
 

 

 

 

 

 

 

返還低レベル放射性廃棄物のうち 

固型物収納体（ＣＳＤ－Ｃ）の安全性に係る検討報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年３月１３日 
 

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 



目 次 

 

 

１．背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２．返還廃棄物に係る現行の安全規制の概要 ・・・・・・・・・・・・・２ 

 

３．ＣＳＤ－Ｃの基本的安全性についての検討結果 ・・・・・・・・・・３ 

 

３．１ 検討の基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

３．２ 安全委員会報告を考慮して実施した技術的検討について ・・・３ 

 

３．３ 検討結果のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

４．外廃棄規則における規制のあり方に関する検討結果 ・・・・・・・・８ 

 

５．品質保証システムについての検討結果 ・・・・・・・・・・・・・・10 

 

６．まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 

 

 

 

（付録１）用語解説 
 
（付録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 

委員名簿 
 
（付録３）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 
 
（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 

返還低レベル廃棄物に係る技術ワーキンググループ委員名簿 
 
（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 

返還低レベル廃棄物に係る技術ワーキンググループにおける検討の経緯 
 
 

添付 

 ・固型物収納体（ＣＳＤ－Ｃ）の仕様に係る調査報告書概要 

 



 

1 

１．背景 

我が国は、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」（昭和５３年 

原子力委員会決定）（以下、「原子力長計」という。）に示された政策に則り、

国内商用再処理工場の運転開始までの措置として、使用済燃料の再処理を海

外再処理事業者に委ねることとし、日本の電気事業者は、英国ＢＮＦＬ（現

Ｓｅｌｌａｆｉｅｌｄ Ｌｔｄ）、仏国ＣＯＧＥＭＡ（現ＡＲＥＶＡ ＮＣ）

との間で再処理役務契約を締結し、再処理を委託した。 

昭和６３年～平成４年に渡り、当該契約に基づいて返還される放射性廃棄

物について、日本の電気事業者は、海外再処理事業者からその仕様の提示を

受け、返還される放射性廃棄物（高レベル放射性廃棄物はガラス固化体、低

レベル放射性廃棄物はセメント固化体とビチューメン固化体）について、技

術検討を行った。その技術検討結果について、国（当時の科学技術庁）は、

原子力安全委員会決定がなされた「海外再処理に伴う返還廃棄物の安全性の

考え方等について」（昭和６２年８月２７日原子力安全委員会決定、一部改訂

平成１３年３月２９日）（以下、「安全委員会報告」という。）を参考に妥当性

の検討を行い、必要な安全規制として、平成６年２月に「核燃料物質等の工

場又は事業所の外における廃棄に関する規則」（以下、「外廃棄規則」という。）

を改正している。 

今般、事業者は仏国から返還される低レベル放射性廃棄物の仕様について、

海外再処理事業者から変更の提示を受け、当初予定していた、セメント固化

体、ビチューメン固化体から、固型物収納体（以下、「ＣＳＤ－Ｃ」という。）

並びに低レベル放射性廃棄物ガラス固化体（ＣＳＤ－Ｂ）に変更することと

なり、原子力安全・保安院としては、そのうち、現時点で返還の計画が具体

化されつつあり、また、その仕様が明確なＣＳＤ－Ｃについて、その基本的

安全性及びそれを踏まえた外廃棄規則での規制のあり方について検討を行う

こととした。また、既に返還が終了している仏国からの高レベル放射性廃棄

物と同様、ＣＳＤ－Ｃの製作は、海外再処理事業者の品質保証、品質管理の

下で行われ、その品質要求事項への適合性確認を電気事業者が行うことから、

電気事業者の実施する品質保証活動が重要であるとして、これについても検

討を行うこととした。 

これらの検討にあたって原子力安全・保安院は、原子力安全基盤機構（以

下、「ＪＮＥＳ」という。）に技術的観点による検討を依頼した。 

これを受けたＪＮＥＳでは、返還廃棄物に係る検討会（返還廃棄物技術検

討会）を平成１７年１２月より開催し、現地調査を含む技術的検討を実施し、

「固型物収納体（ＣＳＤ－Ｃ）の仕様に係る調査報告書」（以下、「ＪＮＥＳ

報告書」という。）をとりまとめている。 
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廃棄物安全小委員会の下に、「返還低レベル廃棄物に係る技術ワーキンググ

ループ」（以下、「技術ＷＧ」という。）を設置し、ＪＮＥＳ報告書を踏まえて

検討を行った。 

本報告書は、これらについてとりまとめたものである。 

  なお、ＪＮＥＳ報告書には、ＡＲＥＶＡ ＮＣ独自のノウハウ等企業秘密に

係わる情報が含まれているため、本報告書では、ＡＲＥＶＡ ＮＣ独自のノウ

ハウ等企業秘密に係わるデータ等に関して、その考え方等の公開可能な情報

に置き換えて一部再構成した、「固型物収納体（ＣＳＤ－Ｃ）の仕様に係る調

査報告書概要」を添付している。 

 

２．返還廃棄物に係る現行の安全規制の概要 

海外再処理に伴う返還廃棄物は、原子炉設置者である電気事業者に帰属し

ており、我が国において処分されるまでの間、廃棄物管理事業者が設置する

廃棄物管理施設において、管理されることとなっている。 

返還廃棄物を管理するに当たっては、原子炉設置者は、原子炉等規制法第

５８条第１項及び第２項の規定並びに外廃棄規則に基づき、保安のために必

要な措置を講じ、経済産業大臣の確認を受ける必要がある。 

現行の外廃棄規則第２条第１項第４号の規定においては、返還廃棄物に対

して次のイ～ホの基準に適合していることを求めている。 

 

イ．放射線障害防止のため容器に固型化したものであること。 

ロ．種類（寸法、重量、強度及び発熱量を含む。）及び数量が当該廃棄物管

理設備において管理することができるものであること。 

ハ．放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該廃棄物管理設備において管

理することができるものであること。 

ニ．放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。 

ホ．著しい破損がないこと。 

 

国は、上記の基準への適合性について、返還廃棄物を廃棄物管理施設に管

理するに当たり、電気事業者が行なう事業所外廃棄確認申請に基づき、個別

の返還廃棄物に対する基準適合性の確認を実施する。 

なお、これまでに仏国ＡＲＥＶＡ ＮＣから、上記の規制の下、外廃棄規則

に適合した高レベル放射性廃棄物ガラス固化体１３１０本が返還されており、

仏国からの高レベル放射性廃棄物の返還が全て終了している。 
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３．ＣＳＤ－Ｃの基本的安全性についての検討結果 

３．１ 検討の基本的考え方 

上記の背景を踏まえて、電気事業者が返還を予定しているＡＲＥＶＡ ＮＣ

からの低レベル放射性廃棄物のうちＣＳＤ－Ｃについて、その基本的安全性

を検討するとともに、外廃棄規則の改正の要否及び廃棄体製造に係る電気事

業者の品質保証について検討を行った。 

ＪＮＥＳの実施した技術的観点からの検討においては、過去に高レベル放

射性廃棄物ガラス固化体や低レベル放射性廃棄物（セメント固化体とビチュ

ーメン固化体）に対して行われた返還される放射性廃棄物の基本的安全性の

検討が、安全委員会報告に基づいて実施されていることから、ＣＳＤ－Ｃに

おいても、この安全委員会報告を考慮することが適切とし、以下の項目につ

いて検討を行っている。 

(a)返還廃棄物の受入・貯蔵時の安全性の検討を行うために考慮すべき評価

項目の選定及び評価すべきパラメータの抽出 

(b)評価に必要なデータの把握 

(c)廃棄体自体の安定性の評価 

(d)貯蔵の安全性の評価 

(e)処分の技術的成立性の評価 

 

このうち、廃棄体自体の安定性の評価にあたっては、ＣＳＤ－Ｃが、①固

型化材料を用いていないこと、②残留水分及び有機物の放射線分解によるガ

ス発生の可能性があること及び③通気性フィルタを有すること等といった、

ＣＳＤ－Ｃの特徴を踏まえた検討を行っている。 

また、検討に当たっては、日本原子力学会標準委員会 原子燃料サイクル

専門部会 返還廃棄物確認分科会の検討結果を参考としている。 

 

  技術ＷＧとしては、このようなＪＮＥＳ報告書における検討の考え方は、

安全委員会報告を考慮していること及びＣＳＤ－Ｃの特徴を踏まえているこ

と等から妥当であると考え、これを技術ＷＧにおける検討の基本的考え方と

した。 

 

３．２ 安全委員会報告を考慮して実施した技術的検討について 

（１）考慮すべき評価項目の選定及び評価すべきパラメータの抽出について 

ＪＮＥＳ報告書では、返還廃棄物の受入・貯蔵時の安全性の検討を行う

ために考慮すべき評価項目の選定及び評価すべきパラメータの抽出につい

て、安全委員会報告の考え方、及びＣＳＤ－Ｃの特徴を踏まえて、受入・
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貯蔵時における安全性を判断するために評価・検討するべき項目、パラメ

ータを抽出している。 

これらの抽出にあたっては、①廃棄体自体の安定性、②貯蔵の安全性及

び③処分の技術的成立性の観点から検討を行っている。 

その結果、考慮すべき評価項目としては、耐放射線性（放射線分解ガス

濃度、放射線分解ガスによる内圧上昇に対する容器の健全性）、容器の耐食

性（内面、外面）、熱的安定性、閉じ込め性、平常時の安全性の評価（放射

線遮へい、冷却機能、定置方法等に関する考慮、容器付着放射性物質の揮

発/はく離、冷却空気の放射化）、異常時の安全性の評価（冷却機能の低下、

ＣＳＤ－Ｃの落下（容器の健全性））を選定している。また、これらの評価・

検討項目に対応する評価すべきパラメータについては、ＣＳＤ－Ｃを構成

する圧縮体及び容器について、それぞれ、放射性核種濃度等、容器材料組

成等を抽出している。 

 

技術ＷＧとしては、選定された評価項目及び抽出された評価すべきパラ

メータは、安全委員会報告の考え方及びＣＳＤ－Ｃの特徴を踏まえている

ことから、ＣＳＤ－Ｃの受入・貯蔵時の安全性の検討を行うために適切で

あると考える。 

 

（２）評価に必要なデータの把握について 

ＪＮＥＳ報告書では、受入・貯蔵時における安全性を判断するためには、

評価すべきパラメータについての十分な情報がＡＲＥＶＡ ＮＣから提供

されていることを確認することが必要との観点から、抽出したパラメータ

に対する情報の充足性について検討を行っている。その結果、現時点で必

要と考えられる全ての項目について、電気事業者が仕様値及びその他代替

情報によりデータを有していると評価している。また、追加データが必要

な場合には、今後とも入手可能と判断している。 

 

以上のことから、技術ＷＧとしては、評価に必要なパラメータについて

の十分な情報があるものと考える。 

 

（３）廃棄体自体の安定性の評価について 

抽出された評価項目及びパラメータに基づき、ＪＮＥＳ報告書では、そ

れぞれ以下のとおり検討している。 
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①耐放射線性(放射線分解ガスによる容器の健全性) 

ＣＳＤ－Ｃには、金属等の無機物以外に少量の残留水分及び有機物が

含まれ、放射線分解ガスが発生するとしていることから、発生した放射

線分解ガスのうち、大半を占める水素による燃焼リスクのないこと及び

発生した放射線分解ガスによる容器内部の圧力上昇に対する容器の健全

性について評価を行っている。 

評価においては、放射線分解により発生する水素のＣＳＤ－Ｃ容器内

部での濃度が空気中における水素の燃焼下限濃度である４vol％を上回

らないこと及び放射線分解ガスによるＣＳＤ－Ｃ容器の内圧上昇が、容

器の機械的強度の観点から、容器の健全性に影響のないことを判定基準

としている。 

水素濃度の評価結果が４vol％を上回るＣＳＤ－Ｃについて電気事業

者は、国内に持ち帰る計画はないとしていることから、電気事業者が輸

入する予定のＣＳＤ－Ｃについては、水素による燃焼リスクがないと判

断している。また、放射線分解ガスによる内圧上昇の値に対して容器の

機械的強度は十分であると評価している。 

 

②容器の耐食性 

ＣＳＤ－Ｃは返還後、処分までの間、一時貯蔵されることが想定され

るため、容器が長期間にわたって十分な耐食性を有していることが重要

であるとの観点から、容器内面及び外面の耐食性について評価を行って

いる。容器内面の腐食については、湿食であるガルバニック腐食とＣＳ

Ｄ－Ｃに含まれている有機物の分解により発生する塩化水素による腐食

を考慮している。また、容器外面については、湿食として塩害に伴う腐

食を考慮している。その結果、腐食量は、容器厚さと比較して十分小さ

いことから、ＣＳＤ－Ｃ容器は長期間にわたり十分な耐食性を有してい

るものと評価している。 

 

③熱的安定性 

ＣＳＤ－Ｃは、放射線による発熱があり、発熱量がＣＳＤ－Ｃの仕様

の最大値の９０Ｗの場合、貯蔵時のＣＳＤ－Ｃの中心温度は１００℃程

度であると考えられる。また、ＣＳＤ－Ｃには、燃料被覆管のせん断時

に発生するジルコニウム系合金（ジルカロイ）の微粉が含まれており、

ジルコニウム系合金粉末は温度条件によっては発火・燃焼する特性を有

することから、ジルカロイの微粉による発火の有無について検討する必

要がある。 



 

6 

このことから、試験等によって得られたＣＳＤ-Ｃに含まれるジルカロ

イの微粉の発火温度と貯蔵時のＣＳＤ－Ｃの温度条件とを比較すること

により、貯蔵時における発火の可能性について評価している。その結果、

ＣＳＤ－Ｃに含まれるジルカロイの微粉による発火温度は５００℃以上

であり、貯蔵時のＣＳＤ－Ｃの中心温度は１００℃程度であることから、

発火の可能性はなく、ＣＳＤ－Ｃは熱的安定性を有しているものと評価

している。 

 

