
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その他、現在 IAEA が進めている WS-R-1 の改訂作業においては（注９）、埋設施設の埋
め戻し後の管理に関する計画や、将来世代がいかなる決定も行えるような処分施設等
の情報を伝える措置に関する計画が準備されるべきとしており、埋め戻し後の管理の
一つとして、処分施設の存在を認識させることを目的としたマーカーの利用が指摘さ
れている。管理を必要とする期間が終了した後は、廃棄物埋設地の管理を必要としな
い段階に入ることから、安全確保上は必ずしもマーカーは必要ではないものと考えら
れるが、マーカーの意義、有効性や技術的に可能かどうか等について検討を行うこと
が重要である。

８．おわりに
余裕深度処分の安全規制制度の策定に資することを目的として、第二種廃棄物埋設
に相当する余裕深度処分に関し、安全確保の基本的考え方を示すとともに、国内外の
考え方との整合性を考慮し、中間報告で抽出された項目①埋設深度、②施設の設計・
建設の要件と確認、③廃棄体の技術上の基準、④安全レビュー、⑤モニタリング、⑥
記録の保存等に関して検討を行い、廃棄物埋設規則を策定する上での考え方等を示し
た。
また、その際、中間報告の内容を含めて余裕深度処分の安全規制制度について包括
的に取りまとめることに留意した。
余裕深度処分の重要な特徴は、工学的施設に加えて地質等の天然バリアにも安全機
能を期待すること、それら安全機能を期待する期間が事業終了後にも及ぶこと、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、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
っていることなどである。
そのようなことから、国は、高い技術的判断能力が求められることを認識し、専門
家の知見を活用するとともに、国内外の研究開発機関等で得られた最新の技術的知見
を踏まえ、安全確保に万全を期すことが重要である。
また、事業者は、廃棄体や廃棄物埋設施設の設計、建設、操業及び安全性の確認に
あたって、十分な品質マネジメントシステムのもとに実施することが不可欠であり、
さらに、操業中のみならず事業廃止後における安全の確保について、地元住民、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。
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（付録１）
用

語

解

説

さ
○ 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。
○ 浅地中処分
浅い地中へ埋設処分する方法で、浅地中ピット処分と浅地中トレンチ処分がある。
○ 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。
○ 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（工学的に設計さ
れるバリア）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。
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○ 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。

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）中間報告によると、日本原燃㈱は、平成14年から平成18年までの間、青森県
六ヶ所村において、低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの比較的高い廃
棄物（発電所の廃止措置等に伴い発生する炉心等廃棄物（仮称）や、再処理施
設等から発生するＴＲＵ廃棄物のうち余裕深度処分が想定される廃棄物）を地
表から50ｍ〜100ｍ程度の深度へ埋設処分するための廃棄物埋設施設に係る調
査（調査坑の掘削、ボーリング調査等）を行い断層等の地質状況や地下水の動
き等を評価し、その調査結果を平成18年９月に公開した（資料−11参照）
。日本
原燃㈱では、電気事業連合会とともに今後とも余裕深度処分に関する検討を進
めていくこととしている。
（注２）IAEA の出版物によると、
「放射性廃棄物の管理」には、放射性廃棄物の処分も
含まれる。
（注３）IAEA の安全用語集(IAEA Safety Glossary, Terminology used in nuclear safety
「処分場に対して
and radiation protection, 2007 Edition)によると、閉鎖とは、
その操業期間の終了時に行われる管理的及び技術的な活動−例えば、処分された
廃棄物の覆土（浅地中処分場の場合）あるいは埋め戻し及び／または封鎖（地層
処分場及びそこに到達する経路の場合）−ならびに、あらゆる関連構造物におけ
る活動の終了及び完了。」とされている。
（注４）WS-R-1 において、「責任を有する組織」とは、「処分システムの個々の段階を
実施するための、技術的、財政的及び法律的に責任を有し、関与する組織」とし
ており、
「操業者」とは区別されている。また、
「政府は、閉鎖後の管理が必要な
らば、この様な管理に対して責任を有する組織を確認しなければならない」とし
ている。
（注５）原子力安全委員会「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（中間報告）
」
（平成 19 年 7 月）によると、発生の可能性が高く、通常考えら
れるシナリオについては、浅地中処分の場合は、現状において一般的と考えら
れる地下水シナリオ及び土地利用シナリオが考えられるのに対し、余裕深度処
分の場合は、深度による生物圏からの離隔が十分であるかどうかを判断すると
されている。
（注６）原子力安全委員会「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（中間報告）
」
（平成 19 年 7 月）によると、処分システムの頑健性とは、安全
評価結果の数値上の強固性、すなわち、数値の不変性を意味するものではなく、
評価結果に基づく判断（線量めやす値を満足するか否か）の変更不要性、すな
わち判断根拠に係る不変性を意味。
（注７）例えば、原子力安全委員会「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（中間報告）」
（平成 19 年 7 月）によると、被ばくシナリオの発生可
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能性に応じた安全上の判断のめやす線量が示されている。
（注８）原子力安全委員会「低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分に係る放射能濃度上
限値について」
（平成 19 年 5 月）によると、
「原子力発電に伴って発生する原子
炉廃棄物と核燃料サイクル施設から発生するサイクル廃棄物が主として対象に
なっているが、導出される濃度上限値の適用にあたっては、研究開発段階炉、
試験研究炉及び核燃料使用施設等から発生する廃棄物についても包含されてい
ると考えている。なお、ウラン廃棄物のように天然起源の核種を主たる組成と
する廃棄物については、天然の放射能との関連なども考慮する必要があると考
えられることから、そのような廃棄物を対象とする埋設計画が具体化する段階
で検討することとする。」とされている。
（注９）IAEA 安全要件のドラフト「放射性廃棄物の処分」
（DS354）。WS-R-1 と「放
射性廃棄物の地層処分」（WS-R-4）を統合したもの。

（付録３）
参考文献
1) 原子力委員会「原子力政策大綱」平成 17 年 10 月
2) 原子力安全委員会「現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物の処分に係
る安全規制の基本的考え方について」平成 12 年 9 月
3) 原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に
係る安全規制について（中間報告）」平成 19 年 3 月
4) 原子力安全委員会「低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分に係る放射能濃度上限値に
ついて」平成 19 年 5 月
5) 原子力安全委員会「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
6) IAEA「放射性廃棄物の浅地中処分」（WS-R-1）1999 年
7)「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約」2001 年 6 月
8) 原子力委員会「現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物処分の基本的考
え方について」平成 10 年 10 月
9) 原子力安全委員会「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
間報告）」平成 19 年 7 月
10) IAEA, Safety Glossary, Terminology used in nuclear safety and radiation
protection, 2007 Edition
11) IAEA Safety Report Series No.35, Surveillance and monitoring of near surface
disposal facilities for radioactive waste, 2004
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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
井川 陽次郎
岡 田 義光
織原 彦之丞
川上
泰
小佐古 敏 荘
小玉 喜三郎
駒田 広 也
斎藤
誠
嶋田
純
登坂 博行
中 山 真一
長﨑
満木
山内
和気

晋也
泰郎
喜明
洋子

社団法人日本アイソトープ協会常務理事
読売新聞東京本社論説委員
独立行政法人防災科学技術研究所理事長
東北工業大学教授
財団法人原子力安全研究協会研究参与
東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授
独立行政法人産業技術総合研究所特別顧問
財団法人電力中央研究所地球工学研究所首席研究員
東京大学大学院法学政治学研究科教授
熊本大学大学院自然科学研究科教授
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
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
東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授
大学共同利用機関法人自然科学研究機構監事
弁護士
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
（余裕深度処分の安全規制に関する検討）

第２４回

平成１８年９月１１日
・低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規制の検討について

第２５回

平成１８年１０月２０日
・国際的安全要件と低レベル放射性廃棄物の安全規制との比較について
・低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規制に関する主な論
点について
・廃棄物安全小委員会報告書「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に
係る安全規制について」（構成案）

第２６回

平成１８年１２月２５日
・報告書「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規制につい
て」（案）について

第２７回

平成１９年１月２２日
・報告書「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規制につい
て（中間報告）」（案）について

第２８回 平成１９年３月２０日
・報告書「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規制につい
て（中間報告）」（案）に対するパブリックコメントへの対応ついて
・余裕深度処分技術ワーキンググループの設置について
第２９回 平成１９年７月１０日
・余裕深度処分技術ワーキンググループの審議状況について
・埋設処分技術ワーキンググループの設置について
第３１回