④閉じ込め性 

ＣＳＤ－Ｃに含まれるハル・エンドピースからは揮発性の放射性物質

が放出される。貯蔵期間中における閉じ込め性の維持の検討に際しては、

容器材質は十分な耐食性を有していることから、一般的に容器材質より

も耐久性が低いといわれている溶接部の健全性に関して評価している。

その結果、ＣＳＤ－Ｃの容器本体の溶接には、プラズマアーク溶接が行

われており、その健全性については、高レベル放射性廃棄物ガラス固化

体の蓋部の溶接と同様に溶接パラメータで管理され、パラメータは仏国

規制当局により認証されていること等からＣＳＤ－Ｃは適切な閉じ込め

性を有していると評価している。 

上記の他、技術ＷＧでは、以下のことについて確認した。 

①キャニスター内で重力や輸送中の振動などで、ディスクが動かない

こと（スプリングがディスクを固定する能力）を確認するために、

ディスクの充填及び引き抜きに要する力の測定試験がＡＲＥＶＡ 

ＮＣにおいて実施され、容易に引き抜けないことが確認されている

こと。 

②さらに、異常時の検討において必要となるＣＳＤ－Ｃの落下につい

ては、ＡＲＥＶＡ ＮＣの落下試験では、実規模大で①９m 高さから

の剛体床への落下と②他のＣＳＤ－Ｃ上への７．７m落下の２ケース

について実施されており、落下後の容器に割れがないこと及び容器

の変形は容器の取扱いが容易に出来る程度にとどまっており、ＡＲ

ＥＶＡ ＮＣの実施した落下評価を通じて、落下時にＣＳＤ－Ｃの損

傷及びリークが無いことが確認されていること。 

 

以上のことから、技術ＷＧとしては、ＣＳＤ－Ｃ自体は安定であると

考える。なお、ＪＮＥＳ報告書でも指摘されているとおり、以下のパラ

メータは品質管理上重要なパラメータであると考え、電気事業者は、外

廃棄規則に基づく確認の際に説明書類において十分な説明を行う必要が
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ある。 

①水素濃度の評価に直接寄与するパラメータである放射性核種濃度、

廃棄物組成及び残留水分量 

②容器の閉じ込め性に直接影響するパラメータであるフィルタ部の蓋

閉止溶接に関する具体的な溶接方法 

 

（４）貯蔵の安全性の評価 

安全委員会報告では、返還廃棄物を貯蔵施設で安全に貯蔵しうることを

確認するためには、平常時及び異常時の安全性を評価する必要があるとし

ている。 

具体的に安全委員会報告では、「平常時の安全性については、放射線の遮

蔽、発熱性廃棄物の冷却等が適切に行われることを評価するとともに、容

器内の固化体に含まれる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を検討し、その環境中への移行の可能

性を評価することが必要と考えられる。」とされている。また、「異常時の

安全性については、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

生の可能性との関連において、安全性の評価を行う。」とされている。 

この考え方を受けて、ＪＮＥＳ報告書では、平常時については、(a)放射

線遮へい、(b)冷却機能、(c)定置方法等に対する考慮、(d)放射性物質の漏

えい及び(e)冷却空気の放射化の観点から、異常時については、(A)冷却機

能の低下及び(B)ＣＳＤ－Ｃの落下の観点からそれぞれ評価している。 

その結果、ＣＳＤ－Ｃの貯蔵時の安全性については、「４．２（３）」で

評価した、①耐放射線性(放射線分解ガスによる容器の健全性)、②耐食性、

③熱的安定性、④閉じ込め性及び異常時におけるＣＳＤ－Ｃの落下評価の

それぞれの結果から、上述の(a)～(e)及び(A)、(B)のうち、廃棄体に求め

られる要件は満足し得るため、安全審査等によって確保される貯蔵施設の

安全機能との組合せによって確保できると評価している。 

 

技術ＷＧとしては、ＪＮＥＳ報告書における評価の方法及びその結果は、

原子力安全委員会の平常時及び異常時の安全性についての考え方を受けた

もので妥当であり、貯蔵の安全性は確保できると考える。 

 

（５）処分の技術的成立性の評価 

ＣＳＤ－Ｃは、長半減期低発熱放射性廃棄物（以下、「ＴＲＵ廃棄物」と

いう）の１つであり、地層処分に供されると考えられている。安全委員会
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報告においては、返還廃棄物の仕様を処分の観点から検討するに当たって

は、「処分時点で安全評価を行う際に必要な情報のうち、返還廃棄物の仕様

に含まれていることが適当な情報を把握しておくことが望ましい。」との考

え方が示されていることから、ＪＮＥＳ報告書では、近年における処分関

連の動向も鑑みて、ＣＳＤ－Ｃの処分の成立性について評価している。 

その結果、安全委員会報告に例として記載されている廃棄体の組成、内

蔵放射能量、容器の材質、廃棄体の発熱量、熱伝導率のデータ等を含め、

処分時点で安全評価を行う際に必要な情報の充足性については満たしてい

るとしている。また、追加データが必要な場合には、今後とも入手可能と

判断している。 

また、ＣＳＤ－Ｃを含めたＴＲＵ廃棄物の地層処分については、平成１

７年９月の日本原子力研究開発機構及び電気事業連合会における、「ＴＲＵ

廃棄物処分技術検討書－第２次ＴＲＵ廃棄物処分研究開発取りまとめ－」

及び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により、技

術的成立性があると判断されていることから、現時点では、ＣＳＤ－Ｃは

処分可能であるとしている。 

 

技術ＷＧとしては、以上のＪＮＥＳ報告書の内容は、安全委員会報告、

近年における処分関連の動向を適切に踏まえて行われているものであり、

その結果は妥当で、処分時点で安全評価を行う際に必要な情報は十分あり、

ＣＳＤ－Ｃの地層処分は技術的に成立しうると考える。なお、ＣＳＤ－Ｃ

を含む低レベル放射性廃棄物及び高レベル放射性廃棄物の処分に関しては、

現在、必要な安全規制制度が整備されつつあり、これら検討状況を見据え

ておく必要があると考える。 

 

３．３ 検討結果のまとめ 

以上、（１）～（５）で評価したとおり、ＣＳＤ－Ｃは、基本的安全性、す

なわちＣＳＤ－Ｃが安定性（容器の健全性、耐食性、熱的安定性、閉じ込め

性）を有しており、適切な安全規制により安全を確保できる見通しが十分あ

るものと考える。 

 

４．外廃棄規則における規制のあり方に関する検討結果 

廃棄体の技術基準について、現行の外廃棄規則（「３．」を参照）をＣＳＤ

－Ｃに適用して規制する場合の外廃棄規則の改正の要否について、以下のと

おり、外廃棄規則の規定毎に技術的検討を行った。 
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（１）「外廃棄規則第２条第１項第４号イ」について 

「放射線障害防止のため容器に固型化したものであること」については、

「核燃料物質等の埋設に関する措置等に係る技術的細目を定める告示」第

四条において、固型化の方法とはセメント等の固型化材料を用いて容器に

固型化することを規定している。 

平成６年２月の外廃棄規則の改正では、当時計画が具体化していた高レ

ベル放射性廃棄物ガラス固化体を対象にしており、また、核燃料物質等の

埋設に関する措置等に係る技術的細目を定める告示第４条において、固型

化の方法とはセメント等の固型化材料を用いて容器に固型化することと規

定していること等から「容器に固型化」とはガラスやセメント等の固型化

材料を用いて固型化処理することを想定している。 

また、安全委員会報告等で示されている閉じ込め性を固化体、容器及び

貯蔵施設の組合せによって担保することが重要であることを踏まえると、

ＣＳＤ－Ｃは、セメント等の固型化材料を用いて容器に固型化されていな

いものの、固体状の放射性廃棄物が高圧で圧縮、ディスク状に一体化され、

ステンレス製の容器内（高レベル放射性廃棄物と同様のキャニスター）に

バネで固定されたものであり、従前検討を実施した高レベル放射性廃棄物

ガラス固化体と同様の基本的安全性、すなわちＣＳＤ－Ｃが安定性（容器

の健全性、耐食性、熱的安定性、閉じ込め性）を有しており、適切な安全

規制により安全を確保できる見通しが十分あり、貯蔵の安全性については、

安全審査等によって確保される貯蔵施設の安全機能との組合せによって確

保することが可能と考える。 

以上のことから、本規定については、容器の閉じ込め機能が損なわれな

いという観点を踏まえ、例えば「放射線障害防止のため、放射性廃棄物を

容器に封入してあること。」を追加することが考えられる。 

 

（２）「外廃棄規則第２条第１項第４号ロ」について 

「種類（寸法、重量、強度及び発熱量を含む。）及び数量が当該廃棄物管

理設備において管理することができるものであること。」については、ＣＳ

Ｄ－Ｃ自体は安定であると考えられ、貯蔵施設との組合せによって廃棄物

管理設備で管理することが可能と考える。 

 

（３）「外廃棄規則第２条第１項第４号ハ」について 

「放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該廃棄物管理設備において

管理することができるものであること。」については、ＣＳＤ－Ｃ自体は安

定であると考えられ、貯蔵施設との組合せによって廃棄物管理設備で管理
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することが可能と考える。 

（４）「外廃棄規則第２条第１項第４号ニ」について 

「放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。」につ

いては、容器が閉じ込め性を有していることから当該基準をＣＳＤ－Ｃに

も適用することが可能と考える。 

 

（５）「外廃棄規則第２条第１項第４号ホ」について 

「著しい破損がないこと」については、返還廃棄物受入時の一般的要件

（外観検査等）として、当該基準をＣＳＤ－Ｃにも適用することが可能と

考える。 

 

５．品質保証システムについての検討結果 

ＪＮＥＳ報告書では、既に返還が終了している仏国からの高レベル放射性

廃棄物ガラス固化体と同様、実際に返還されるＣＳＤ－Ｃが基準に適合して

いることを確認する場合、製造後の検査等において確認できるもの及び製造

時の品質管理によって確認できるものがあることから、後者について、品質

管理上の重要なパラメータ及び管理すべきプロセス並びに電気事業者の品質

マネジメントシステムについて検討を行っている。 

安全委員会報告においては、「返還廃棄物は海外再処理に伴って発生し、固

化されるため、特に、品質保証、品質管理についての検討を行うとともに、

廃棄物に係る諸データは基本的には海外再処理実施国にあることから関係機

関の間で十分に情報交換を行うことが重要である。」と記載されている。 

また、ＣＳＤ－Ｃも安全委員会報告に記載されているとおり、ＡＲＥＶＡ 

ＮＣの技術開発の下で設計され、ＡＲＥＶＡ ＮＣの品質保証、品質管理の下

で製造されるものであり、ＣＳＤ－Ｃに係る諸データ（仕様及び製造に係る

技術データ）は、基本的に全てがＡＲＥＶＡ ＮＣにより管理・所有されてい

るものである。 

このため、電気事業者は、ＣＳＤ－Ｃが要求事項に合致していることを確

実に確認するために、自らの品質マネジメントシステムの調達管理に関わる

品質保証機能に基づき、仏国の検査・監査会社で原子力関連施設の技術監査、

供用期間中検査、核燃料製造時の立会検査等において実績のある第三者機関

であるビューロ・ベリタス社に委託して、ＣＳＤ－Ｃの製造管理及び品質保

証が適切であることを確実に確認する計画としており、ＪＮＥＳ報告書では、

品質保証活動の考え方としては妥当であるとしている。 

これに関してＪＮＥＳは、ＣＳＤ－Ｃの製造プロセス及びＡＲＥＶＡ ＮＣ

の放射能測定プロセス、蓋閉止溶接の技術等について現地調査するとともに、
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ビューロ･ベリタス社のＡＲＥＶＡ ＮＣに対する監査状況に関する現地調査

を実施している。その結果、現在まで円滑に受入れが行われている高レベル

放射性廃棄物ガラス固化体に対する方法と同様であることから、電気事業者

が品質マネジメントシステムに基づき管理することについて実効性があると

している。 

検討の結果、仏国海外返還廃棄物の品質要求事項への適合性確認について

は、海外再処理の性格上、ＡＲＥＶＡ ＮＣの提供データに基づき行われるも

のであり、その信頼性を確保する品質保証活動を展開することが重要との観

点から検討すると、①現状において電気事業者は品質マネジメントシステム

に基づき、第三者機関による監査を始めとした廃棄体製作に係る品質保証活

動を実施していること、②電気事業者の品質マネジメントシステムに基づく

管理について国は、仏国高レベル放射性廃棄物の国内受入時の外廃棄規則に

基づくＪＮＥＳの廃棄体確認において、事業者が廃棄体の確認申請時に添付

する説明書類等により、品質保証に係る説明がなされ、厳格な確認が行われ

ており、この廃棄体確認の方法は、実績のある方法であること及び③電気事

業者は原子力学会において定められた標準に基づき、品質保証活動を実施す

る計画としていること等から、海外返還廃棄物受入に際しても、十分な品質

保証活動のもと返還が行われるとしている。 

 

技術ＷＧとしては、以上の検討は妥当であり、電気事業者は、十分な品質

保証活動のもとＣＳＤ－Ｃの返還が実施できると考える。 

 

６．まとめ 

 （１）ＣＳＤ－Ｃの基本的安全性について 

ＣＳＤ－Ｃの基本的安全性については、安全委員会報告に基づき検討

した結果、固型化材料を用いて、容器に固型化していないものの、安定

性を有している廃棄体、容器であると考えられ、ＣＳＤ－Ｃの貯蔵時の

安全性については、廃棄体と貯蔵施設との組合せによって技術的に確保

することが可能であると考える。 

なお、具体的には、ＣＳＤ－Ｃを貯蔵する廃棄物管理施設の事業許可

申請の際の安全審査において、具体的な廃棄体仕様、貯蔵施設の設計条

件等に基づき、当該廃棄物管理施設の安全性を審査することとなる。ま

た、実際の国内受入に際しては、その都度、外廃棄規則第２条第１項第

４号への基準に適合の確認を実施することとなる。 
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（２）外廃棄規則の改正について 

必要な安全規制の整備としては、国内受入に際して外廃棄規則第２条

第１項第４号イ「放射線障害防止のため容器に固型化したものであるこ

と」との規定については、容器の閉じ込め機能が損なわれないという観

点を踏まえ、例えば「放射線障害防止のため、放射性廃棄物を容器に封

入してあること。」を追加することが考えられる。 

 

 （３）廃棄体製造に係る電気事業者の品質保証について 

電気事業者は、廃棄体が海外再処理事業者の品質保証、品質管理の下

で製造されることから、それに係る品質保証が重要であるとして、以下

の活動を実施してきている。さらに、平成１５年に原子炉等規制法に品

質保証が取り入れられたことで、電気事業者は、原子炉設置者として品

質保証活動を行うことが義務付けられていることから、電気事業者は、

十分な品質保証活動のもと返還が実施できると考える。 

 

①電気事業者は、既に返還が終了している仏国からの高レベル放射性

廃棄物ガラス固化体と同様、品質マネジメントシステムに基づき、

第三者機関による監査を始めとした廃棄体製作に係る品質保証活動

を実施していること。 

②既に返還が終了している仏国高レベル放射性廃棄物ガラス固化体に

関しても、廃棄体の確認申請時に添付する説明書類等により確認さ

れていること。 

③電気事業者は原子力学会において定められた標準に基づき、品質保

証活動を実施する計画としていること。 
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（付録１） 

用 語 解 説 

 

 

あ 

 

○ 英国ＢＮＦＬ（現 Sellafield Ltd） 

電気事業者が原子力発電所から発生した使用済燃料の再処理を委託し

ている英国の再処理事業者。ＢＮＦＬとは、「British Nuclear Fuels plc」

の略称である。2005 年 4 月に BN-GS（British Nuclear Group Sellafield 

Ltd の略称）、2007 年 6 月に Sellafield Ltd に社名変更している。 

 

 

か 

 

○ 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則」（外廃棄規

則） 

製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄

物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所の外に

おいて行われる放射性廃棄物の廃棄に関する経済産業省令であり、主に国内で

事業所の外に廃棄しようとした場合における保安のために必要な措置等、また、

海外での再処理に伴って発生する放射性廃棄物等を輸入し、廃棄物管理設備に

廃棄しようとした場合における基準、確認等に係る規定がされている。 

 

○ ガルバニック腐食 

異種の金属が電解質溶液を介して電気回路ができたとき、両者の腐食電位の

違いのため、よりひ（卑）な電位の金属の腐食が促進される現象。 

 

○ キャニスター 

放射性廃棄物を収納するステンレス鋼製の容器。 

 

○高レベル放射性廃棄物ガラス固化体 

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をガラス固化したもの。 
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○ 固型物収納体（ＣＳＤ－Ｃ） 

仏国ＡＲＥＶＡＮＣの再処理工場から発生するハル及びエンドピースもし

くは雑固体廃棄物を圧縮処理し、ガラス固化体と同様な形状のステンレス鋼製

のキャニスターに収納した廃棄体。ＣＳＤ－Ｃとは、仏語で「Colis Standard 

de Déchets Compactés」の略称である。 

 

 

さ 

 

○ ジルコニウム系合金（ジルカロイ） 

原子炉用材料としてＺｒの高温水に対する耐食性を改良する目的で作られ

た合金。中性子吸収断面積が小さく、すぐれた機械的性質をもち、板、棒、管、

線などに加工できて、炉心タンク、燃料被覆材、冷却管などに使用される。 

 

○ セメント固化体 

一般的には、放射性廃棄物を水硬性セメントと混合して容器に充填し、固型

化した廃棄物。本報告書では、再処理施設の操業で発生する低レベル放射性廃

棄物（ハル・エンドピース、雑固体廃棄物）をセメント固化した廃棄物を示し

ている。 

 

 

た 

 

○ 低レベル放射性廃棄物ガラス固化体（ＣＳＤ－Ｂ） 

仏国ＡＲＥＶＡ ＮＣの再処理工場から発生する低レベル放射性廃液（洗浄

廃液等）を、高レベル放射性廃棄物ガラス固化体と同様な方法で、ステンレス

鋼製のキャニスターにガラス固化した廃棄体。ＣＳＤ－Ｂとは、仏語で「Colis 

Standard de Déchets Boues」の略称である。 

 

○ ディスク 

ハル･エンドピース並びに雑固体廃棄物を円盤状に圧縮処理したもの。 

 

○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／
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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。 

 

 

は 

 

○ ハル・エンドピース 

使用済燃料集合体をせん断するときに取り除かれる燃料集合体の末端部を

エンドピース、使用済燃料を切断して硝酸に溶解した後に溶け残った被覆管の

断片をハルという。 

 

○ ビチューメン固化体 

再処理施設の操業で発生する低レベル放射性廃液（洗浄廃液等）をアスファル

ト固化した廃棄物。 

 

○ 仏国ＣＯＧＥＭＡ（現ＡＲＥＶＡ ＮＣ） 

電気事業者が原子力発電所から発生した使用済燃料の再処理を委託し

ている仏国の再処理事業者。ＣＯＧＥＭＡとは、仏国語の「Compagnie 

Générale des Matiéres Nucléaires」の略称である。2006 年 3 月に現ＡＲ

ＥＶＡ ＮＣに呼称変更している。 

 

○ プラズマアーク溶接 

高温に加熱された気体から生じるプラズマ（アークの一種）を用いる溶接方

法。薄物の溶接に適し、熱影響部が狭いという特徴がある。 

 

○ 放射線分解ガス 

水、有機物等が放射線によって分解したときに発生するガス。 
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（付録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委員名簿 

 

（平成２０年３月１３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 

満木 泰郎 大学共同利用機関法人自然科学研究機構監事 

山内 喜明 弁護士 

和気 洋子 慶應義塾大学商学部教授 

 

 



 

17 

（付録３） 

 
 

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 

 

 

 

   第２８回 平成１９年３月２０日 

・返還低レベル廃棄物に係る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 

・返還低レベル放射性廃棄物（ＣＳＤ－Ｃ）の安全性に係る検

討報告書について 

 

第３２回 平成２０年１月１８日 

・返還低レベル放射性廃棄物のうち固型物収納体（CSD-C）の安

全性に係る検討報告書（案） 
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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 

返還低レベル廃棄物に係る技術ワーキンググループ委員名簿 

 

 

 

 

 

主査 井口 哲夫 名古屋大学大学院工学研究科教授 

 

 飯塚 悦功 東京大学大学院工学系研究科教授 

 

 佐々木憲明 独立行政法人原子力安全基盤機構解析評価部特任参事 

 

 髙橋 邦明 独立行政法人日本原子力研究開発機構バックエンド推進部門 

                     バックエンド技術開発ユニット 

廃棄物処理技術開発グループリーダー 

 

 長崎 晋也 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授 
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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 

返還低レベル廃棄物に係る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６月５日 

・返還低レベル廃棄物（ＣＳＤ－Ｃ）の安全規制について 

 

第２回 平成１９年６月２８日 

・返還低レベル廃棄物（ＣＳＤ－Ｃ）の安全規制について 

 

第３回 平成１９年８月２２日 

・返還低レベル廃棄物（ＣＳＤ－Ｃ）の安全規制について 

 
 
  上記会合の他、返還低レベル廃棄物に係る技術ワーキンググループ委員に

は、必要に応じて個別に意見を伺う等している。 
 



添 付 

 

 

 

 

 

 

 

固 型 物 収 納 体 （ C S D - C ） の 仕 様 に 係 る 調 査  

報 告 書 概 要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ２ ０ 年 ３ 月  

 

 

独 立 行 政 法 人  原 子 力 安 全 基 盤 機 構  

規 格 基 準 部  放 射 性 廃 棄 物 評 価 室  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本報告書は、独立行政法人 原子力安全基盤機構が実施した低レベル

放射性廃棄物の埋設確認等に関する調査（返還放 射 性 廃 棄 物 の 廃 棄

確 認 に 係 る 調 査 ） の 成 果 を と り ま と め た も の で す 。   

本 報 告 書 の 複 製 、 転 載 、 引 用 等 に は 、 当 機 構 の 承 認 が 必

要 で す 。  



 
 

本 報 告 書 は 、 原 子 力 安 全 ・ 保 安 院 の 要 請 に よ り 、 総

合 資 源 エ ネ ル ギ ー 調 査 会  原 子 力 安 全 部 会  廃 棄 物 安

全 小 委 員 会 向 け 資 料 と し て 、 独 立 行 政 法 人  原 子 力 安

全 基 盤 機 構 が 実 施 し た 低 レ ベ ル 放 射 性 廃 棄 物 の 埋 設 確

認 等 に 関 す る 調 査 （ 返 還 放 射 性 廃 棄 物 の 廃 棄 確 認 に 係

る 調 査 ） の 成 果 を と り ま と め た 報 告 書 の 概 要 で あ る 。

な お 、 本 概 要 版 で は 、 A R E V A  N C 独 自 の ノ ウ ハ ウ 等 企 業

秘 密 に 係 わ る デ ー タ 等 に 関 し て 、 そ の 考 え 方 等 の 公 開

可 能 な 情 報 に 置 き 換 え て 一 部 再 構 成 し て い ま す 。  
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１． 背景 
 
我が国は、昭和 53 年の原子力長計に示されている政策に則り、六ヶ所再処理工場

が完成するまでの当面の間、使用済燃料の再処理を海外再処理事業者（英国 Sellafield 
Ltd（旧 BNGS）、仏国 AREVA NC（旧 COGEMA））に委ねることとした。これを受

け、日本の電気事業者は、英国 Sellafield Ltd、仏国 AREVA NC との間で再処理役務

契約を締結し、使用済燃料の再処理を委託した。 
 当該再処理役務契約においては、原則として、再処理に伴い発生する放射性廃棄物

については、全量持ち帰ることが義務付けられている。 
この様な状況の下、日本の電気事業者は、海外再処理事業者から返還される放射性

廃棄物（以下、「返還廃棄物」という）に係る仕様（高レベル放射性廃棄物は高レベ

ル放射性廃棄物ガラス固化体、低レベル放射性廃棄物はセメント固化体とビチューメ

ン固化体）の提示を受け、技術検討を行った後、国（当時の科学技術庁）にその検討

結果の妥当性に係る承認を求めた。国（当時の科学技術庁）は、電気事業者からの依

頼は法的行為ではないとの認識のもと、仕様の妥当性に係る電気事業者の検討結果に

ついて妥当性の確認を行い、その結果を電気事業者に回答した。（以下、「仕様承認」

という。高レベル放射性廃棄物ガラス固化体に対しては、昭和 63 年 8 月、低レベル

放射性廃棄物に対しては、平成 5 年 8 月に仕様承認を実施。） 
現在においても、当該施政方針は原子力政策大綱に引き継がれており、例えば、平

成 17 年度に決定された原子力政策大綱においては、低レベル放射性廃棄物が返還さ

れることが明示されており、また、原子力政策大綱の議論を受けた総合資源エネルギ

ー調査会電気事業分科会原子力部会においては、廃棄物の処理・処分に関して、国が

必要な安全規制等を準備していく必要性が述べられている。 
 
電気事業者は返還される低レベル放射性廃棄物の仕様について、AREVA NC から

技術開発の結果に基づく変更の提示を受け、当初予定していたセメント固化体、ビチ

ューメン固化体から、固型物収納体（以下、「CSD-C」（注１）という）並びに低レベル

放射性廃棄物ガラス固化体（以下、「CSD-B」（注２）という）に変更することを受容し

た。本件については新長計策定会議等の公の場で説明されており、原子力政策大綱に

も反映されている。なお、AREVA NC から返還される低レベル放射性廃棄物の仕様

の変更について、電気事業者は上記再処理役務契約とは別の契約を締結しており、当

該契約には上記再処理役務契約のように国の仕様承認を必要とする内容は盛込まれ

ていない。 
なお､電気事業者は CSD-C の返還を平成 25 年度から開始する予定としている。 

                                                  
（注１）ハル･エンドピース並びに雑固体廃棄物を圧縮処理し、ガラス固化体と同様なス

テンレス鋼製の堅牢なキャニスタに収納した廃棄体 
（注２）再処理施設の除染廃液をガラスによりステンレス鋼製の堅牢なキャニスタに固

型化した廃棄体（仏国から既に返還されている高レベル放射性廃棄物ガラス固化体と

同様な方法により、低レベル放射性廃液をガラス固化した廃棄体） 
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規制側としては、今後返還が予定されている低レベル放射性廃棄物について、原子

力政策大綱に掲げられている政策の下、昭和 62 年 8 月 27 日原子力安全委員会決定が

なされている「海外再処理に伴う返還廃棄物の安全性の考え方等について」（以下、「安

全委員会報告」という）等を参考に、また、従前実施した仕様承認等の経緯を踏まえ

つつ、仕様が変更された低レベル放射性廃棄物に対する安全規制について、検討を行

う必要がある。 
 
以上の状況の下、AREVA NC から仕様が提示されている CSD-C について、電気事

業者は原子力安全・保安院及び原子力安全基盤機構（以下、「JNES」という）に対し、

その仕様並びに処分を見込んだ貯蔵時の安全性に関する説明を行った。また、JNES
は原子力安全・保安院より、CSD-C の核燃料物質等の工場又は事業所の外における

廃棄に関する規則（以下、「外廃棄規則」という）に対する適合性について、技術的

観点による検討を依頼された。 
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２． 緒言 
 
返還廃棄物は、原子炉設置者である電気事業者に帰属しており、我が国において処

分されるまでの間、廃棄物管理事業者が設置した廃棄物管理施設において、中間貯蔵

されることになっている。 
返還廃棄物に係る安全規制等として、返還廃棄物の管理（貯蔵）を行うに当たって

は、廃棄物管理事業者は、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、「原子炉等規制法」という）第五十一条の二に基づき、経済産業大臣の許可を受

け、廃棄物管理施設を設置することが必要である。 
また、上記施設に返還廃棄物を廃棄するに当たっては、原子炉設置者は、原子炉等

規制法第五十八条に基づき、保安のために必要な措置を講じ、経済産業大臣の確認を

受ける必要がある。当該確認については、外廃棄規則に基づき行われるため、原子炉

設置者は外廃棄規則に適合した返還廃棄物を受入れる義務がある。 
 
外廃棄規則においては、返還廃棄物に対して次のイ～ホの基準に適合していること

を求めている。 
イ．放射線障害防止のため容器に固型化したものであること。 
ロ．種類（寸法、重量、強度及び発熱量を含む。）及び数量が当該廃棄物管理設備

において管理することができるものであること。 
ハ．放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該廃棄物管理設備において管理する

ことができるものであること。 
ニ．放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。 
ホ．著しい破損がないこと。 
 