平成１９年１０月３１日
・埋設処分技術ワーキンググループ報告書「低レベル放射性廃棄物の余
裕深度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
（余裕深度処分技術ワーキンググループ）

主査

小佐古

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

敏荘

幸和

東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授

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７−１）

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 余裕深度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４月２６日
・余裕深度処分の技術基準等について

第２回

平成１９年６月７日
・余裕深度処分の技術基準等の検討について

23

（付録７−２）

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
・余裕深度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）
・余裕深度処分の安全規制について

第４回

平成１９年９月１９日
・低レベル放射性廃棄物の余裕深度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
・低レベル放射性廃棄物の余裕深度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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25

資料−１

放射性廃棄物の処分方法
0m

低
浅地中トレンチ処分
浅地中ピット処分

10m

50m

100m

放射能レベル

余裕深度処分

300m

地層処分
高
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

【出典】原子力委員会「原子力政策大綱」資料を加工
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資料−２

低レベル放射性廃棄物処分に係る国内における検討経緯
・昭和６０年１０月：原子力安全委員会「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」
時間の経過に伴って放射能の消失が有意に期待できる放射性固体廃棄物を陸地にお
いて処分し、放射能が十分に減衰するまでの間、放射能レベルに応じた段階的管理に
依存して放射能の影響を防止する方法に関する安全規制の基本的な考え方を提示。
・平成１０年１０月：原子力委員会「現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃
棄物処分の基本的考え方について」
原子炉施設から発生する低レベル放射性廃棄物のうち、浅地中処分の政令濃度上限
値を超える廃棄物を安全かつ合理的に処分するとともに、数百年の管理期間が経過し
た後の処分場跡地について一般的な土地利用が制約されないようにするための概念、
すなわち「一般的であると考えられる地下利用に対して十分余裕を持った深度」への
処分概念を提示。
・平成１２年３月

：原子力委員会「超ウラン核種を含む放射性廃棄物処理処分の基本
的考え方について」

超ウラン核種を含む放射性廃棄物について、廃棄物の物理化学的性状と放射性核種
濃度に応じた適切な区分を行い、それぞれの区分に応じた処分方策（浅地中処分、余
裕深度処分、地層処分）を講じることとする基本的考え方を提示。
・平成１２年９月

：原子力安全委員会「現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射
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」

原子炉施設から発生する低レベル放射性廃棄物のうち、浅地中処分の政令濃度上限
値を超える廃棄物について、浅地中処分対象廃棄物と同様に放射能レベルに応じた段
階的管理に依存して放射能の影響を防止する「管理型処分」が適用できるとの考え方
を提示。
・平成１２年９月

：原子力安全委員会「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全
規制に関する基準値について（第３次中間報告）」

原子炉施設から発生する低レベル放射性廃棄物のうち、浅地中処分の政令濃度上限
値を超える廃棄物を余裕深度処分する場合、ならびに原子炉施設の解体などに伴って
発生する放射性コンクリート以外の放射性固体廃棄物であって容器に固型化しないも
のを人工構築物を設置しない埋設施設に浅地中処分する場合について、政令濃度上限
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値を算出。
・平成１２年１２月：原子炉等規制法施行令の改正
原子炉施設から発生する放射性廃棄物に対する余裕深度処分の濃度上限値を制定。
埋設深度については省令で定める旨を規定。
・平成１６年６月

：原子力安全委員会「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」

不確実性を伴う長期間の安全評価を行うには、シナリオの発生の可能性とその影響
を組み合わせたリスク論的考え方の適用が有効であるとし、廃棄物処分の安全規制へ
の導入の検討を進める必要性を提言。
・平成１７年１０月：原子力委員会「原子力政策大綱」
余裕深度処分方式について、事業の調査・試験結果を踏まえて、事業の実施に向け
て速やかに安全規制を含めた制度の整備を検討すべき旨を記述。
・平成１９年５月

：原子力安全委員会「低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分に係る
放射能濃度上限値について」

再処理施設から発生する放射性廃棄物も含めて、トレンチ、ピット、余裕深度処分
に係る濃度上限値の推奨値を提示。
・平成１９年７月

：原子力安全委員会「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（中間報告）」

全ての施設から発生する低レベル放射性廃棄物の処分を対象とした安全審査指針の
策定を目的として、余裕深度処分に係る安全規制の基本的考え方を提示。
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資料−３

WS-R-1 と現行規制との比較
WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）

低レベル放射性廃棄物規制制度

原子力安全委員会

原子炉等規制法、埋設規則等

報告書

備

1.序論
＜背景＞
・本件は、固体状・固型化放射性廃棄物を地
表面近くに定置する処分に関するもの。
「浅
地中処分」には、地表面下数十ｍの岩洞中
への処分を含む。
「処分」とは、再取り出し
の意図なしに廃棄物を定置すること。
（1.2）

①埋設深度
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・浅地中処分に適した廃棄物は、短寿命核種
と低濃度の長半減期核種を含む廃棄物。適
切な規制の下であれば、浅地中処分は、廃
棄物を安全に隔離し、健康と環境の防護を
達成する現実的・実用的方法。
（1.3）
・浅地中処分施設の使用期間には 3 つの段階、
操業前、操業、閉鎖後がある。（1.4）
＜目的＞
・本文書の目的は、浅地中処分施設の安全性
を確保する上で必要な国際的経験が示して
きた要件の提示。（1.5）
＜摘要＞
・固体状・固型化放射性廃棄物の浅地中処分
に適用。（1.6）
・新規の浅地中処分施設を計画する際の安全
要件を提示。（1.7）
＜構成＞
・本文書は 12 章で構成。（1.8）
2. 人の健康と環境の防護のための要件
＜通則＞
・国際合意された最新原則・要件を適用した

法第 51 条の 16

保安・特定核燃料物質の防護のため

考

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）
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国の放射線防護システムに従って、健康と
環境の防護が必要。処分場操業中・閉鎖後
に被ばくを及ぼす様々な経路の評価、被ば
く防護の要件合致の保証、に特に注意が必
要。(2.1)
・浅地中処分に放射線防護の最適化と線量限
度の原則は適用可能（正当化は、廃棄物発
生行為全体で考慮されるので、個別に最適
化は不要）。(2.2)
・操業段階の作業者・公衆の放射線防護・安
全性要件は、他施設と同様。しかし、将来
世代の防護に特別の安全要件が必要。(2.3)
＜操業段階＞
・国の放射線防護要件は、ＢＳＳを十分考慮
し、操業段階に適用。(2.4)
・操業段階での作業者・公衆の放射線防護は
最適化され、線量限度を適用。(2.5)
＜閉鎖後段階＞
・閉鎖後段階の放射線安全基準（線量基準又
はリスク基準）を設定すべき。(2.6)
・閉鎖後段階で起こり得る処分場の潜在的変
動形態(modes of evolution)に関し、公衆の
線量限度 1mSv/y 等の適切な割合（ＩＣＲ
Ｐは 0.3mSv/y 未満を勧告）を超えないよ
う設計されるべき。(2.7)
・低確率事象に対しては、リスク拘束値と比
較するか確率と線量を別々に考慮するかを
決定。(2.8)
・（最大線量を受ける）決定グループ(critical
group)の線量・リスクを適切に評価し、閉
鎖後段階の安全基準と比較すべき。将来起
こるかも知れない(may occur)被ばくも考
慮すべきであり、あらゆる時点で処分場に
影響を与える可能性のある(could affect)事
象の解析に基づき、決定グループを想定す
べき。(2.9)

低レベル放射性廃棄物規制制度
原子炉等規制法、埋設規則等
に講ずべき措置
法第 51 条の 18 保安規定
埋設規則第 20 条 保安規定

法第 51 条の 3

許可の基準

原子力安全委員会
報告書

安全審査指針 解説Ⅱの 4

法第 51 条の 16

保安・特定核燃料物質の防護のため
に講ずべき措置
法第 51 条の 18 保安規定
埋設規則第 20 条 保安規定
線量告示
埋設規則第 15 条 線量等に関する措置
線量告示第 6 条 放射線業務従事者の線量限度
線量告示第 3 条第 1 項 周辺監視区域外の線量限度
法第 51 条の 3 許可の基準
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置
法第 51 条の 3 許可の基準
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置

法第 51 条の 3 許可の基準
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置

法第 51 条の 3 許可の基準
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置

法第 51 条の 3 許可の基準
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置

安全審査指針 解説Ⅱの 7
安全審査指針 解説Ⅱの 4
共通的重要事項 5

安全審査指針 解説Ⅱの 4
共通的重要事項 5
安全審査指針 解説Ⅱの 4
共通的重要事項 5

基本的考え方 第 2 章第 1
節

備

考

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）
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・長期安全性は、サイト特性、設計、廃棄物
形態・内容物、操業手順及び制度的管理の
組み合わせで達成。処分システムは、①廃
棄物の隔離、②核種放出の管理、③受容で
きない放出の影響緩和、を意図。浅地中処
分には、重要安全要素である閉鎖後一定期
間のサイト監視を含む。地表面下数十ｍの
岩洞処分は、能動的な制度的管理なしでも
閉鎖後の安全が達成できるかも。(2.10)
・廃棄物の効果的、安全な隔離は、全体的な
処分システム性能に依存。廃棄物受入要件、
人工バリア設計は、サイト固有の安全評価
に基づいて設定。代替方法として、一般的
サイト要件に基づきそれら要件を設定し、
個々施設に必要なその他要件の設定もある
かもしれない。(2.11)
＜環境防護＞
・放射線の危険性から人を防護できれば、環
境保護の必要性を満足する、と通常は考え
られる。化学的汚染など放射線以外の環境
影響も考慮。(2.12)
3.安全評価と安全要件の遵守
＜通則＞
・操業者は、処分施設建設前に、操業期間・
閉鎖後期間を通した包括的で系統立った安
全評価を行う。規制当局は、安全評価及び
その他情報に基づき、安全基準に合致しな
ければ操業を認可してはいけない。(3.1)
・安全評価は反復プロセスであり、操業前、
操業中及び閉鎖後段階で、得られた経験と
モニタリング結果を考慮したさらなる安全
評価が必要になるだろう。(3.2)
・安全評価は、処分システム性能、特に健康・
環境への潜在的放射線影響を評価する手続
きであり、操業中と閉鎖後段階の両方の考
慮を含む。不測の人間侵入の可能性は、能
動的な制度的管理が有効と考えられる間は
無視し得ると仮定できる 安全評価結果は

低レベル放射性廃棄物規制制度

原子力安全委員会

原子炉等規制法、埋設規則等

報告書

法第 51 条の 3 許可の基準
法第 51 条の 6 廃棄物埋設に関する確認
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置
埋設規則第 6 条 廃棄物埋設施設等の技術上の基準
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準
埋設告示

（法律では対象外。県の要綱で対応）

法第 51 条の 2 事業の許可
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請

法第 51 条の 2 事業の許可
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置
埋設規則第 22 条の 3 廃止措置計画の認可の申請
法第 51 条の 3 許可の基準
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置

基本的考え方 第 2 章第 1
節

備

考

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）
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無視し得ると仮定できる。安全評価結果は、
処分場が設計目標と安全基準に合致すると
いう合理的な保証を与える基礎となる。
(3.3)
・安全評価は、(a)全ての状況に対するシステ
ム性能の推定(estimate)、(b)推定された性
能の信頼度評価、(c)安全要件を満足するこ
との全体的評価、から構成。(3.4)
・処分場の計画・設計において、能動的管理
が行われない期間などの安全への配慮も払
われる。その期間での性能推定の主な方法
は以下の通り。(3.5)
(a)安全性に影響を与えるかも知れない
要因・事象・過程の系統だったレビュ
ーから選ばれた状況について、処分シ
ステム・内容物・周辺環境の将来挙動
をモデル化して評価。
(b)処分施設の設計・建設の品質を考慮
し、処分システムのバリア・構成要素
に予測される性能のレビュー。
・安全要件合致の信頼性は、安全評価の結果
及び設計・建設の性質・品質から得られる。
可能性のある様々な事象・欠陥からの影響
に耐える堅牢さと能力を示すべき。(3.6)
・3.5 項の方法は、不確実性のために、安全基
準合致を保証できない。設計通り隔離する
という他の定性的な証拠（ナチュラルアナ
ログ研究結果、設計・深層防護、限度解析、
独立ピアレビューなど）によって処分性能
の定量的推定を補足するなどにより、遵守
の合理的保証が達成されるだろう。(3.7)
＜安全評価要件＞
・安全評価で考慮すべき起こり得る・起こり
えない事象・過程は、規制当局によって決
定又は承認。(3.8)
・閉鎖後段階の安全評価で、制度的管理期間
中のいかなる管理も考慮できるが、それら
管理と期間は許認可の条件となる (3 9)

低レベル放射性廃棄物規制制度

原子力安全委員会

原子炉等規制法、埋設規則等

報告書

埋設規則第 2 条

法第 51 条の 16 保安及び特定核燃料物質の防護の
ために講ずべき措置

共通的重要事項 3

法第 51 条の 2 事業の許可
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請
法第 51 条の 3 許可の基準
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置

安全審査指針 解説Ⅱの 7

法第 51 条の 3

安全審査指針 解説Ⅰ

許可の基準

考

①埋設深度
・埋設規則第 2 条第 1 項
第 2 号の規定は浅地中処
分施設を想定した記載の
ため見直しが必要。

廃棄物埋設の事業の許可の申請

法第 51 条の 2 事業の許可
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請
法第 51 条の 6 廃棄物埋設に関する確認
埋設規則第 6 条 廃棄物埋設施設等の技術上の基準
法第 51 条の 3 許可の基準

備

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）
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管理と期間は許認可の条件となる。(3.9)
・施設の影響評価は、漏出物質が生物圏に入
るという仮定や、現在の人の習慣と生態に
基づく。(3.10)
・安全評価は適切に文書化され、操業者は、
実際の経験、重要な設計変更、新たな安全
関連情報に基づき、安全評価を更新し、規
制当局によって審査。
（3.11）
4.組織上および技術的な安全要件
＜通則＞
・新規の施設は本要件に従う。既設の施設に
対して規制当局は、本安全要件の適用範囲
を決定しなければならない。
（4.1）
・規制当局によって決められた安全要件を遵
守できるように対策をとらなければなら
ない。（4.2）
＜浅地中処分に特有な要件＞
・政府は、浅地中処分の技術的・財政的・法
律的責任を有する機関を明示。特に、閉鎖
後管理が必要なら、その責任組織を特定。
(4.3)
・規制当局は、規定、規則、指針及び基準を
公布・改訂。(4.4)

・浅地中処分の操業者は安全性に関する全て
の責任を持ち、安全評価、サイト選定・設
計・建設・操業・閉鎖に必要な活動、閉鎖
後段階で必要な対策を行う。操業者は、受
け取る廃棄体の受入要件を課す(4.5)
・品質保証要件（特に廃棄物受入）の遵守を
確認するため、操業者は廃棄物発生者の手
順の定期的レビューを行う。規制当局がこ
れら手順が要件遵守担保に有効か確認する
ことを勧告。(4.6)
・処分システムの不具合や設計ミスの場合に
は、操業者は規制当局に報告し、必要に応

低レベル放射性廃棄物規制制度

原子力安全委員会

原子炉等規制法、埋設規則等

報告書

埋設規則第 2 条
埋設規則第 3 条

備

考

廃棄物埋設の事業の許可の申請
変更の許可の申請

法第 5 章の 2 廃棄の事業に関する規制
法第 51 条の 2 事業の許可
法第 51 条の 18 保安検査

法第 51 条の 2

事業の許可

法第 5 章の 2 廃棄の事業に関する規制
（埋設規則第 6 条 廃棄物埋設地等の技術上の基
準）

埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準
埋設告示
埋設規則第 20 条 保安規定
埋設規則第 22 条の 3 廃止措置計画の認可の申請
埋設規則第 7 条
埋設規則第 8 条
埋設告示

廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す
る確認の申請
廃棄体等の技術上の基準

埋設規則第 13 条の 9 保安活動の改善
埋設規則第 17 条 廃棄物埋設地の保全

②人工バリア等の技術基
準
・余裕深度処分の概念に
あわせた拡充が必要

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）
じて修復措置を開始。
（4.7）
・操業者は、処分開始前に、必要なら閉鎖後
制度管理も含め、全ての処分活動段階の資
金確保策の妥当性を実証し、供用期間中は
定期的にレビュー。(4.8)
・操業者は記録を保存。事業を譲渡する場合、
後継者は規制当局の承認を受けること。
(4.9)

・規制当局の要件に従って、操業者は、安全
性に関する事項を記載した文書を提出又は
利用可能にする。(4.10)
・廃棄物発生者は、規制当局及び操業者の要
件への適合を担保。(4.11)