上記の基準の適合性については、返還廃棄物を廃棄物管理施設に管理するに当たり、

電気事業者が行なう事業所外廃棄確認申請に基づき、個別の返還廃棄物に対する基準

適合性の確認を規制当局が実施している。 
なお、これまでに AREVA NC の高レベル放射性廃棄物ガラス固化体が 12 回（1310

本）返還されており、日本への返還対象全ての返還が終了している。 
 

AREVA NC の低レベル放射性廃棄物については、当初予定していたセメント固化

体、ビチューメン固化体から、CSD-C 及び CSD-B に仕様変更された。AREVA NC
と電気事業者との契約上、国による仕様承認は必要とはされていないものの、今後行

われる廃棄物管理施設の設置に関する安全審査においては、提示された仕様を基にし

て廃棄物が安全に廃棄物管理施設に貯蔵できるかどうかに関する評価が行われるこ

ととなる。そこで、JNES において、安全委員会報告に記述された「返還廃棄物の仕

様の検討に係る基本的考え方」を参考に、仕様変更された AREVA NC の低レベル放

射性廃棄物について、その仕様の妥当性の検討を踏まえ、外廃棄規則への適合性を技

術的観点から検討することとなった。なお､変更前後における仕様の比較を表２．１

に示す。 
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本報告書では、電気事業者より仕様の説明のあった CSD-C のみを対象にして、外

廃棄規則への適合性を検討するものである。 
 
２．１．検討の目的 

本検討の目的は、電気事業者が平成 25 年度から返還を計画している AREVA NC
からの低レベル放射性廃棄物の内、仕様の説明を受けた CSD-C について、外廃棄規

則に対する適合性を技術的観点から検討することである。 
 
２．２．検討の方針 

外廃棄規則に対する CSD-C の仕様の適合性に係る検討の方針を図２．１に示す。 
CSD-C の仕様の外廃棄規則への適合について安全委員会報告の記載内容を参考に、

受入・貯蔵・処分の観点から技術的検討を行った。 
安全委員会報告には、返還廃棄物の仕様を検討するに当たっての基本的考え方が示

されているとともに、返還廃棄物を貯蔵する際に貯蔵施設に要求される基本的要件並

びに貯蔵の安全性を検討する際に考慮されるべき事項等が示されている。過去に高レ

ベル放射性廃棄物ガラス固化体や低レベル放射性廃棄物（セメント固化体とビチュー

メン固化体）に対して行われた仕様承認は、この安全委員会報告に基づいて実施され

ている。したがって、CSD-C の仕様の検討についても、この安全委員会報告に基づ

いて実施することが妥当と考える。 
一方、安全委員会報告が策定された時点では、CSD-C の受入は想定されていなか

ったことから、安全委員会報告に沿った CSD-C の仕様の検討に先立ち、安全委員会

報告を CSD-C に適用することについて問題がないかどうかの確認を行った上で、以

下の項目について、安全委員会報告に基づき技術的検討を行った。 
(a)安全委員会報告の中から返還廃棄物の受入・貯蔵時の安全性の検討を行うために

考慮すべき評価項目の選定及び評価すべきパラメータの抽出 
(b)評価に必要なデータの把握 
(c)廃棄体自体の安定性の評価 
(d)貯蔵の安全性の評価 
(e)処分の技術的成立性の評価 
 
なお、検討に当たっては、原子力学会標準委員会 原子燃料サイクル専門部会 返

還廃棄物確認分科会の検討結果及び日本原燃（株）の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理

センターの実績を参考とした。また、処分については、CSD-C 処分の技術的成立性

があることのみを検討することとした。 
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図 ２.１ CSD-C の仕様の検討の方針 

 
第 6 章 外廃棄規則への適合性の検討 

 
第 3 章 CSD-C の仕様と製造方法  

 

 
第 4 章 CSD-C に対する安全委員会報告の適合性の検討 

 

 
第 5 章 CSD-C の仕様に係る検討 

5.3 評価に必要なデータの把握 

5.4 廃棄体自体の安定性の評価 
 

・返還廃棄物の仕様の評価（安全委員会報告 2.1 項） 

5.6 処分の技術的成立性の評価 
 

・返還廃棄物の処分について（安全委員会報告 3 章） 

5.1 考慮すべき評価項目の選定 

5.5 貯蔵の安全性の評価 
 

・貯蔵施設に要求される基本的要件（安全委員会報告 2.2 項） 
・安全性の評価（安全委員会報告 2.3 項） 

5.2 評価すべきパラメータの抽出 
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表 ２.１ 仕様に係る比較表 
 変更前 変更後 

名称 セメント固化体 
（ハル・エンドピース） 

セメント固化体 
（雑固体廃棄物） CSD-C 

寸法 φ 約 1,130mm×約 1,690mm φ 約 1,000mm×約 1,500mm 

φ約 430mm×約 1,340mm
 

（圧縮された固型物） 
φ 約 390mm×約 160mm 

廃棄物 ハル・エンドピース 雑固体廃棄物 ハル・エンドピース 
及び雑固体廃棄物 

固化材 セメント セメント － 

放射能

濃度 

Cs137+Ba137m 
≦6.3×1013Bq／本 

Sr90+Y90≦5.2×1013Bq／本 
α(半減期≧50 年) 
≦9.0×1011Bq／本 

(Pu≦6.0×1011Bq／本) 
β(Pu241)≦2.0×1013Bq／本 
α(Cm)≦2.0×1012Bq／本 

α ＜6.3×1011Bq／本 
βγ＜3.15×1012Bq／本 

Cs137≦6.5×1013Bq／本 
Sr90+Y90 

≦1.15×1014Bq／本 
α(半減期≧50 年) 
≦4.2×1012Bq／本 

（Pu≦3.3×1012Bq／本) 
β(Pu241) 

≦7.5×1013Bq／本 
α(Cm)≦2.0×1012Bq／本 

発熱量 44W／本（公称諸元） － ＜90W／本（保証値） 
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３． CSD-C の仕様と製造方法 
 
ここでは CSD-C の受入・貯蔵・処分の安全性の観点から、仕様の妥当性の検討に

資するため、CSD-C の仕様と製造方法の概要について述べる。 
 
３．１．仕様の概要 

電気事業者の説明によれば、CSD-C はハル・エンドピース及び雑固体廃棄物をデ

ィスク状に圧縮した圧縮体（以下、「固型物」という）をステンレス鋼製の容器に収

納したものとしている。 
（添付資料－１「軽水炉燃料からの固型物収納体の仕様の概要」参照） 

 
３．１．１． CSD-C の仕様 

CSD-C の仕様については、電気事業者と AREVA NC との契約で取り決められてい

る。AREVA NC は、再処理を委託した全ての海外顧客に対して、同一の仕様書を提

示しており、それに従い CSD-C が製造されることになっているとしている。 
 
仕様の範囲を定義した記述の中では、CSD-C には使用済燃料の再処理によって発

生した構造要素（ハルとエンドピース）並びに雑固体廃棄物（廃棄されたプロセス装

置及び再処理工程で生じた廃棄物）が含まれるとしている。 
なお、これら仕様は仏国規制当局発行の「安全基本規則 RFSⅢ2a(1982 年 9 月 24

日)」に準拠しており、また付属書で示されている放射能に関する代表値は、仏国原

子力庁（CEA）によって開発された計算コードにより求められているとしている。 
 
データ・シートは、AREVA NC の品質保証計画（QAP）に記載されている品質フ

ァイルの一部であり、この品質ファイルは、返還される CSD-C と共に AREVA NC
から提供されるとしている。また、品質ファイルには品質保証値に関する値並びに以

下に示す追加パラメータが記載されるとしている。 
 ①製造時における CSD-C の放射能特性：α放射体の放射能、ウラン及びプルトニ

ウムの質量、β放射体の放射能 
 ②搬出時における CSD-C の放射能特性：直接γ線量率、非固着性表面汚染、発熱

量 
 ③CSD-C の非放射能特性：重量及び寸法、蓋溶接パラメータとの適合性 
 ④圧縮された固型物の非放射能特性：残留湿分、圧縮力、高さと重量と密度、雑固

体廃棄物の性質と量 
 
日本の電気事業者は放射性物質の閉じ込め性の観点から、仏国からの搬出前にフィ

ルタ部の蓋閉止溶接を実施して、CSD-C を受入れることとしている。 
CSD-C の概念図を図３．１に示す。 
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３．１．２． CSD-C の品質 
CSD-C の品質は以下のように確保されるとしている。 
①全般として、廃棄物として供されるものは、ラ・アーグ再処理施設内で適用され

ている品質保証・品質管理規則に従って製造される。 
②AREVA NC から電気事業者に送付される品質保証計画書には仕様に従った

CSD-C 製造体制が記載されている。また、CSD-C と共に発行される関連書類の

内容について記載されている。 
③CSD-C の製造に関する必要な文書は、電気事業者が指名する組織に対して、

AREVA NC の合意の下に、製品の適合性を証明するために開示できる。 
 
３．２．製造方法の概要 

CSD-C の製造は、AREVA NC ラ・アーグ再処理施設内の ACC 施設（ハル･エンド

ピース及び雑固体廃棄物圧縮施設）で行われ、その製造方法は廃棄物の受入、前処理

及び乾燥（圧縮の準備）、圧縮及び容器封入、外蓋外周（胴部）の溶接、測定及び搬

出から構成されており、その概要は以下に示すとおりとしている。（図３．２参照） 
 
３．２．１． 廃棄物の受入 

ドラムを収納した移送用キャスクをACC施設の中間貯蔵所において受入れる。

移送用キャスク内からドラムが取り出され、各ドラム内の放射能が測定される。

その後、ドラムの蓋が取り外された後、ドラム内から廃棄物が取り出される。 
雑固体廃棄物については、廃棄物の種類に応じた形態で受け入れられる。 

 
３．２．２． 前処理及び乾燥（圧縮の準備） 
①カンへの充填 

ハルとエンドピースがカンの中に充填され、乾燥工程に移送される。ハル・エ

ンドピースは乾燥後、圧縮工程に移送される。雑固体廃棄物についても同様に、

受入れ後、カンへ収納され、乾燥工程に移送される。乾燥後、圧縮工程に移送さ

れる。 
②乾燥 

廃棄物が充填されたカンは、乾燥装置において、カン底部から高温の乾燥ガス

が通気されることにより加熱され、乾燥される。乾燥装置の出口における乾燥ガ

スの湿度が所定の値に達するまで乾燥工程が継続される。乾燥ガスとして窒素ガ

スが使用される。 
 
３．２．３． 圧縮及び容器封入 
①圧縮 

廃棄物が充填されたカンが圧縮装置の支持台上に定置され、不活性ガスである

アルゴン雰囲気中で約 200MPa の高圧力で圧縮される。圧縮後の固型物が封入

装置に移送される。 
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②容器封入 
一般的にステンレス鋼製容器１本当たり、5～7 個の固型物が封入される。 
固型物が容易に動かないように容器内には 5 本の帯状のステンレス鋼製バネ

が装着されている。固型物は 5 本の帯状バネの中に押し込まれることにより、容

器内に強固に固定される。 
 

３．２．４． 外蓋外周（胴部）の溶接 
固型物が容器に封入された後、溶接及び表面汚染検査ステーションに移送される。

溶接装置では、外蓋の位置決め及び外蓋外周（胴部）の溶接が行われる。 
 
３．２．５． 測定 
外蓋外周（胴部）の溶接後、CSD-C の放射能測定及び重量測定が行われ、中間貯

蔵施設へ搬出される。 
 
３．２．６． 搬出 
日本に返還される CSD-C は通気性フィルタ部の蓋閉止溶接が可能である廃棄物組

成を有する CSD-C であり、それら CSD-C は中間貯蔵後、日本に返還される前に通

気性フィルタ部に蓋閉止溶接が行われ、搬出される。 
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表 ３.１ 仕様（保証値） 
 

 

項目 仕様（保証値） 
β放射能濃度
（製造時） 

 以下の放射能値を超えないものとする： 
・ セシウム 137：65 TBq （1,757 Ci） 
・ ストロンチウム 90 + イットリウム 90：115 TBq （3,108 Ci） 
・ プルトニウム 241：75 TBq （2,030 Ci） 

α 放射能濃度
（製造時） 

 以下の放射能値を超えないものとする： 
・ プルトニウム：3.3 TBq （90 Ci） 
・ キュリウム 244：2.0 TBq （55 Ci） 
・ 半減期 50 年以上のアルファ放出体：4.2 TBq （115 Ci） 

表面 γ 線量率
（搬出時） 

 以下のガンマ線量率を超えないものとする： 
・ 150 Gy／時間 （15,000 Rad／時間） 

表面汚染密度
（搬出時） 

 以下の非固着性表面汚染を超えないものとする： 
・ ベータ／ガンマ放出体：40,000 Bq／m2 
・ アルファ放出体   ：4,000 Bq／m2 

発熱量 
（搬出時） 

 残留熱量が 90W を超えないものとする。 

その他の特性 CSD-C の寸法特性は、ガラス固化体と同じものであり、主な特性
は以下のとおりである。 

－ 円柱の 大直径： 440 mm 
－ 円柱の 大高さ： 1,345 mm 
－ 大重量   ： 850 kg 
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図 ３.１ CSD-C の概念図 
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容器厚さ：約５mm 
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図 ３.２ CSD-C 製造方法の概要 

３．２．１雑固体廃棄物受入れ 

３．２．１廃棄物

の取り出し 

カンの供給 

３．２．２① 

カンへの 

充填 ３．２．３① 
圧縮 

カン供給 容器の供給 

３．２．３② 
容器封入 

３．２．６ 
搬出 

３．２．２② 
乾燥 

容器の供給 

３．２．４ 
外蓋外周（胴部）溶接 

３．２．５ 
放射能測定 
重量測定 

カンの供給 

中間貯蔵 

３．２．１ハル・エンド 

ピース受入 
３．２．１ 

放射能測定 
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４． CSD-C に対する安全委員会報告の適用性の検討 
 