34

・廃棄物発生者は、操業者への廃棄物パッケ
ージの引き渡しが、操業者が定めた仕様等
を満足することを担保するとともに、文書
で保証。（4.12）
・廃棄物発生者は、操業者が必要とする全て
の情報を文書化し、引き渡す。
（4.13）
＜放射性廃棄物の発生および管理の相互依存
性＞
・放射性廃棄物管理の一つのステップに係る
決定は、他のステップにおける影響等を十
分に考慮。（4.14）
・廃棄物発生者、処分施設の操業者、規制当
局間の情報交換を含む協力活動が、規制に
従って確立。（4.15）
5. 廃棄物の受入れ要件
＜通則＞
・廃棄物受入の条件が規制当局又は操業者に
よって規定される。操業者が作成した場合
は、規制当局が審査・承認。(5.1)

低レベル放射性廃棄物規制制度

原子力安全委員会

原子炉等規制法、埋設規則等

報告書

埋設規則第 2 条

考

廃棄物埋設の事業の許可の申請

法第 51 条の 12 合併
埋設規則第 10 条 合併の認可の申請
法第 51 条の 19 廃棄物埋設地の譲受け等
埋設規則第 21 条 廃棄物埋設地の譲受けの許可の
申請
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準
埋設告示
埋設規則第 20 条 保安規定
外運搬規則

埋設規則第 7 条

廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す
る確認の申請

埋設規則第 7 条

廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す
る確認の申請

埋設規則第 7 条

廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す
る確認の申請

埋設規則第 8 条
埋設告示

廃棄体等の技術上の基準

埋設規則第 20 条
＜放射性核種の含有量及び関連要件＞

備

保安規定

③廃棄体の技術上の基準
の見直し
・余裕深度処分の概念に
あわせた拡充が必要

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）
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・適切な安全評価手法を用いて、必要に応じ
て、廃棄物パッケージ、処分施設全体の核
種インベントリー・濃度の限度値を策定。
(5.2)
・廃棄物パッケージ中の核種の種類・特性・
含有量は、当局が承認した手法により、必
要な精度で決定されなければならない。
(5.3)
・廃棄物パッケージの表面線量率と表面汚染
密度が、輸送要件等を満足。
（5.4）
・容器に封入されない処分には国の安全要件
を付加。(5.5)
＜物理・化学・生物学的性質＞
・廃棄物パッケージは、十分な機械的強度を
持ち、操業段階の合理的な予測事故に対し
て、容認できない損傷がなく耐えられるよ
う設計・製作。(5.6)
・ガス・熱の発生、腐食、膨潤が、廃棄物パ
ッケージや周囲バリアの安全性と閉じ込め
性を許容できない程に損なわないよう要件
を制定。(5.7)
・廃棄物パッケージ中の自由液体量は制限。
いかなる水分も、処分施設での放射性廃棄
物で の隔 離 を 阻 害し ない よ う なレベ ル。
（5.8）
・化学的・生物的危険性を有するかもしれな
い物質の処分では、適用可能な規制を満足。
（5.9）
＜耐火性＞
・廃棄物パッケージの燃焼性、発火性、その
他要件を制定。
（5.10）
＜形状と識別＞
・廃棄物パッケージは、取扱い、輸送、定置
のための装置に適したもので、輸送要件を
満足。（5.11）
・廃棄物パッケージは、固有の適切な認識記
号を記す。（5.12）

低レベル放射性廃棄物規制制度
原子炉等規制法、埋設規則等
施行令第 13 条の 9 廃棄物埋設

埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す
る確認の申請
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準
埋設規則第 18 条 事業所内の運搬
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準
埋設規則第 8 条
埋設告示

廃棄体等の技術上の基準

埋設規則第 8 条
埋設告示

廃棄体等の技術上の基準

埋設規則第 8 条
埋設告示

廃棄体等の技術上の基準

埋設規則第 8 条
埋設告示

廃棄体等の技術上の基準

埋設規則第 8 条
埋設告示

廃棄体等の技術上の基準

埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準
埋設規則第 18 条 事業所内の運搬
埋設規則第 8 条
埋設告示

廃棄体等の技術上の基準

原子力安全委員会
報告書

備

考
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（要約）
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6. 受容できるサイトの特性
＜通則＞
・廃棄物処分システムは、人・環境への潜在
的影響が許容限度内にあること、全体的な
安全目標への合致、を担保する上で必要な
廃棄物の隔離、核種漏出の制限を提供。(6.1)
・設計・安全評価で重要なサイト特性を判断
する際に、地質、水理、地球化学、地質構
造・地震、表層過程、気象、気候、人間活
動影響を考慮。(6.2)
＜地質＞
・サイトは、要件を満足するとともに、処分
システムの安全性を確保する上で役立つよ
うな地質を有する地域内に存在。
（6.3）
＜水理＞
・サイト選択の望ましい要素には、サイトか
ら到達可能な環境への放射性核種の移行を
制限する性質が含まれる。
（6.4）
・処分施設は、地下水源が許容できないよう
なレベルで汚染することを防げるような場
所に設置。（6.5）
＜地球科学＞
・地球化学的な性質が、処分施設からの放射
性核種の移行を制限するために役立つこと
を検討。地球化学的性質が人工バリアの耐
久性を損なうべきでない。
（6.6）
＜地質構造と地震＞
・断層、地震活動、火山活動等の重大な地質
活動の変化等が、処分施設の隔離能力を損
なう強さで起こることが予想されない。
（6.7）
＜表層過程＞
・地形の安定性に影響を与える過程の頻度と
強さは、放射性廃棄物を隔離するための処
理システムの能力に著しい影響を与えるこ
とがない。（6.8）
・表層面に設置された処分施設の場合、敷地
は十分に排水し、洪水の可能性が殆どない

低レベル放射性廃棄物規制制度

原子力安全委員会

原子炉等規制法、埋設規則等

報告書

法第 51 条の 2

事業の許可

法第 51 条の 3

許可の基準

安全審査指針 解説Ⅱの 3

法第 51 条の 3

許可の基準

安全審査指針 解説Ⅱの 3

法第 51 条の 3

許可の基準

安全審査指針 解説Ⅱの 3

法第 51 条の 3

許可の基準

安全審査指針 解説Ⅱの 3

法第 51 条の 3

許可の基準

安全審査指針 解説Ⅱの 3

法第 51 条の 3

許可の基準

安全審査指針 解説Ⅱの 3

法第 51 条の 3

許可の基準

安全審査指針 解説Ⅱの 3

法第 51 条の 3

許可の基準

安全審査指針 解説Ⅱの 3

備

考
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（要約）
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は十分に排水し、洪水の可能性が殆どない
ような地形、水理特性を有す。
（6.9）
＜気象および気候＞
・降水量、蒸発量、予想される極端な気象条
件によって起こりうる結果は、評価される。
閉鎖後段階の可能性のある気候変動のいか
なる結果も考慮。（6.10）
＜人間活動の影響＞
・サイトは、合理的に予測される(人間)活動が
隔離能力を損なわない場所。(6.11)
・土地利用・所有権は、対象地域で予見され
る開発・地域計画と関連付けて考慮。(6.12)
7.処分施設の設計
・処分施設は、必要な期間、廃棄物を十分隔
離できるよう設計。(7.1)
・設計は、閉鎖後の能動的維持管理の必要性
を最小化し、いかなる環境影響も減少させ
るようサイト特性を補完。設計は、操業要
件、閉鎖計画、その他（外部事象からの廃
棄物の保護等）を考慮。(7.2)
・人工バリアには、廃棄物パッケージ、周辺
への核種移行を防止・遅延させるための人
工構造物（地下空洞、覆い、内張、充填材、
埋戻し材など）が含まれる。(7.3)
・司法判断によって、再取り出しを要求され
るかも。再取りだしを設計要件とするなら、
長期間の性能を損なわないよう設計段階で
考慮。(7.4)
・操業中、必要なら閉鎖後段階も、処分シス
テムの閉じ込め性能を確認するモニタリン
グ計画（処分システムの長期性能を損なっ
てはいけない）が実施できるよう設計。(7.5)

低レベル放射性廃棄物規制制度

原子力安全委員会

原子炉等規制法、埋設規則等
法第 51 条の 3 許可の基準
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置

報告書
安全審査指針 解説Ⅱの 3

法第 51 条の 3

許可の基準

安全審査指針 解説Ⅱの 3

法第 51 条の 3

許可の基準

安全審査指針 解説Ⅱの 3

法第 51 条の 2
法第 51 条の 6
法第 51 条の 3

事業の許可
廃棄物埋設に関する確認
許可の基準

安全審査指針 Ⅶ

（定義）

（対応記述なし）

埋設規則第 17 条 廃棄物埋設地の保全
埋設規則第 20 条 保安規定
埋設規則第 22 条の 3 廃止措置計画の認可の申請

8.建設
・浅地中処分施設の建設には、サイトの準備、 （定義）
建設、構築物の建設、モニタリング設備の
設置等の行為が含まれる。（8.1）

備

考
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（要約）
・建設作業は、規制当局の認可後（通常、詳
細設計認可、品質保証計画制定後）に開始。
(8.2)
・建設作業の一部は安全性に関係し、材料・
技術・管理方法の仕様とともに、詳細設計
で明確に示される。(8.3)
9.操業
＜通則＞
・操業には、設計条件や許認可条件に従って
行う一時貯蔵、廃棄物処理を含むこともあ
る。(9.1)
・操業は規制当局の認可後に開始。(9.1)
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・認識された技術的、管理上の原則が適用。
特に、適切な管理が確保。適切な資質を有
する職員が雇用され、訓練され、効果的な
安全対策が確立。（9.2）
・規制当局は、環境モニタリング計画、環境
影響評価に必要な指針を用意。(9.3)
・操業者は、操業段階以降に利用するため、
操業段階の情報を記録。(9.4)
＜操業管理＞
・操業者は、国の規則に従った安全操業を担
保するため、制限値・条件を組み入れた規
定を用意。(9.5)
・操業は、文書化された手順、指示に従って
行う。操業者は、手順、指示が慎重、適切
に作業者に守られていることを担保。
（9.6）
・操業者は、以下の事象の際のとるべき行動
の手順を制定。
緊急事態又は非定常的な発生事象
受入要件に適合しない廃棄物を受け入れ
た時
手順書には規制当局に対する報告を行う時
期を明記。（9.7）
＜操業開始＞
・操業者は、操業開始計画を実施。
（9.8）

低レベル放射性廃棄物規制制度

原子力安全委員会

原子炉等規制法、埋設規則等
法第 51 条の 2 事業の許可
埋設規則第 2 条 廃棄物埋設の事業の許可の申請
埋設規則第 20 条 保安規定
法第 51 条の 6 廃棄物埋設に関する確認
埋設規則第 6 条 廃棄物埋設施設等の技術上の基準

報告書

（定義）

埋設規則第 5 条

廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋
設に関する確認の実施
埋設規則第 20 条 保安規定

埋設規則第 16 条
埋設規則第 20 条
埋設規則第 13 条

廃棄物埋設施設の巡視及び点検
保安規定
記録

埋設規則第 15 条 線量等に関する措置
埋設規則第 20 条 保安規定
線量告示
埋設規則第 20 条 保安規定
埋設規則第 13 条の 3〜9 品質保証
埋設規則第 20 条

埋設規則第 5 条

保安規定

廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋
設に関する確認の実施

備

考

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）

＜廃棄物受入＞
・操業者は、規制当局の認可を受けた受入要
件を満足した廃棄物のみを受け入れている
ことを担保。(9.9)
・廃棄物発生者は、操業者、規制当局が要求
するような文書を個々の廃棄物とともに提
供。
（9.10）
＜廃棄物定置＞
・廃棄物は、限度値・条件に従い、設計概念
と合致するよう定置。(9.11)
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＜放出管理＞
・操業者は、適切なモニタリングを準備・維
持し、当局要件合致の担保に必要な措置を
採る。(9.12)
＜緊急事態準備＞
・操業者は、事業所内緊急時計画を準備。(9.13)
＜職員の雇用と訓練＞
・操業者は、安全に操業するために実施すべ
き仕事と活動を定義し、分析。組織を構築
し、職員の責任と権限を明確に示す。
（9.14）
・全ての職員のための訓練計画が策定。訓練
計画は定期的に更新。処分施設の操業期間
中、再訓練が継続的に実施。
（9.15）
＜保安措置＞
・処分施設の安全性を損ねる行動を防ぐため
の予防措置を採るとともに、防護上重要な
区域への侵入を検知・防御する備えが必要。
(9.16)
＜レビュー＞
・規制要件に従って、操業者は、全処分施設
の安全評価と閉鎖計画について、定期的に
系統立ったレビュー・更新を行い、規制当
局の認可を受けるため、又は情報として提
出する。(9.17)
・定期的な系統だったレビューは、(a)処分施
設操業、(b)環境影響評価、(c)作業者・公衆

低レベル放射性廃棄物規制制度

原子力安全委員会

原子炉等規制法、埋設規則等
埋設規則第 8 条 廃棄体等の技術上の基準
埋設告示
埋設規則第 20 条 保安規定
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す
る確認の申請

報告書

備

考

埋設規則第 5 条

廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋
設に関する確認の実施
埋設規則第 20 条 保安規定
埋設規則第 19 条
埋設規則第 20 条

事業所内の廃棄
保安規定

埋設規則第 20 条
埋設規則第 23 条
埋設規則第 20 条

保安規定
危険時の措置
保安規定

埋設規則第 20 条

保安規定

埋設規則第 14 条
埋設規則第 20 条

管理区域への立入制限等
保安規定

埋設規則第 5 条

廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋
設に関する確認の実施

埋設規則第 5 条

廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋
設に関する確認の実施

法第 51 条の 18

保安規定

⑥安全レビュー
WS-R-1 の 9.17 の要件に
関して、安全評価を定期
的に繰り返し実施するこ
とを義務づけることに関
する検討が必要。

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）

低レベル放射性廃棄物規制制度

原子炉等規制法、埋設規則等
の被ばく制限、に関連した準備、文書作成 埋設規則第 13 条の 8 保安活動の評価
のためにも行われる。(9.17)
埋設規則第 20 条 保安規定
・さらに、規制要件に従って、操業者が、責
任、品質保証の監査結果、操業条件、試験、
環境試料採取・分析の頻度、作業者の健康・
安全、記録保管を網羅するレビューを行い、
規制当局に提出。(9.18)
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10.閉鎖
＜通則＞
・処分施設の閉鎖は、処分システムの最終的
な形状を整備する系統だった行為。(10.1)
・操業者は、閉鎖作業開始前に規制当局に閉
鎖計画を提出し、承認を得る。(10.2)
・閉鎖計画は、妥当なデータに基づいて更新
された閉鎖後の安全評価が含まれ、また、
閉鎖後段階での放射線モニタリング計画、
監視計画、記録管理を含む管理を規定し、
これら管理の責任組織を特定。(10.2)
・材料・技術を含む閉鎖方法と期待される性
能が閉鎖計画に記載される。閉鎖方法は、
安全評価の信頼性を向上するため、利用可
能な材料・技術から見て最適化する。(10.3)
＜閉鎖プロセス＞
・閉鎖過程は、構造物・装置等の除染・撤去・
閉鎖、除染廃棄物の処分、処分記録の更新、
必要に応じてモニタリングの実施・継続、
を含む。（10.4）
・表面上、地表面付近での処分には、閉鎖に
は最終的な覆土の設置が含まれるかもしれ
ない トンネル 岩洞処分には 人工的な

（定義）
埋設規則第 4 条

廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋
設に関する確認の申請
埋設規則第 5 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋
設に関する確認の実施
埋設規則第 20 条 保安規定（廃止措置）

埋設規則第 4 条

廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋
設に関する確認の申請
埋設規則第 5 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋
設に関する確認の実施
埋設規則第 6 条 廃棄物埋設施設等の技術上の基準
埋設規則第 4 条 廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋
設に関する確認の申請
埋設規則第 20 条 保安規定（廃止措置）
埋設規則第 5 条

廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋
設に関する確認の実施

原子力安全委員会
報告書

備

考

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）
ない。トンネル、岩洞処分には、人工的な
連絡路の閉鎖措置が含まれるかもしれな
い。
（10.5）
・閉鎖計画は、将来世代に過度の負担を負わ
せない原則に従い、制度的管理期間中の処
分施設のアクセス可能部分の維持・修復の
必要性と整合しなければならない。(10.6)
・閉鎖過程は、将来あり得る修復措置や安全
再評価に必要かも知れない全ての記録情報
の照合を含む。(10.7)
・閉鎖活動完了後に、規制当局は、閉鎖活動
が満足できる方法で実施され、適切な状態
にあること、必要文書が入手可能なこと、
閉鎖後管理措置が採られていること、を確
認。(10.8)
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11.閉鎖後段階
＜通則＞
・閉鎖処分場の安全性は、能動的手段を必要
とする制度的管理に依存してはならない。
ただし継続的管理（能動的なモニタリン
グ・監視、受動的な土地利用制限など）は、
人間侵入防止により、安全性を高めるかも
しれない。(11.1)
・管理の特徴と期間は、規制当局によって規
定され又は同意を得る。その際、放射能減
衰、潜在的危険性、計画された活動、情報
保存を考慮。(11.2)
・能動的・受動的管理の期間・有効性は、安
全評価で考慮する。操業者は、管理終了後
期間でも、隔離能力・閉じ込め能力に影響
を与え得る事象による結果が、安全要件を
満足する証拠を提供する。(11.3)
・能動的・受動的管理（侵入防止、施設維持、
モニタリング、記録保存等）の実施機関を
特定。(11.4)
＜能動的管理＞