CSD-C が外廃棄規則に適合していることを検討するため、その仕様に係る技術的

検討を行った。ここで､仕様の検討に当たっては、返還廃棄物の安全性の検討に関す

る基本的考え方が記載されている安全委員会報告を拠り所とした。ただし、安全委員

会報告は昭和 62 年に策定されたものであることから、まず、CSD-C の評価に対して

安全委員会報告が適用可能であることの検討を行い、適用可能性を確認した上で、報

告書に従って CSD-C の仕様の妥当性の検討を行った。 
 
４．１．安全委員会報告の概要 

原子力安全委員会放射性廃棄物安全規制専門部会において、返還廃棄物の仕様及び

安全性の検討に当たって留意すべき事項が検討され、返還廃棄物を受け入れるための

安全性の基本要件が、昭和 62 年 8 月に「海外再処理に伴う返還廃棄物の安全性の考

え方等について」（安全委員会報告）として策定された。 
安全委員会報告に示される返還廃棄物の貯蔵に係る安全性の基本的な考え方は次

のとおりである。 
①返還廃棄物の仕様の評価 
②貯蔵施設に要求される基本的要件 
③安全性の評価 
④処分について 
なお、過去に高レベル放射性廃棄物ガラス固化体や低レベル放射性廃棄物（セメン

ト固化体とビチューメン固化体）に対して行われた仕様承認は、この安全委員会報告

に基づいて実施されている。 
安全委員会報告の記載内容の概要を表４．１に示す。 

 
４．２．CSD-C に対する安全委員会報告の適用性に関する JNES の検討結果 

安全委員会報告では、第 1 章に安全性検討の基本的考え方が述べられている。その

中で返還廃棄物の内容として、再処理に伴って発生する廃棄物のうち液体廃棄物の固

化体及び固体廃棄物が我が国に返還される予定であるとされている。それらの中には

高レベル放射性廃棄物、被覆材せん断片等、廃液処理廃棄物、雑廃棄物等の放射性廃

棄物が考えられている。 
 
ここで、CSD-C として返還されるハル・エンドピース及び雑固体廃棄物について

は、以下のとおり記載されている。 
①せん断処理工程から出てくる使用済燃料集合体のエンドピース及び溶解工程か

ら出てくる被覆材せん断片（ハル）は、セメントによる固化処理等が予定されて

いる。 
②その他、再処理工場の保守・補修に伴って発生する雑固体廃棄物（廃機材、紙、

衣類等）は、セメント、アスファルト等による固化処理等が予定されている。 
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これは、当初、ハル･エンドピース、雑固体廃棄物については、セメントを固化材

とした固化体が想定されていたためである。その後、CSD-C に仕様変更されたもの

の、処理される廃棄物としては、使用済燃料集合体のエンドピース、溶解工程から出

てくる被覆材せん断片（ハル）及び再処理工場から発生する雑固体廃棄物であり、固

体状放射性廃棄物に変更はない。安全委員会報告策定時には CSD-C はまだ技術開発

されておらず想定外であった。しかしながら、本基本的考え方は、対象となる固体状

廃棄物、容器及び貯蔵施設の組み合わせによる閉じ込め性によって確保するというこ

とに変更はないことから、CSD-C に対しても添付資料－２「安全委員会報告の要求

事項の CSD-C への適用性検討結果」のとおり、安全委員会報告が基本的には適用可

能であると考えられるが、CSD-C の特徴を踏まえ、以下の観点についても併せて、

検討を行った。 
①固化材を用いていないこと 
②残留水分及び有機物の放射線分解によるガス発生の可能性 
③通気性フィルタ及びその蓋閉止溶接 

 
 検討結果は、以下のとおりである。 
 ①については、廃棄物は圧縮されており、容器内に板バネを用いて動かないように

強固に固定されているという廃棄体の態様により、固型化とほぼ同等な性能を有

しているものと考えられる。安全委員会報告では、廃棄体自体の特性として安定

な固化体であることを基本的要件としているので、この範囲で評価できる。 
 ②についても、放射線分解によるガス発生、特に水素発生による燃焼のリスクは固

化体の安定性に係る重要事項であり、上記と同様に安定な固化体であるという基

本的要件の範囲で評価できる。 
 ③については、通気性フィルタ部の蓋閉止溶接により、閉じ込め性が確保されるこ

とから、返還廃棄物の安全性に関する基本的要求を満足している。 
したがって、安全委員会報告の考え方に沿って評価できると考える。 
 
以上より、CSD-C の仕様の妥当性の評価に対して安全委員会報告が適用可能であ

ると考える。 
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表 ４.１ 安全委員会報告の記載内容の概要 
章番号 記載内容概要 
2.1 返

還 廃 棄

物 の 仕

様 の 評

価 

2.1－1 廃棄物自体の特性 
①安定な固化体 
②容器の十分な耐食性 

2.1－2 貯蔵の観点からの評価項目 
①廃棄物発生の起源・態様・処理工程 
②内蔵放射能量 

③固化媒体等の化学的組成 

④容器の材質・形状・寸法 

2.1－3 熱解析を必要とするもの 
①発熱量 

②熱伝導率 

③比熱 

④容器表面のふく射率 
2.1－4 被ばく解析に係わるもの 
①内蔵放射能量 

②容器の材質・形状・寸法 

③廃棄物の重量 

④表面線量率 

⑤表面汚染密度 
2.2 貯

蔵 施 設

に 要 求

さ れ る

基 本 的

要件 

2.2－1 基本的立地条件 
2.2－2 平常時条件 
2.2－3 異常時条件 
2.2－4 閉じ込め機能 
2.2－5 放射線遮へい 
2.2－6 放射線被ばく管理 
2.2－7 放射性物質の放出に対する考慮 
2.2－8 放射線監視 
2.2－9 定置方法等に対する考慮 
2.2－10 冷却機能 
2.2－11 地震に対する考慮 
2.2－12 地震以外の自然現象に対する考慮 
2.2－13 火災等に対する考慮 
2.2－14 事故時に対する考慮 
2.2－15 準拠規格及び基準 
2.2－16 検査、修理等に対する考慮 

2.3  安

全 性 の

評価 

2.3－1.平常時の安全性 
①放射線の遮へい 

②発熱性廃棄物の冷却 

③容器からの放射性物質の漏えい 

④容器表面に付着する可能性のある放射性物質の揮発・剥離 

⑤④項の揮発・剥離による環境中への移行の可能性 
2.3－2.異常時の安全性 
①機器等の破損・故障・誤作動あるいは運転員の誤操作を原因とする放射性物質の外部放出の

発生する可能性と、これとの関連における安全性の評価 

②①項での想定すべき事象としては、廃棄物の取り扱いに伴う破損、廃棄物の閉じ込め機能の

劣化が考えられる 
３．返還

廃 棄 物

の 処 分

に つ い

て 

返還廃棄物の仕様に含まれていることが適当な情報 
①固化体の組成 

②内蔵放射能量 

③容器の材質等 

④固化体の発熱量（発熱性の廃棄物の場合） 

⑤固化体の熱伝導率（発熱性の廃棄物の場合） 
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５． CSD-C の仕様に係る検討 
 
CSD-C の仕様の妥当性について、２．２節で述べた検討の方針に基づき、以下の

とおり検討を行った。 
 

５．１．考慮すべき評価項目の選定 

４．２節において、CSD-C の仕様の妥当性の評価に対し、安全委員会報告が適用

できることを述べた。本章で行う具体的な仕様に対する評価に当たって、CSD-C の

特性に鑑み、評価・検討しておく必要のある事項を「考慮すべき評価項目」として、

安全委員会報告の記載内容から選定する必要がある。 
原子力学会標準委員会では、平成 16 年 12 月より、原子燃料サイクル専門部会に返

還廃棄物確認分科会を設置し、平成 19 年 11 月に「返還廃棄物の確認に関する基本的

考え方」が制定されており、この検討の中で、安全委員会報告の記載内容から、返還

廃棄物の受入れ・貯蔵時の安全性の検討を行うために考慮すべき評価項目として、表

５．１に示す評価項目を選定している。（詳細については、添付資料－３「CSD-C の

貯蔵における安全性を検討するための評価項目」参照） 
そこで、JNES においても当該選定結果を参考に、CSD-C の特性を鑑みて評価項

目を選定した。 
 

（１）廃棄物自体の安定性に関する評価項目 
廃棄物自体の安定性に関して、安全委員会報告においては、安定な固化体であ

り、容器が十分な耐食性を有するものであることが要求されている。検討した結

果、安定な固化体であるためには、内包される放射性物質及びジルカロイの微粉

に起因する影響を考慮しても、廃棄体の健全性が損なわれることがなく、閉じ込

め性を有していることが必要であることから、固化体の耐放射線性、熱的安定性

及び閉じ込め性を評価項目として選定した。 
したがって、廃棄物自体の安定性に関しては、耐放射線性、熱的安定性、閉じ

込め性及び容器の耐食性を評価項目とした。 
ここで、耐放射線性については、廃棄物中に含まれる有機物及び残留水分の放

射線分解により発生する放射線分解ガス濃度並びに放射線分解ガスによる内圧

上昇に対する容器の健全性を評価し、容器の耐食性については、容器の内・外面

の耐食性を評価することとした。 
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上記評価項目に対する評価内容を下表に示す。 
 

廃棄物自体の安定性に関する評価項目と評価内容 
評価項目 評価内容 
放射線分解ガス濃度 水素による燃焼リスクがないこと 耐放射線性 

 放射線分解ガスによる

内圧上昇に対する容器

の健全性 

内圧上昇に対して容器が健全であるこ

と 

内面 容器の耐食性 
 外面 

長期間にわたり、耐食性を有している

こと 
熱的安定性 ジルカロイの微粉による発火の可能性

がないこと 
閉じ込め性 長期間にわたり、閉じ込め性が保持さ

れること 
 
 
（２）貯蔵の安全性に関する評価項目 

貯蔵の安全性に関しては、安全委員会報告の記載に従い、平常時の安全性の評

価及び異常時の安全性の評価を評価項目として選定した。 
ここで、平常時の安全性の評価については、貯蔵施設周辺の一般公衆の被ばく

低減の観点から、放射線遮へい、容器付着放射性物質の揮発／はく離及び冷却空

気の放射化を評価項目として選定した。また、廃棄体の健全性の確保の観点から、

冷却機能及び定置方法等に関する考慮を評価項目として選定した。 
異常時の安全性の評価については、放射性物質を外部に放出する可能性のある

廃棄物の取扱に伴う破損等の事象を想定し、冷却機能の低下及び CSD-C の落下

を評価項目に選定した。 
上記評価項目に対する評価内容を下表に示す。 

 
貯蔵の安全性に関する評価項目と評価内容 

評価項目 評価内容 
放射線遮へい 

冷却機能 
定置方法等に関する考慮 
容器付着放射性物質の揮発／はく離 

平常時の安全

性の評価 
 

冷却空気の放射化 
冷却機能の低下 異常時の安全

性の評価 CSD-C の落下 

CSD-C を安全に貯蔵す

る貯蔵施設を設計でき

ること 
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（３）処分の安全性に関する評価項目 

処分の安全性に関しては、安全委員会報告の記載に従い、下表のように処分に

必要なデータの充足性を評価項目として選定した。 
 

処分の安全性に関する評価項目と評価内容 
評価項目 評価内容 

処分に必要なデータの充足性 処分時点で必要となるデータ（安全委員

会報告で指摘されているデータ等）が含

まれていること 
 
上記（１）～（３）より、CSD-C の基本的な安全要件と評価内容を表５．１のと

おりまとめた。 
 

５．２．評価すべきパラメータの抽出 

５．１節で選定した評価項目を評価・検討するために、どのパラメータが必要であ

るかについて、抽出する必要がある。 
この「評価すべきパラメータ」の抽出についても、５．１節と同様に返還廃棄物確

認分科会で行われた検討を参考とした。 
以下に、各評価項目に対する評価すべきパラメータの抽出結果を示す。 

 
（１）廃棄体自体の安定性に関する評価に必要なパラメータ 

ａ．耐放射線性 

①放射線分解ガス濃度 

CSD-C には、金属等の無機物以外に少量の残留水分及び有機物が含まれ

る。これら残留水分及び有機物から、放射線分解に伴う放射線分解ガスが発

生する。放射線分解ガスのうち、水素については、燃焼の可能性があり、燃

焼により容器内部の圧力が上昇し、容器の健全性が損なわれ、閉じ込め性に

影響を与えることが懸念されることから、水素による燃焼リスクがないこと

を評価する。 
燃焼リスクの評価には、CSD-C 内の水素濃度を評価する必要がある。水

素濃度の評価には、（ⅰ）水素発生量及び（ⅱ）CSD-C 内の空隙部容積が必

要である。 
（ⅰ）の評価については、放射線分解の量を算出するために有機物・水分の

吸収線量が必要となり、また水素発生源である有機物量・水分量が必要

となる。このためには、放射性核種濃度、廃棄物組成（有機物含有量を

含む）及び残留水分量が必要となる。 
（ⅱ）の評価については、容器内空隙部の幾何学的形状や容器寸法が必要と

なることから、固型物充填高さ、容器形状（肩部・底部）、容器外径、

容器高さ及び容器厚さが必要となる。 
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②放射線分解ガスによる内圧上昇に対する容器の健全性 

放射線分解ガスの発生により容器内部の圧力が上昇し、容器の健全性が損

なわれ、閉じ込め性に影響を与えることが懸念されることから、放射線分解

ガスによる内圧上昇に対する容器の健全性を評価する。 
放射線分解ガスによる内圧上昇に対する容器の健全性の評価には、（ⅰ）

容器の機械的強度、（ⅱ）放射線分解ガスの発生量及び（ⅲ）発生した放射

線分解ガスによる内圧の上昇の評価が必要である。 
（ⅰ）の評価については、容器の機械的強度及び容器の幾何学的形状･寸法

が必要となることから、容器材料強度、容器形状（肩部・底部）及び容

器厚さが必要となる。 
（ⅱ）の評価については、放射線分解の量を算出するために有機物・水分の

吸収線量が必要となり、また水素発生源である有機物量・水分量が必要

となる。このためには、放射性核種濃度、廃棄物組成（有機物含有量を

含む）及び残留水分量が必要となる。 
（ⅲ）の評価については、上記（ⅱ）の放射性分解ガスの発生量及び CSD-C

内の空隙部容積が必要となる。CSD-C 空隙部容積については、容器内

空隙部の幾何学的形状や容器寸法が必要となることから、固型物充填高

さ、容器形状（肩部・底部）、容器外径、容器高さ及び容器厚さが必要

となる。 
 

ｂ．容器の耐食性 
CSD-C の閉じ込め性は容器の健全性に依存することから、貯蔵期間中及び

処分の操業中にわたる長期間において、容器が耐食性を有していることを評価

する。 
 

  ①容器内面の耐食性 
容器内面の耐食性評価には、（ⅰ）容器の腐食環境及び（ⅱ）容器の厚さ

が必要である。 
（ⅰ）の評価については、廃棄物中に微量に含まれる可能性のある有機物か

ら発生する塩化水素による腐食の影響及び容器と廃棄物との異種金属

接触腐食（以下、「ガルバニック腐食」という）の影響を考慮する。 
前者については、容器材料の腐食特性及び塩化水素の発生源である有

機物量が必要となることから、容器材料組成及び廃棄物組成（有機物含

有量を含む）が必要となる。 
後者については、容器と廃棄物の材料に関する腐食特性並びに腐食に

寄与する水分量が必要となることから、容器材料組成、廃棄物組成（有

機物含有量を含む）及び残留水分量が必要となる。 
（ⅱ）の評価については、容器厚さが必要となる。 
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②容器外面の耐食性 

容器外面の耐食性評価には、（ⅰ）容器外面の腐食量及び（ⅱ）容器の厚

さが必要である。 
（ⅰ）の評価については、貯蔵中における容器外面の雰囲気に対する容器材

料の腐食特性が必要であることから、容器材料組成が必要となる。 
（ⅱ）の評価については、容器厚さが必要となる。 
 

ｃ．熱的安定性 
固型物は燃料被覆管（ジルカロイ）のせん断時に発生するジルカロイの微粉

を含んでいる。ジルカロイの微粉は一般的には発火の可能性があることから、

ジルカロイの微粉による発火の可能性のないことを評価する。 
このためには、ジルカロイの発火特性として、固型物内ジルカロイ発火温度

が必要となる。 
 

ｄ．閉じ込め性 
固型物からは放射性核種が放出されるが、一般公衆の被ばくに影響を与えな

いためには、容器により閉じ込め性を確保することが必要であることから、長

期間にわたり、閉じ込め性が保持されることを評価する。 

閉じ込め性の評価には、容器閉じ込め性が必要となる。 

 

（２）平常時の安全性に関する評価に必要なパラメータ 

ａ．放射線遮へい 

CSD-C からの直接γ線及びスカイシャインγ線による一般公衆の被ばくが

十分低くなるように貯蔵施設に適切な遮へいを設けることが必要である。した

がって、放射線遮へいの観点から、安全な貯蔵施設の設計ができることを評価

する。 
 放射線遮へいの設計には、線源モデルの作成において、（ⅰ）線源強度、（ⅱ）

線源の形状を設定する必要がある。さらに自己遮へいの効果を考慮するために

は、（ⅲ）物質組成が必要となる。 

（ⅰ）の設定については、内包されるγ線放出核種とその放射能量が必要とな

ることから、放射性核種濃度が必要となる。 

（ⅱ）の設定については、容器の幾何学的形状・寸法が必要となることから、

容器外径及び容器高さが必要となる。 

（ⅲ）の設定については、廃棄物の組成及び廃棄物の密度が必要となることか

ら、廃棄物組成（有機物含有量を含む）及び固型物かさ密度が必要となる。 
 

  ｂ．冷却機能 

固型物に含まれるジルカロイの微粉には発火の可能性があることから、ジル

カロイの微粉による発火の可能性がない温度範囲に CSD-C を貯蔵する必要が
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ある。また、CSD-C が発熱体であることから、その熱影響によって貯蔵施設

に具備される安全機能を有する設備の健全性が損なわれることのない温度範

囲内に CSD-C を維持する必要がある。したがって、CSD-C の熱的安定性及び

貯蔵施設の安全機能を維持する観点から、安全な貯蔵施設の設計ができること

を評価する。 
冷却機能の設計には、（ⅰ）貯蔵中の CSD-C の温度及び（ⅱ）CSD-C を貯

蔵したことに起因する貯蔵施設の温度を評価することが必要となる。 

（ⅰ）の評価については、CSD-C の発熱量、廃棄物と容器の伝熱特性及び廃

棄物と容器の幾何学的寸法が必要となることから、発熱量､固型物熱伝導

率、固型物ふく射率、固型物外径、容器外径、容器高さ、容器厚さ、容器

熱伝導率及び容器ふく射率が必要となる。 

（ⅱ）の評価については、CSD-C の温度が必要となることから、上記（ⅰ）

と同様に発熱量､固型物熱伝導率、固型物ふく射率、固型物外径、容器外

径、容器高さ、容器厚さ、容器熱伝導率及び容器ふく射率が必要となる。 

 

ｃ．定置方法等に関する考慮 

CSD-C を収納管内に多段積みする場合、容器の健全性を確保する必要があ

るため、多段積み荷重を受ける CSD-C は、多段積み荷重に耐えうる容器の機

械的強度を有している必要がある。したがって、容器の健全性を確保する観点

から、定置方法等を想定することにより、安全な貯蔵施設の設計ができること

を評価する。 
定置方法等の考慮に当たっては、（ⅰ）多段積みにより CSD-C にかかる荷重

及び（ⅱ）荷重を受ける容器の機械的強度を評価することが必要となる。 
（ⅰ）の評価については、積み上げられた CSD-C の合計重量が評価該当容器

にかかる荷重となることから、CSD-C 重量が必要となる。 

（ⅱ）の評価については、容器の機械的強度及び容器の幾何学的形状・寸法が

必要となることから、容器材料強度、容器形状（肩部・底部）､容器外径､

容器厚さが必要となる。 
 

  ｄ．容器付着放射性物質の揮発／はく離 

CSD-C の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はく離

に伴う環境中への移行の可能性を評価するため、容器表面に付着している放射

能量を把握する必要がある。 
したがって、表面汚染密度が必要となる。 

 

  ｅ．冷却空気の放射化 
CSD-C を空冷方式で貯蔵する場合、冷却空気が貯蔵エリアを通過する際に、

空気中のアルゴンが中性子の照射を受けて放射化することから、その評価が必

要である。したがって、冷却空気の放射化の観点から、安全な貯蔵施設の設計

ができることを評価する。 
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冷却空気中に生成される放射性アルゴンの生成量は、中性子発生の原因とな

る内包されるα線放射性核種とその放射能量が必要となることから、放射性核

種濃度が必要となる。 
 

（３）異常時の安全性に関する評価に必要なパラメータ 
  ｆ．冷却機能の低下 

冷却機能の万一の喪失を想定しても､ジルカロイの微粉による発火温度まで

達する可能性がなく、CSD-C の健全性が損なわれないように CSD-C が適切な

温度範囲に維持されること、かつ貯蔵施設に具備される安全機能設備の健全性

が損なわれないように、CSD-C が適切な温度範囲に維持されることを評価す

る必要がある。したがって、冷却機能の低下の観点から、安全な貯蔵施設の設

計ができることを評価する。 
冷却機能の低下時の評価は、上記（２）ｂ．冷却機能に必要な情報に加えて、

固型物温度の時間変化の解析が必要であることから、発熱量、固型物熱伝導率、

固型物ふく射率、固型物外径、容器外径、容器高さ、容器厚さ、容器熱伝導率

及び容器ふく射率に加えて､固型物熱容量が必要となる。 
 

  ｇ．CSD-C の落下 
貯蔵施設における取扱い中の万一の落下を想定しても、容器の健全性が確保

されることを評価する必要がある。落下時の容器の健全性の観点から、安全な

貯蔵施設の設計ができることを評価する。 
落下時の容器の健全性の評価には、（ⅰ）落下時の衝撃荷重及び（ⅱ）容器

の機械的強度を評価することが必要となる。 
（ⅰ）の評価については、CSD-C の重量と容器の大きさを考慮した落下高さ

が必要となることから、CSD-C 重量及び容器高さが必要となる。 
（ⅱ）の評価については、容器の機械的強度及び容器の幾何学的形状･寸法が

必要となることから、容器材料強度、容器形状（肩部・底部）、容器外径、

及び容器厚さが必要となる。 
 

以上のことから、表５．１に示す評価項目に対する評価すべきパラメータについ

て抽出した結果を表５．２にまとめる。 
 
５．３．評価に必要なデータの把握 

５．２節で評価すべきパラメータを抽出した。仕様の妥当性の検討のためには、抽

出した評価すべきパラメータに対する情報が AREVA NC から提供されていることを

確認することが必要である。 
電気事業者は、前述の返還廃棄物確認分科会の検討に基づき、CSD-C のパラメー

タの評価に必要な情報が仕様値、その他代替情報により充足されていることを確認し

ている。 
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以上のとおり、表５．２に抽出した評価すべきパラメータに対する情報の充足性

については、全ての項目についてデータを入手していると評価できる。 
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表 ５.１ 基本的な安全要件と評価内容 

 
基本的安全要件 評価項目 評価内容 

放射線分解ガス濃度 水素による燃焼リスクがないこと 
耐放射線性 放射線分解ガスによる内圧上昇に

対する容器の健全性 
内圧上昇に対して容器が健全であること 

内面 
容器の耐食性 

外面 
長期間にわたり、耐食性を有していること 

熱的安定性 ジルカロイの微粉による発火がないこと 

廃棄物自体の安定性 
廃棄物自体が安定な貯蔵に適した

仕様であること、具体的には安定な

固化体であり、容器が十分な耐食性

を有するものであること 
 閉じ込め性 長期間にわたり、閉じ込め性を有していること 

放射線遮へい 
冷却機能 
定置方法等に関する考慮 
容器付着放射性物質の揮発／はく
離 

平常時の 
安全性の評価 

冷却空気の放射化 
冷却機能の低下 

 貯蔵の安全性 
貯蔵の安全性を、固化体、容器及び

貯蔵施設の組合せによって確保で

きること 
 異常時の 

安全性の評価 CSD-C の落下（容器の健全性） 

CSD-C を安全に貯蔵する貯蔵施設を設計できるこ

と 

処分の安全性 
処分時点で安全評価を行う際に必

要な情報のうち、返還廃棄物の仕様

に含まれていることが適当な情報

が含まれていることまたは必要な

時点で入手できること 

処分に必要なデータの充足性 処分時点で必要となるデータ（安全委員会報告で指

摘されているデータ等）が含まれていること 
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表 ５.２ 評価すべき CSD-C のパラメータ 
CSD-C に係るパラメータ 容器に係るパラメータ 

Xa  Xb Xc Xd Xe Xf Xg Xh Xi Xj Xk Xl Xm Xn Xo Xp Xq Xr Xs Xt Xu Xv  

   
 
   パラメータ 

 
 
 
 
 
 
 
 

受入・貯蔵時の評価項目     

放
射
性
核
種
濃
度 ＊

１

線
量
率 

廃
棄
物
組
成
（
有
機
物
含
有
量
を
含
む
） 

発
熱
量 

C
SD

-C

重
量 

残
留
水
分
量
（
結
晶
水
を
含
む
） 

固
型
物
か
さ
密
度 

固
型
物
熱
容
量 

固
型
物
熱
伝
導
率 

固
型
物
ふ
く
射
率 

固
型
物
充
填
高
さ 

固
型
物
外
径 

固
型
物
内
ジ
ル
カ
ロ
イ
発
火
温
度 

容
器
材
料
組
成 

容
器
材
料
強
度 

容
器
形
状
（
肩
部
・
底
部
） 

容
器
外
径 

容
器
高
さ 

容
器
厚
さ 

容
器
熱
伝
導
率 

容
器
ふ
く
射
率 

容
器
閉
じ
込
め
性 

表
面
汚
染
密
度 

放射線分解ガス濃度 ○  ○   ○     ○     ○ ○ ○ ○     
耐放射
線性 放射線分解ガスによる内圧上

昇に対する容器の健全性 ○  ○   ○     ○    ○ ○ ○ ○ ○     

内面   ○   ○        ○     ○     容器の
耐食性 外面              ○     ○     

熱的安定性             ○           

廃棄物自体
の安定性評
価 

閉じ込め性                      ○  
放射線遮へい ○ ○ ○    ○          ○ ○      
冷却機能    ○     ○ ○  ○     ○ ○ ○ ○ ○   

定置方法等に関する考慮     ○          ○ ○ ○  ○     
容器付着放射性物質の揮発／はく離                       ○ 

平常時の安
全性の評価 

冷却空気の放射化 ○                       
冷却機能の低下    ○    ○ ○ ○  ○     ○ ○ ○ ○ ○   異常時の安

全性の評価 CSD-C の落下（容器の健全性）     ○          ○ ○ ○ ○ ○     

*1：遮へい評価に線量率を使用する場合
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５．４．廃棄体自体の安定性の評価 

５．４．１． 耐放射線性 
（１）評価の内容 

CSD-C には、金属等の無機物以外に少量の残留水分及び有機物が含まれるた

め、これらから放射線分解ガスが発生する。ここでは、発生した放射線分解ガス

のうち、大半を占める水素による燃焼リスクのないこと及び発生した放射線分解

ガスによる容器内部の圧力上昇に対する容器の健全性について評価を行う。 
 

（２）電気事業者の評価 
CSD-C は金属を主体とする廃棄物であるが、少量の有機物を含むものがある。

また、少量の残留水分が含まれている。貯蔵期間中にこれらの有機物及び残留水

分が放射線の照射により分解する。放射線分解による分解ガスの発生に起因し、

廃棄体の耐放射線性に影響する事象として以下の項目があるとしている。ここで、

廃棄体自体の特性評価について図５．１に示す。 
①放射線分解により発生する水素濃度の上昇 
②放射線分解ガスによる容器内部の圧力上昇 

 
①放射線分解ガス濃度 

(ⅰ)判定基準と評価方法 
a.判定基準 

放射線分解により発生する水素の CSD-C 容器内部での濃度が空気中に

おける水素の燃焼下限濃度である４vol％を上回らないことを判定基準と

している。 
  

b.評価方法 
CSD-C 容器内の放射線分解による水素濃度は、貯蔵期間中の水素発生

量と CSD-C 内の空隙部に存在する気体（蓋閉止溶接時に存在した空気お

よび発生した水素）の体積から算出している。 
水素発生量は残留水分の放射線分解による水素発生量と有機物の放射

線分解による水素発生量から算出している。水素発生量を算出するには、

水素の発生源となる廃棄物組成（有機物量）xb及び残留水分量 xe、放射線

分解の量を決定する各物質の吸収線量並びに各物質の水素発生のＧ値が

必要であるとしている。吸収線量の算出には、放射性核種濃度 xa、廃棄物

組成（有機物量）xb及び残留水分量 xeが必要であるとしている。 
CSD-C 内の空隙部に存在する気体の体積の評価には、容器空隙部の容

積を算出するために容器形状（肩部・底部）xo、容器外径 xp、容器高さ

xq、容器厚さ xr、及び固型物充填高さ xjが、また蓋閉止溶接時に存在した

空気の量を算出するために蓋閉止溶接時の温度が必要であるとしている。 
以上を式で表すと次のようになる。 
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水素発生量 水素発生量 