低レベル放射性廃棄物規制制度

原子力安全委員会

原子炉等規制法、埋設規則等

報告書

埋設規則第 17 条
埋設規則第 20 条

廃棄物埋設地の保全
保安規定

埋設規則第 13 条

記録

埋設規則第 5 条

廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋
設に関する確認の実施
埋設規則第 13 条 記録
埋設規則第 20 条 保安規定

法第 51 条の 3 許可の基準
法第 51 条の 25 事業の廃止に伴う措置

法第 51 条の 3

基本的考え方 第 2 章第 2
節

許可の基準
安全審査指針 解説Ⅱの 7

埋設規則第 2 条

廃棄物埋設の事業の許可の申請

埋設規則第 20 条

法第 51 条の 3

保安規定

許可の基準

備

考

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）

低レベル放射性廃棄物規制制度
原子炉等規制法、埋設規則等
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・規制当局は、サイトが要件を満足する信頼
性を高めるために能動的管理の継続を要求
するかもしれない。(11.5)
・責任組織は、人間等の処分場接近を減らす
対策を採る。(11.6)
・責任組織は、適切な維持計画を実施（排水
システムの定期的検査、覆土の植生管理、
防護フェンスの定期的検査など）
。(11.7)
・責任組織は、閉鎖後の適切なモニタリング
計画（当局が承認）を実行。(11.8)
・モニタリング計画には次を含む。(11.8)
(a)処分施設・周辺の放射線その他のモニ
タリング
(b)隔離システム性能を確認するための
システムパラメータの測定
・計画外の環境放出が検知されたら、必要に
応じて放出抑制、影響緩和のための介入措
置を採る。(11.9)
＜受動的管理＞
・責任組織は、土地利用制限、記録保存によ
って受動的管理を実施。(11.10)
・規制当局は、処分施設の位置・内容物を長
期に認知させ続けるために、記録保存等の
受動的管理システムを考慮。(11.11)
12.品質保証
＜通則＞
・処分システムの安全性に関係する全ての活
動、建築物、システム及び構成要素に対し
て包括的な品質保証計画（施設の計画、サ
イト選定、設計、建設、操業、安全評価の
過程の様々なステップ、閉鎖、記録保存、
制度的管理活動までの全ての関連活動を含
む）を適用。(12.1)
・品質保証計画の要素は、処分施設の安全性
に関する活動等を考慮し、それらに従って
設計。（12.2）

埋設規則第 17 条
埋設規則第 20 条
埋設規則第 20 条

廃棄物埋設地の保全
保安規定
保安規定

埋設規則第 20 条

保安規定

埋設規則第 20 条

保安規定

埋設規則第 20 条

保安規定

埋設規則第 20 条

保安規定

埋設規則第 20 条

保安規定

埋設規則第 13 条の 3 品質保証
埋設規則第 20 条 保安規定

埋設規則第 13 条の 3〜9 品質保証
埋設規則第 20 条 保安規定
埋設規則第 2 条

廃棄物埋設の事業の許可の申請

原子力安全委員会

備

考

報告書
安全審査指針解説Ⅱの 7

⑤放射線管理（モニタリ
ング）
WS-R-1 の 11.8 について、
余裕深度処分での対応を
定める必要がある。

④記録の保存
WS-R-1 の 11.11 の要件に
対して、現行の埋設規則
第 13 条の記録では、長期
の記録保存が明確でな
く、対応を定める必要が
ある。

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）
・建設開始から能動的な制度的管理終了まで
の全期間にわたる処分場の包括的な責任を
有する操業者が存在し、品質保証計画の策
定・実施に責任を持つ。(12.3)
＜立地＞
・サイト選定に関連した品質保証活動は、サ
イト選定の初期段階で策定。計画は、文書
化された証拠の作成、保存を規定。
（12.4）
＜設計、建設および操業＞
・処分場の設計、建設、操業の間は、設計管
理の手続きを遵守。（12.5）
＜廃棄物の受入＞
・品質保証計画では、処分場の安全性は操業
者の活動と廃棄物発生者が行う活動に依
存。（12.6）
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・廃棄物発生者は、処理の種類と性能等、処
理施設の安全性に影響を与えるかもしれな
い性質と適切な性能について、操業者の要
求する文書を提供。（12.7）
・操業者は、廃棄物発生者から渡された情報
の品質、廃棄物発生者の品質保証計画のレ
ビューを実施。（12.8）
＜閉鎖および閉鎖後＞
・処分場の閉鎖と閉鎖後の活動に対する品質
保証計画が存在。特に、閉鎖までに記録さ
れた全ての情報の収集と保存を規定。
（12.9）
＜品質保証における規制当局の役割＞
・規制当局は、品質保証要件を策定又は承認。
規制当局は、操業者の品質保証計画を審査
し、実施状況と品質管理記録を系統的に検
査。（12.10）

低レベル放射性廃棄物規制制度
原子炉等規制法、埋設規則等
埋設規則第 20 条 保安規定

埋設規則第 13 条の 3〜9 品質保証
埋設規則第 20 条 保安規定

埋設規則第 13 条の 3〜9 品質保証
埋設規則第 20 条 保安規定
埋設規則第 13 条の 3〜9 品質保証
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す
る確認の申請
埋設規則第 20 条 保安規定
埋設規則第 13 条の 3〜9 品質保証
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す
る確認の申請
埋設規則第 20 条 保安規定
埋設規則第 13 条の 3〜9 品質保証
埋設規則第 7 条 廃棄体等に係る廃棄物埋設に関す
る確認の申請
埋設規則第 20 条 保安規定
埋設規則第 13 条の 3〜9 品質保証
埋設規則第 20 条 保安規定

埋設規則第 20 条 保安規定
埋設規則第 20 条の 2 保安規定の遵守状況の検査

線量告示
付録（閉鎖後段階のための線量とリスク規準）

原子力安全委員会
報告書

備

考

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）

低レベル放射性廃棄物規制制度
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原子炉等規制法、埋設規則等
・放射線学的な安全規準が、処分場の操業
及び閉鎖後段階で必要となる。将来世代の
健康に対する影響が現在受け入れられてい 法第 51 条の 3 許可の基準
る影響よりも大きくならないよう配慮が必
要。（A-1）
・処分場の閉鎖後に、長期間にわたる処分
場からの放射性核種の漏出に関しては不確
実性を有している。いくつかのシナリオに
対する安全基準は、発生の確率又は考慮す
る事象の不確実性を取り入れた方法で立案
する必要がある。（A-2）
・IAEA の安全原則では「放射性廃棄物は人
の健康に対する受容可能な防護のレベルを
保障する方法で管理すべき」と述べている。
この防護のレベルは国際機関の勧告を考慮
し導き出される。（A-3）
・放射性廃棄物の管理施設は BSS の要件を
操業段階に対して適用できるが、BSS の線量
限度は潜在被ばくに対して適用されない。
（A-4）
・ICRP は低線量又は低線量率の放射線被ば
くから致死癌が発生する可能性として 5×
10-2Sv-1 という値を導き出した。
（A-5）
・放射線誘発性の健康影響の発生に対する
限度は線量限度と同様に適用することもで
きるが、線量を受ける確率を考慮した適用
も可能である。（A-6）
・リスクは以下のように定義される。
リスク＝（線量を受ける確率）×（線量が
有害な健康影響を増加させる確率）
（A-7）
・リスクに基づく評価法の主な利点。
(a)影響と同様に確率を考慮に入れる
(b)異なるシナリオの影響を重要度の観点
で比較するための基礎を与える
(c)全ての種類の影響を合算する(A-8)
・リスクの概念は把握することが容易では
ないし、多数の欠点がある。このため、発