水素濃度 ＝ 
空隙部の気体体積 ＝ 

蓋締め時に存在した空気量＋水素発生量 
 
放射線分解ガスの発生量は以下のように算出する。 
まず蓋閉止後の時刻 t における容器当たりの水素等放射線分解ガスの発生速

度 Q(t)を次式で計算する。 
Q(t) ＝ K×G×M×P      (1) 

ここに、 
Q(t)；放射線分解ガスの発生速度（NL／ｈ／容器） 
K；換算係数 8.37×10-3（L／molecules）×（100eV／J）×（s/h） 
G；当該ガスが発生するＧ値 （molecules／100eV） 
M；物質の含有量（kg／容器） 
P(t)；物質１kg の吸収線量率（W/kg） 

 
次に式(1)と蓋閉止後の貯蔵期間 T を考慮して、ガス発生量は、以下のよう

に計算される。 
 

Ｖ＝ ∫
T

0
Q(t) dt 

＝K×G×M×Pave×T               (2) 
ここに、 

Ｖ；蓋閉止後のガス発生量(NL／容器) 
K；換算係数 8.37×10-3（L／molecules）×（100eV／J）×（s/h） 
G；当該ガスが生成するＧ値 （molecules／100eV） 
M；物質の含有量（kg／容器） 
Pave；貯蔵期間 T における平均吸収線量率（W/kg） 
T；貯蔵期間（ｈ） 

 
(ⅱ)評価に使用するパラメータの値及びその設定の考え方 

上記に示した評価に使用するパラメータの値及びその設定の考え方を表

５．３に示す。 
 

(ⅲ)水素濃度の評価 
表５．３に示した CSD-C の廃棄物条件にて水素濃度を計算した。その結

果、蓋閉止溶接が可能なものについてのみ蓋閉止溶接を行って返還する計画

であるため、水素の燃焼リスクはないと評価している。 
 

②放射線分解ガスによる内圧上昇に対する容器の健全性 
(ⅰ)判定基準と評価方法 

a.判定基準 
放射線分解ガスによる CSD-C 容器の内圧上昇が、容器の機械的強度の

観点から、容器の健全性に影響のないことを判定基準としている。 
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b.評価方法 

放射線分解ガスによる容器の内圧上昇に対する容器の健全性は、容器の

内圧上昇を算出し、容器の機械的強度の観点から、 大許容応力を上回ら

ないことを評価している。 
容器の内圧上昇は、放射線分解ガスの発生量と容器空隙部の容積から算

出している。これらの評価には、５．４．１(２)①項の放射線分解ガス濃

度の評価と同様のパラメータが必要であるとしている。 
容器の機械的強度の評価には、容器形状（肩部・底部）xo、容器外径 xp、

容器高さ xq、容器厚さ xr、及び容器材料強度 xnが必要であるとしている。 
 
放射線分解ガスの蓄積による内圧の上昇は、以下の式で計算される。 
P＝nRT／V                 (3) 

ここに、 
P：容器の内部圧力（MPa） 
n；気体のモル数 （mole） 
R；理想気体の気体定数（8.31J/mole・K） 
V；容器内の空隙容積（m3） 
T；温度（Ｋ） 
n は、初期に存在した空気と放射線分解ガス発生量から算出される。 

 
(ⅱ)評価に使用するパラメータの値及びその設定の考え方 

上記に示した評価に使用するパラメータの値及びその設定の考え方を表

５．３に示す。 
 
(ⅲ)容器の健全性の評価 

放射線分解ガスによる圧力上昇を算出した結果、容器の 大許容応力に比

べて十分に小さいことから、容器健全性への影響はないと評価している。 
 

（３）JNES の評価 
①放射線分解ガス濃度 

(ⅰ)判定基準と評価方法 
電気事業者の設定した判定基準は、放射線分解により発生する水素の

CSD-C 容器内部での濃度が空気中の水素の燃焼下限濃度である４vol％を上

回らないことである。 
これは、原子力安全委員会の「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関す

る審査指針」等でも採用されているように、一般的に知られている水素の燃

焼下限濃度である４vol％を上回らないことを判定基準としていることから、

妥当である。 
評価方法は、CSD-C 容器内の放射線分解による水素発生量を求め、容器

の空隙部容積との関係より水素濃度を算出し、その濃度を判定基準値である

４vol％と比較していることから、妥当である。 
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(ⅱ)評価に使用するパラメータの値及びその設定の考え方 

空気中の水素の燃焼下限濃度である４vol％を上回らないことを評価する

ためには、貯蔵期間中における水素発生量と CSD-C 内の空隙部に存在する

気体（蓋閉止溶接時に存在した空気および発生した水素）の体積が必要とな

る。 
これらを評価するために使用するパラメータの値及びその設定の考え方

は表５．３に示されており、主要な点は以下のとおりである。 
・ 廃棄物組成のうち、有機物量と残留水分量については、実測あるいは実

験により求めた値をベースに保守的な値が用いられている。 
・ 水素発生量の評価の基になる残留水分あるいは有機物に係る放射線分

解時の水素発生の割合を表す G 値については、実験値及び文献値が用い

られている。 
・ 有機物の G 値は、文献値を参照として保守的な値が用いられている。 
・ 貯蔵期間は、返還高レベルガラス固化体での貯蔵期間である 30～50 年

を参考に保守的に 100 年間として設定されている。 
・ CSD-C の温度については、保守的な値として、100℃が用いられている。 
・ 圧縮されたハルに含まれるジルカロイによる水素吸収効果が期待でき

る可能性があるものの考慮していないことから、保守的な評価となって

いる。 
 

以上のことから、評価に使用するパラメータは妥当な値が設定されている

と評価できる。 
 

(ⅲ)水素濃度の評価 
表５．３に示した CSD-C の廃棄物条件より、放射性核種濃度（発熱量換

算）、廃棄物組成（有機物量）及び残留水分量をパラメータとして、発生す

る水素濃度を計算した結果、電気事業者が蓋閉止溶接可能としたものについ

ては水素の燃焼リスクはないと判断できる。 
本評価において、水素濃度の算出に直接寄与するパラメータである廃棄物

組成と残留水分量については、他のパラメータと比較すると相対的に安全裕

度は大きくないものと判断し、管理上重要なパラメータとして扱う必要があ

るものとした。 
 

②放射線分解ガスによる内圧上昇に対する容器の健全性 
(ⅰ)判定基準と評価方法 

電気事業者の設定した判定基準は、放射線分解ガスによる CSD-C 容器の

内圧上昇が容器の機械的強度の観点から、容器の健全性に影響のないことで

ある。 
発生した放射線分解ガスによる容器の内圧上昇に対して、容器の健全性が

確保されることを確認する必要があることから、判断基準は妥当である。 
評価方法は、放射線分解により発生する放射線分解ガスの発生量を求め、
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容器空隙容積との関係より容器の内圧上昇値を算出している。内圧上昇値と

容器の機械的強度との関係から容器の健全性を評価していることから妥当

である。 
 
(ⅱ)評価に使用するパラメータの値及びその設定の考え方 

内圧上昇値と容器の機械的強度との関係から容器の健全性を評価するた

めには、貯蔵期間中の放射線分解ガスの発生量と CSD-C 内の空隙部容積が

必要となる。 
これらを評価するために使用するパラメータの値及びその設定の考え方

は表５．３に示されている。 
 

以上のことから、評価に使用するパラメータは妥当な値が設定されている

と評価できる。 
 

(ⅲ) 容器の健全性の評価 
表５．３に示すパラメータを使って放射線分解ガスによる内圧上昇値を算

出すると、容器の 大許容応力に比べて十分に小さいことから、容器健全性

への影響はないと評価できる。 
 

以上より、放射線分解ガスの発生による内圧上昇に対して容器は健全であ

るものと評価できる。 
 

上記①項及び②項に述べたように、水素濃度が４vol％を超えないものは水素に

よる燃焼リスクがないこと及び放射線分解ガスによる内圧上昇に対して容器が健

全であることの評価によって、CSD-C は耐放射線性を有していると判断できる。 
 
５．４．２． 容器の耐食性 
（１）評価の内容 

CSD-C は長期間貯蔵されるため、長期間にわたり、その容器が十分な耐食性を

有していることについて、容器内面の耐食性、容器外面の耐食性により評価する。 
 

（２）電気事業者の評価 
①容器内面の耐食性 

(ⅰ)判定基準と評価方法 
a.判定基準 

貯蔵期間中の腐食により容器の健全性が損なわれないことを判定基準

としている。 
 
b.評価方法 

容器内面の耐食性は、貯蔵期間中の容器内面の腐食量が容器厚さ xrより

も十分に小さいことを評価している。 
一般的に金属の腐食は、液中で起こる電気化学的な腐食である湿食とガ
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ス中で起こる化学的な腐食である乾食とがある。後者は特定の高温・高濃

度のガスと金属の組合せに限定されるため、CSD-C においては考慮する

必要がないことから、湿食のみを考えるとしている。 
容器内面で発生する可能性のある湿食には、ガルバニック腐食とCSD-C

に含まれている有機物の分解により発生する塩化水素による腐食がある

としている。 
ガルバニック腐食の評価には、容器の内面に接触する金属として容器材

料組成 xmと廃棄物組成 xbが、また容器内の腐食環境として残留水分量 xe

が必要であるとしている。塩化水素による腐食の評価には、容器材料組成

xm と塩化水素の発生源となる廃棄物組成(有機物)xb が必要であるとして

いる。 
これらを評価に使用するパラメータとしている。 
 

(ⅱ)評価に使用するパラメータの値及びその設定の考え方 
上記に示した評価に使用するパラメータの値及びその設定の考え方を表

５．３に示す。 
 

(ⅲ)容器内面の耐食性の評価 
a.ガルバニック腐食 

容器内部には残留水分は、ほとんど存在しないのでガルバニック腐食

は発生しないとしている。容器（SUS316L 相当材料）、固型物固定用ス

プリング（SUS301 相当材料）及び固型物の底板（SUS304L 相当材料）

はいずれもオーステナイト系ステンレス鋼であり相対的な腐食電位差が

小さいことから、仮に残留水分が存在しても、これらの接触部における

ガルバニック腐食による腐食速度の加速は問題にならないとしている。

また、固型物外に漏れ出たジルカロイの微粉が容器と接触した場合にお

いても、ジルカロイと容器材料との相対的な腐食電位差が小さいため、

ガルバニック腐食は発生しないとしている。 
 

b.塩化水素による腐食 
塩化水素による腐食については、SUS316 に対して、塩化水素が 100％

濃度の条件下では僅かな腐食がみられるが、80%濃度以下では 400℃まで

の温度範囲において腐食はほとんど認められない。（注３） 
また、AREVA NC が実施した塩化水素による容器の腐食試験において

は、試験容器内に置いた SUS316L 製の腐食試験材の表面には、隙間腐食、

孔食を含め一切の腐食は、観察されなかった。この試験結果から CSD-C
においては、有機物に起因する塩化水素による容器の腐食は、起こらない

としている。 
以上から、CSD-C 容器内面は耐食性を有していると評価している。 

 

                                                  
（注３）初歩と実用のステンレス講座、日本工業出版㈱、1970.11 より 



 

 32

②容器外面の耐食性 
(ⅰ)判定基準と評価方法 

a.判定基準 
貯蔵期間中の腐食により容器の健全性が損なわれないことを判定基準

としている。 
 
b.評価方法 

容器外面の耐食性は、貯蔵期間中の容器外面の腐食量が容器厚さ xrより

も十分に小さいことを評価している。 
容器内面に対して考慮した腐食と同様に容器外面についても湿食を考

慮しており、容器外面で発生する可能性のある湿食には、貯蔵期間中にお

ける塩害があるとしている。 
貯蔵期間中の容器外面の塩害による腐食量の評価には、容器材料組成 xm

と貯蔵環境が必要であるとしている。 

これらを評価に使用するパラメータとしている。 

 
(ⅱ)評価に使用するパラメータ及びその設定の考え方 

上記に示した評価に使用するパラメータの値及びその設定の考え方を表

５．３に示す。 
 

(ⅲ)腐食量の算出 
貯蔵中の塩害防止対策として、CSD-C 容器に直接触れる空気については

フィルタで塩粒子が除去されることを考慮すると、実際の貯蔵雰囲気におい

ては、容器の全面腐食および孔食は起こらないと評価している。 
さらに、保守的に海岸地帯の塩分を含むと考えられる大気に暴露した場合

のステンレス鋼の腐食率データとして 2.5×10-5mm／年（注４）を使って評価

すると容器（SUS316）に対する腐食量は、100 年間の貯蔵中に 0.0025mm
と算出される。 
 

(ⅳ)容器外面の耐食性の評価 
想定される貯蔵環境において容器外面の腐食は起こらないと評価してい

る。 
さらに、非常に保守的に腐食量を算出した場合においても、100 年間の腐

食量は 0.0025mm であり、容器厚さ、外蓋及び胴部の厚さ 5mm、底部の厚

さ 5.6mm、フィルタ閉止蓋の厚さ 2mm を考慮すれば、容器の健全性は維持

されると評価している。 
以上から、CSD-C 容器外面は耐食性を有していると評価している。 

 
上記①及び②項に示した容器内面の耐食性、容器外面の耐食性の評価により、

CSD-C 容器は十分な耐食性を有しているものと評価している。 
                                                  
（注４）J.R. Davis, Ed., ;“Metals Handbook”, desk edition, 2nd ed., ASM International(1998) 
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（３）JNES の評価 