原子力安全委員会
報告書
安全審査指針 解説Ⅱの４
安全審査指針 解説Ⅱの７
共通的重要事項 ５

備

考

WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」
（要約）

低レベル放射性廃棄物規制制度

原子力安全委員会

原子炉等規制法、埋設規則等

報告書

備

考

生確率と生じる線量を分けるべきという提
案につながっている。（A-9）

（注）WS-R-1： Near Surface Disposal of Radioactive Waste SAFETY REQUIREMENT（1999,IAEA）
法： 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）
埋設規則： 核原料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則（昭和 63 年 1 月 13 日総理府令第 1 号）
外運搬規則： 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和 53 年 12 月 28 日総理府令第 57 号）
線量告示： 核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示（平成 12 年 12 月 26 日科技庁告示第 13 号）
基本的考え方： 「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 11 日原子力安全委員会）
安全審査指針： 「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）
共通的重要事項： 「放射性廃棄物処分の安全規制における共通的重要事項について」
（平成 16 年 6 月 10 日原子力安全委員会）
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資料−４

各国における対象廃棄物相当の放射性廃棄物処分に係る安全規制の整備状況
フランス
主要核種の半減期の
長さに応じて長寿命
と短寿命に区分

英国
主に中レベル

廃棄物区分の考え方
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処分の実施状況

処分の検討状況
（処分施設の設計・
建設など）

一部の長寿命廃棄物
は別区分（長寿命低
レベル）
短寿命中レベル廃棄
物についてはオーブ
処分場において浅地
中処分を実施中

長寿命中レベルにつ
いては、管理研究と
して、地層処分（高
レベル廃棄物との併
置）を検討中（サイ
ト未選定）
長寿命低レベルにつ
いては、2013 年の操
業開始予定で検討中
（サイト未選定）

（検討中）
セラフィールド処分
場の計画が頓挫

放射能レベルの高い
放射性廃棄物につい
ては、地層処分と処
分場決定までの中間
貯蔵を組み合わせた
管理方法を検討中
（サイト未選定）

フィンランド
主に廃止措置廃棄物
(イオン交換樹脂等は
運転廃棄物として処
分）

スウェーデン
炉内構造物等は長寿
命廃棄物(イオン交換
樹脂等は運転廃棄物
として SFR 1 での処
分対象）

米国
主にクラス C 超える
もの（GTCC）

運転廃棄物につい
て、低、中レベルに
区分して、地下の岩
盤空洞に処分（オル
キルオト処分場、ロ
ヴィーサ処分場）
廃止措置廃棄物につ
いては、運転廃棄物
の処分場に隣接して
岩盤空洞に処分する
ことを計画

短寿命の運転廃棄物
については、地下の
岩 盤 空 洞 に 処 分
（SFR 1 処分場）

クラス C 廃棄物につ
いては、浅地中処分
を実施中（リッチラ
ンド処分場、他）

炉内構造物等の長寿
命廃棄物の処分場
（SFL 3-5）について
は予備的安全評価の
段階（サイト未選定）

GTCC 廃棄物につい
ては、地層処分等の
方法を検討中であ
り、サイト未選定。

短寿命の廃止措置廃
棄物については SFR
3 処分場(既存の運転
廃棄物処分場 SFR 1
を拡張して設置)で処
分することを計画

原子炉容器と炉内構
造物との一括処分で
はクラスＣ

規則では、一定濃度
以下の廃棄物および
個別に承認が得られ
た廃棄物は浅地中処
分となり、その他は
地層処分しなければ
ならないと規定され
ている。

長寿命の中レベル廃
棄物については地層
処分を検討中

埋設深度

長寿命の低レベル廃
棄物については地下
15m 程度への処分を
検討中
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短寿命の中レベル廃
棄物についてはコン
クリートピットを地
表面下に設置
長寿命の中レベル廃
棄物については、廃
棄物を圧縮してキャ
ニスタ に入れ、それ
をステンレス鋼製の
コンテナに収容する
ことを計画

廃棄体

（未定）

長寿命の低レベル廃
棄物については、コ
ンクリート容器に収
納し、コンクリート
で充填することを計
画
短寿命の中レベル廃
棄物については、金
属製容器あるいはコ
ンクリート容器に収
納後、コンクリート
ピット内に設置

運転廃棄物について
は、地下 110m 程度
（ロヴィーサ処分
場）
、60-95m 程度（オ
ルキルオト処分場）
に処分
廃止措置廃棄物につ
いては、中間深度（運
転廃棄物と同一深
度）への処分を計画

（未定）

ロヴィーサ処分場で
は、炉内構造物（廃
止措置廃棄物）を原
子炉容器に詰めてコ
ンクリート充填する
ことを計画

長寿命廃棄物につい
ては、300m 以深に地
層処分する案で予備
的安全評価を実施
短寿命の廃止措置廃
棄物については、運
転廃棄物と同一深度
（水深 5m の海底か
ら 50m 以深）への処
分を計画

炉内構造物を鋼製の
内部容器に収納し、
それを長尺コンクリ
ート容器に収容し、
鋼製容器と長尺コン
クリート容器の間に
コンクリートで充填
することを計画

クラス C 廃棄物につ
いては 30m 以浅の浅
地中に処分
GTCC カテゴリーの
廃棄物については、
地層処分等の方法を
今後検討

リッチランド処分場
（クラス C）では、
炉内構造物を原子炉
容器に詰めて低密度
コンクリートで充填
している。

長寿命の中レベル廃
棄物、長寿命の低レ
ベル廃棄物について
の規制はいずれもな
い。

安全レビュー
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閉鎖後の能動的な管
理
（放射線管理；モニ
タリングなど）

（参考）短寿命の低
中レベル廃棄物に係
る規定では、開発者
は、早期の許可申請
に続いて、管轄機関
との間で合意したプ
ログラムに従い情報
を提出、それを受け
て管轄機関は、コメ
ントをフィードバッ
ク。プロジェクトの
進捗にあわせて、調
査段階、サイトの許
認可、建設開始、操
業開始などのタイミ
ングで順次更新する
こととなっている。
長寿命の中レベル廃
棄物、長寿命の低レ
ベル廃棄物について
の規制はいずれもな
い。
（参考）短寿命の低
中レベル廃棄物に係
る規定では、施設設
計にあたって、操業
段階およびモニタリ

承認当局は、放射性
廃棄物の処分の承認
に付帯する制限及び
条件の定期的再審査
を実施しなければな
らない。

事業者による操業許
可申請に関する政府
決定において、処分
場の操業許可条件と
して、安全性に関す
る定期的な報告書の
作成等を義務づけ。

処分場の安全性に関
する統合解析及び総
合評価を少なくとも
10 年に一度実施し、
規制機関への報告を
義務づけ。

操業段階では、許認
可取得者は、許認可
の条件および本規定
の要件に従って処分
活動を行う。地上で
の活動や廃棄物の処
分を行う権限をもつ
機関は、定期的に許
認可の更新を受けな
ければならない。こ
の時、操業経過は検
査され、操業の継続
を許可するか否認す
るかの決定がなされ
る。

当該施設の安全性の
確保は、管理が撤廃
された後のモニタリ
ング又は監視に依存
するものであっては
ならない。その後に
行われるモニタリン
グ活動は、主として
公衆を安心させるた
めのものである。

処分の安全性に対し
て有害な影響を及ぼ
さない信頼できる技
術的閉鎖後監視の準
備がなされなければ
ならない。

閉鎖後に行う能動的
管理に関する規定は
ない

処分サイトが閉鎖さ
れた後、操業後のサ
ーベイランスに対し
て責任を負う許認可
取得者は、モニタリ
ングシステムを継続
しなければならな
い。モニタリングシ
ステムは、処分サイ
トからの放射性核種
の漏出を検知できる

閉鎖は STUK の閉鎖
計画の承認後に開始
される。閉鎖計画に
は閉鎖後のサーベイ

ング段階の間、放射
性物質の拡散がない
ことを検証するため
に、効率的で、連続
的で、信頼性の高い
モニタリングを実施
しなければならな
い。特に、表層水、
浸透水、排水、地下
水等のモニタリング
を行う。拡散が起こ
った場合、モニタリ
ングによって原因と
なる廃棄物を特定し
なければならないと
なっている。

ランス計画を含まな
ければならない。

ものであること。
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資料−５

余裕深度処分対象廃棄物の例
MOX燃料
MOX燃料

ウラン燃料

ウラン濃縮・燃料加工

回収ウラン・
プルトニウム

使用済燃料

原子力発電所
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低レベル廃棄物
低レベル廃棄物

再処理工場

高レベル廃棄物
高レベル廃棄物

・コンクリートピット処分対象
・素堀り処分対象

・地層処分対象
（ｶﾞﾗｽ固化体）

・余裕深度処分対象

MOX燃料加工
MOX燃料加工

低レベル廃棄物
低レベル廃棄物
・地層処分対象（ﾊﾙｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ等）
・コンクリートピット処分対象
・素堀り処分対象
・余裕深度処分対象

[廃棄物の例]

[廃棄物の
例]
不燃物

低レベル濃縮廃液

難燃物
炉内 ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ 制御棒
(CB)
構造物
沸騰水型原子炉
(BWR)

炉内
構造物

制御棒

ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ
(BP)

使用済樹脂

加圧水型原子炉
(PWR)

可燃物

（注）CB/BPは再処理工場からも発生

【出展】原子力安全委員会「第17回放射性廃棄物・廃止措置専門部会」平成19年10月

資料−６

安全確保上考慮すべき対象廃棄物の特性

（１）物理的特性
放射化金属廃棄物、解体廃棄物の金属・コンクリートはそれ自体が固体状や塊であ
ることから物理的に安定であるが、使用済樹脂廃棄物の一部、フィルタ類、濃縮廃
液は物理的安定性が小さい。液体廃棄物等は、取扱いに際して容易に飛散・拡大す
るおそれがある。
（２）化学的特性
廃棄物の腐食生成物及び廃棄物に含有される物質（有機物、硫酸塩、硝酸塩、カド
ミウム、ホウ素、アルカリ成分）が、取扱い設備等に影響するおそれがある。
（３）放射能特性
βγ核種放射能量が高い廃棄物は、放射線量が高く、過大な被ばくのおそれがある。
放射化金属廃棄物、解体廃棄物等は、γ線（主に Co-60）強度が高いため、発熱す
るおそれがある。

51

資料−７

余裕深度処分対象廃棄物の放射能特性（例）
H-3
Ni-63
I-129

C-14
Sr-90
Cs-137

Cl-36
Nb-94
合計

Co-60
Tc-99
α合計

Ni-59
Ag-108m

1.0E+15
1.0E+14

放射能濃度[Bq/t]

1.0E+13
1.0E+12
1.0E+11
1.0E+10
1.0E+09
1.0E+08
1.0E+07
1.E+00

1.E+01

1.E+02

1.E+03

1.E+04

1.E+05

1.E+06

経過時間[年]

発電所運転廃棄物（放射化金属）

H-3

C -14

Cl-36

Co-60

Ni-59

Ni-63

Sr-90

Nb-94

Tc-99

Ag-108m

I -129

Cs-137

α合計

合計

1E+15

放射能濃度[Bq/t]

1E+14
1E+13
1E+12
1E+11
1E+10
1E+09
1E+08
1E+07
1E+00

1E+01

1E+02

1E+03

1E+04

1E+05

1E+06

経過時間[年]

ＪＮＦＬ廃棄物
【出典】原子力安全委員会「第 17 回放射性廃棄物・廃止措置専門部会」
平成 19 年 10 月
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資料−８

廃棄物埋設施設の概念図

受入施設、
放射線管理施設など

川

沢

地表面
海
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アクセス坑道（通路）
処分空洞
周辺坑道（通路）

50ｍ以深

埋設地周辺の地質環境

資料−９

想定される対象廃棄物取り扱い過程の概念図
輸送容器クレーン
②緩衝体取外・縦起

廃棄体検査装置

廃棄体検査室クレーン

④廃棄体取出、検査、移送

C
V
①輸送容器受入一時貯蔵

⑥廃棄体払出し

輸送容器台車

C
V

③輸送容器移送、蓋開放
③輸送容器移送、蓋

開放等

⑤廃棄体一時貯蔵

廃棄体一時貯蔵クレーン

仮設遮へい

廃棄体定置クレーン

⑧廃棄体定置

⑦構内輸送
⑨モルタル充填

対象廃棄物を廃棄物埋設施設に受け入れて地下へ定置

地下へ定置した対象廃棄物の埋め戻し
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構内輸送車両

資料−１０

各過程において想定される安全確保上考慮すべき
基本的要件（安全機能）
−廃棄物埋設施設受け入れから定置まで−
冷却

閉じ込め

遮へい

移行抑制

離隔

【必要に応じ】
発熱に対する
考慮が必要

【必要性 有】
飛散防止

【必要性 有】
線量を合理的に達成
できる限り低くする。

【期待しない】
閉じ込めで担保

【期待しない】
閉じ込めで担保

建屋の換気
設備

処分容器

処分容器

処分空洞の
換気設備

建屋の換気
設備

建屋構造体
しゃへい壁

処分空洞の
換気設備

定置時の仮
設しゃへい壁
処分空洞の設
備コンクリート
構内輸送車両
廃棄体収納部

−定置から埋め戻しまで−
冷却

閉じ込め

遮へい

移行抑制

離隔

【期待しない】
γ線強度の制限

【必要性 有】
飛散防止

【必要性 有】
線量を合理的に達成
できる限り低くする。

【期待しない】
閉じ込めで担保

【期待しない】
人による管理
で担保

処分容器

処分容器

人工バリア

定置時の仮
設しゃへい壁
処分空洞の設
備コンクリート
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−埋め戻し完了後から管理を必要とする期間の終了まで−
冷却

閉じ込め

【期待しない】
γ線強度の制限

【期待しない】
漏出を想定
移行抑制で
担保

遮へい

【期待しない】
移行抑制で担保

移行抑制

離隔

【必要性 有】
公衆被ばくを合理的
に達成できる限り低く
する。

【期待しない】
人による管理
で担保

廃棄物
処分容器
人工バリア

天然バリア

−管理を必要とする期間終了後−

冷却

閉じ込め

【期待しない】
γ線強度の制限

【期待しない】
漏出を想定
移行抑制で
担保

遮へい

移行抑制

【期待しない】
移行抑制で担保

【必要性 有】
公衆被ばくを管理を
必要としないレベル
にする。
廃棄物
処分容器
人工バリア

天然バリア
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離隔

【必要性 有】
社会環境からの離隔

深度
（距離）

資料−１１

余裕深度処分で想定される施設形状と性能評価モデル
処分空洞

周辺通路

地上施設へ

アクセス通路

廃棄物埋設施設の地下部分の概略図
吹き付けコンクリート
二次覆工
埋戻し材
廃棄体層
（周囲はモル
タル充てん）

コンクリート
ピット
低拡散層
低透水層

処分空洞の垂直断面概略図

間隙
濃度
一様

拡散
移流分散

廃棄体
充填材

躯体
ｺﾝｸﾘｰﾄ

拡散
移流分散

低拡散
バリア

拡散
移流分散

ベント
ナイト

均
一
混
合
層

拡散
移流分散
生物圏

岩

安全評価における性能評価モデル
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公
衆
の
被
ば
く

資料−１２

低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に関する
本格的調査結果について
日本原燃（株）では、低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの比較的高い廃棄物の埋設施設の
検討に必要な情報を得るため、濃縮・埋設事業所敷地内（青森県六ヶ所村）の南側台地及びその周辺
において、平成 14 年から平成 18 年まで地質・地下水・地盤に関する調査を実施した。調査で明らか
になった主な事項は、以下の通りである。
・地質調査の主な目的は、断層等の地質状況を調べ、地下水が速く移動する場所がないかを確認する
ことであり、問題となる場所がないことを確認した。
・地下水調査の主な目的は、地下水の流れる速さや流れる方向を把握することであり、候補地点の鷹
架層は、割目が少なく、地下水の流れる速さは平均して年間 10cm 程度と遅いことを確認した。ま
た、人工構築物の顕著な劣化を促進するような地下水成分が少ないことを確認した。
・地盤調査の主な目的は、安定した空洞が構築できるかの確認であり、直径約 18m の試験空洞が問
題なく構築できることを確認した。
Aʼ

40

30

ウラン
濃縮工場

50
1
0
02
03
20

30

02

10

02

調査坑

低レベル放射性
廃棄物埋設地
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20

中
央
沢

尾駮沼
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03
0

30
30

40

01
02

1.0

30

30

20
10

0
0
1
.0

20

0

10

A
標高(m)

A

0
0

凡

Aʼ 100

250m
250m

例

地層名

凡例

盛土

0

下部 層

(

礫混り砂岩層
軽石混り砂岩層
軽石凝灰岩層
粗粒砂岩層
泥岩層

)

-300

中 部層

-200

新 第三紀層 鷹架 層

-100

第四紀層

図−1 地質調査結果
調査坑（大）

坑口

約５m
約７m

計測坑Ｂ
計測坑Ｃ

試験空洞

計測坑Ａ
約２m
約16m
約２m

調査坑（小）
約２m
約18m

水平ボーリング

約２m

図−2 調査坑鳥瞰図

図−3 試験空洞

【出典】原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会「低レベル放射性廃棄物の余裕深度
処分に係る安全規制について（中間報告）」平成 19 年 3 月
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