①容器内面の耐食性 
(ⅰ)判定基準と評価方法 

電気事業者が設定した判定基準は、貯蔵期間中の腐食により容器の健全性

が損なわれないことである。CSD-C の容器が十分な耐食性を有しているた

めには、貯蔵期間中における腐食量が小さく、容器が十分な強度を維持でき

るという観点から、容器の健全性が損なわれないことを判定基準とすること

は妥当である。 
評価方法は、湿食によるガルバニック腐食と塩化水素による腐食を考慮す

べき腐食とし、貯蔵期間中の容器内面の腐食量を求め、容器厚さと比較して

十分小さいことを確認することにより、容器の健全性を評価していることか

ら、妥当である。 
 

(ⅱ)評価に使用するパラメータの値及びその設定の考え方 
容器内面の腐食量が十分小さいことを評価するためには、貯蔵期間中にお

いて容器内面が接触する雰囲気環境と容器材質との相互関係から腐食量を

評価する必要がある。 
これらを評価するために使用するパラメータの値及びその設定の考え方

は表５．３に示されており、主要な点は以下のとおりである。 
・容器内部には残留水分は、ほとんどないと考えられる。 
・貯蔵期間は、返還高レベルガラス固化体での貯蔵期間である 30～50 年

を参考に保守的に 100 年間として設定されている。 
 
 

以上のことから、評価に使用するパラメータは妥当な値が設定されている

と評価できる。 
 

(ⅲ)容器内面の耐食性の評価 
ガルバニック腐食は容器内の残留水分により、金属がイオン化することが

必須条件であるが、容器内部には残留水分は、ほとんど存在しないのでガル

バニック腐食は発生しないと考えられるとする電気事業者の評価は妥当で

ある。 
また、AREVA NC が実施した塩化水素による容器腐食試験においては、

試験容器内に置いた SUS316L 製の腐食試験材の表面には、隙間腐食、孔食

を含め一切の腐食は観察されなかったとしている。さらに、SUS316 の塩化

水素による腐食については、CSD-C 容器内の塩化水素濃度を考慮すると、

腐食の可能性がないとする電気事業者の評価は妥当である。 
 
以上より、CSD-C の容器内面については耐食性を有していると評価できる。 
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②容器外面の耐食性 
(ⅰ)判定基準と評価方法 

電気事業者が設定した判定基準は、貯蔵期間中の腐食により容器の健全性

が損なわれないことであり、妥当である｡ 
評価方法は、湿食による塩害に伴う腐食を考慮すべき腐食とし、貯蔵期間

中の容器外面の腐食量を求め、容器厚さと比較して十分小さいことを確認す

ることにより、容器の健全性を評価していることから、妥当である。 
 

(ⅱ)評価に使用するパラメータの値及びその設定の考え方 
容器外面の腐食量が十分小さいことを評価するためには、貯蔵期間中にお

いて容器外面が接触する雰囲気環境と容器材質との相互関係から腐食量を

評価する必要がある。 
これらを評価するために使用するパラメータの値及びその設定の考え方

は表５．３に示されており、主要な点は以下のとおりである。 
・貯蔵期間中の雰囲気環境として、実際の雰囲気環境を保守的に評価し、

海岸地帯の塩分を含むと考えられる大気に暴露した雰囲気環境におけ

る腐食データを用いて評価している。 
・ 貯蔵期間は、返還高レベルガラス固化体での貯蔵期間である 30～50 年

を参考に保守的に 100 年間として設定されている。 
 
 

以上のことから、評価に使用するパラメータは妥当な値が設定されている

と評価できる。 
 

(ⅲ)容器外面の耐食性の評価 
腐食量を大きく評価することにつながる保守的な条件で腐食量を算出し

た場合においても、腐食量は 0.0025mm である。この値は、容器、外蓋及

び胴部厚さの 5mm、底部厚さの 5.6mm 及び閉止蓋部厚さの 2mm と比べて

十分小さいことから、容器外面については耐食性を有しているものと評価で

きる。 
 

以上より、容器外面については耐食性を有していると評価できる。 
 
上記①項及び②項に述べたように、容器内・外面については耐食性を有してい

ることから、CSD-C 容器は長期間にわたり耐食性を有しているものと判断でき

る。 
 

５．４．３． 熱的安定性 
（１）評価の内容 

CSD-C には、燃料被覆管（ジルカロイ）のせん断時に発生するジルカロイの

微粉が含まれているので、熱的安定性としてジルカロイの微粉による発火のない

ことを評価する。 
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（２）電気事業者の評価 

(ⅰ)判定基準と評価方法 
a.判定基準 

貯蔵条件においてジルカロイの微粉が発火することがないことを判定基

準としている。 
 

b.評価方法 
CSD-C に含まれるジルカロイの微粉の発火温度を実験的及び公知の知見

によって確認し、貯蔵時の CSD-C の温度条件と比較することにより貯蔵時

に発火することがないことを評価している。 
 

(ⅱ)評価に使用するパラメータの値とその設定の考え方 
容器内ジルカロイ発火温度 xlは，以下のとおり 500℃以上と設定している。 

 
a.既往の知見 

CSD-C には、燃料被覆管（ジルカロイ）のせん断処理により発生するジ

ルカロイの微粉が含まれる。ジルカロイの微粉は粉塵ないし堆積状態で存在

する場合は発火の潜在的危険性を有する。その発火特性は粒度分布に依存し、

粒度が小さいほど小さいエネルギーで着火し、発火温度も低いことが知られ

ている。 
 
b.AREVA NC の試験結果 

AREVA NC は、ジルカロイの微粉を含む固型物の発火特性を確認するた

め、ラ・アーグ再処理工場のせん断・溶解施設において溶解処理後のハルに

同伴するジルカロイの微粉を採取し、ジルカロイの微粉の発生量及び粒度分

布を実測している。 
 

c.固型物の発火特性 
固型物中ではハルなどの金属塊と一緒にジルカロイの微粉が圧縮された

状態であるため、固型物中のジルカロイの微粉は堆積状態で存在する場合よ

りも極めて発火し難くなる。AREVA NC が実施したジルカロイの微粉を含

む模擬固型物を加熱した試験結果より、固型物の状態では 500℃まで加熱し

ても発火しないことを確認している。 
 

(ⅲ)評価結果 
CSD-C の発熱量は 90Ｗ以下であることが保証されており、貯蔵時の CSD-C

の温度は 500℃よりも十分に低い温度（貯蔵時の CSD-C 中心温度は、発熱量

が保証値の 90Ｗであると仮定しても 100℃程度）であるとしている。したが

って、平常時に想定される温度条件下では、CSD-C は貯蔵時において発火の

危険性がないと評価している。 
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（３）JNES の評価 
(ⅰ)判定基準と評価方法 

電気事業者が設定した判定基準は、貯蔵条件において発火することがないこ

とである。廃棄体の安定性の観点から、発火しないことを判定基準とすること

は妥当である。 
評価方法は、CSD-C に含まれるジルカロイの微粉の発火温度に着目し、貯

蔵時における CSD-C の温度条件と比較することによりジルカロイの微粉が発

火することがないことを評価していることから、妥当である。 
 

(ⅱ)評価に使用するパラメータの値とその設定の考え方 
ジルカロイの微粉に発火がないことを評価するためには、CSD-C に含まれ

るジルカロイの微粉の発火温度を評価する必要がある。このために必要なパラ

メータは、500℃以上と設定されている。この値は、AREVA NC が行ったジル

カロイの微粉を含む模擬固型物を加熱した試験結果であるが、微粉単独での発

火温度として、既知の知見である 200℃も設定していることから、妥当と評価

できる。 
 
(ⅲ)評価結果 

CSD-C の発熱量は 90Ｗ以下であることが保証されており、貯蔵時の CSD-C
の中心温度は、発熱量が保証値の 90Ｗであると仮定しても 100℃程度であると

している。（表５．３参照） 
したがって、平常時に想定される温度条件下においては、固型物内ジルカロ

イ発火温度（500℃以上）は勿論、保守的な値であるジルカロイ微粉単独での

発火温度 200℃と比較しても十分に低く管理できる。 

 

以上のことから、CSD-C はジルカロイの微粉による発火のリスクはないものと

評価できるため、CSD-C は熱的安定性を有しているものと評価できる。 
 
５．４．４． 閉じ込め性 
（１）評価の内容 

CSD-C に含まれるハル・エンドピースからはトリチウムやクリプトン等の極

微量の揮発性放射性核種が放出されるので、容器により、放射性物質の閉じ込め

性を有していることを評価する。 
 

（２）電気事業者の評価 
(ⅰ)判定基準と評価方法 

a.判定基準 
CSD-C 容器が、放射性物質を容器に閉じ込める性能を有していることを

判定基準としている。 
 
b.評価方法 

５．４．２項において容器は、十分な耐食性を有しており貯蔵期間中にお
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いて腐食によって孔が開くことはないと評価しているため、容器の閉じ込め

性は容器の溶接部の健全性を示すことにより評価している。 
 

(ⅱ)溶接部の健全性の評価 
a.容器材料には、EN 規格品である X2CrNiMo17.12.02 を用いており、容器の

溶接は、TIG またはプラズマアーク溶接法を用いているとしている。容器の

溶接線の位置を図５．２に示す。 
b.容器本体の溶接は、プラズマアーク溶接による突合せ溶接としている。 
c.上蓋の溶接は、プラズマアーク・自動溶接にて行われ、横向きの突合せ溶接

としている。プラズマアーク溶接は溶け込みが深いため貫通欠陥は発生し難

く、電流、溶接速度等を適切に設定することにより良好なビード形状が得ら

れるとしている。 
d.上蓋溶接部の健全性については、自動溶接時の溶接パラメータ（電流、溶接

速度、ガス流量等）の管理により達成されるとしている。これらの溶接パラ

メータは、仏国規制当局の認証を受けているとしている。 
e.ベント孔の溶接は、TIG・自動溶接としている。溶接部の健全性については、

自動溶接時の溶接パラメータ（電流、溶接速度、ガス流量等）の管理により

達成されるとしている。これらの溶接パラメータは、仏国規制当局の認証を

受けているとしている。 
f.上蓋に取り付けられたフィルタ部については、仏国での中間貯蔵後、日本へ

の搬出前に蓋を TIG・自動溶接にて取り付け、容器を密閉するとしている。

溶接部の健全性については、自動溶接時の溶接パラメータの管理（電流、溶

接速度、ガス流量等）により達成する計画であり、これらの溶接パラメータ

は、仏国規制当局の認証を受ける計画であるとしている。 
 
以上より、CSD-C の容器は、放射性物質を容器内に閉じ込める性能を持って

いると評価している。 
 

（３）JNES の評価 
(ⅰ)判定基準と評価方法 

電気事業者が設定した判定基準は、貯蔵期間中において放射性物質を容器に

閉じ込める性能が維持されることである。閉じ込め性の観点から、容器の閉じ

込め性が維持されることを判定基準とすることは妥当である。 
評価方法として、５．４．２項で述べたとおり、容器は十分な耐食性を有し

ていることから、一般的に容器材質よりも耐久性が低いといわれている溶接部

の健全性を示すことにより、容器による放射性物質の閉じ込め性を有している

ことを評価することは妥当である。 
 

(ⅱ)溶接部の健全性の評価 
容器本体及び容器上蓋部の溶接には、プラズマアーク溶接が行われている。

後者は自動溶接であり、その健全性については、高レベル放射性廃棄物ガラス

固化体の蓋部の溶接と同様に溶接パラメータで管理され、パラメータは仏国規
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制当局により認証されている。 
フィルタ部の蓋閉止溶接は、TIG・自動溶接にて溶接される予定であり、そ

の健全性については、自動溶接時の溶接パラメータの管理（電流、溶接速度、

ガス流量等）により達成される見込みである。具体的な溶接パラメータは、今

後決定されるものの、上記と同様に溶接パラメータは仏国規制当局により認証

される予定である。 
 
以上より、CSD-C の容器は閉じ込め性を有していることから、CSD-C は閉

じ込め性を有しているものと評価できる。 
ただし､前述のとおり、フィルタ部の蓋閉止溶接に関する具体的な溶接パラ

メータの管理については、今後決定されるものであり、閉じ込め性に直接影響

するものであることから､管理上重要なパラメータである。 
 

５．４．１～５．４．４項の検討結果をまとめると、CSD-C は耐放射線性、容器

の耐食性、熱的安定性、閉じ込め性を有しているため、安定な固化体であり、かつ容

器が十分な耐食性を有するものであると評価できることから、廃棄物自体の安定性を

有しているものと評価できる。 
 



 

 39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 ５.１ 廃棄体自体の特性評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ５.２ 容器の溶接線と溶接方法 
 

T6（ベントホール） TIG溶接

T5（フィルタ蓋部） TIG溶接

T3（容器溶接） プラズマ溶接
T4（上蓋溶接） プラズマ溶接
T1 （容器溶接） プラズマ溶接

L1 （容器溶接） プラズマ溶接

T2 （容器溶接） プラズマ溶接

材質 X2 CrNiMo 17.12.02（SUS316Ｌ相当）
厚さ 約５ｍｍ

T6（ベントホール） TIG溶接

T5（フィルタ蓋部） TIG溶接

T3（容器溶接） プラズマ溶接
T4（上蓋溶接） プラズマ溶接
T1 （容器溶接） プラズマ溶接

L1 （容器溶接） プラズマ溶接

T2 （容器溶接） プラズマ溶接

材質 X2 CrNiMo 17.12.02（SUS316Ｌ相当）
厚さ 約５ｍｍ

熱的安定性 
(ジルカロイ微粉) 

耐放射線性 
（放射線分解ガス濃度） 

耐放射線性 
（放射線分解ガスによる内圧上

昇に対する容器の健全性） 

容器の耐食性（内面） 

閉じ込め性 

P 
P O 2 

残留水分 
有機物 

H 2 ↑ + H C ｌ ↑ +O 2 ↑ 

α , β , γ 

H 2 

容器の耐食性（外面） 
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表 ５.３ 評価に用いたパラメータ 

 

評価に必要な情報 評価に用いたパラメータ 

・Cs１３７   ６５ TBq／容器 ( 大値) 
・Sr９０/Y９０   １１５ TBq／容器 ( 大値) 
・Pu２４１(β)   ７５ TBq／容器 ( 大値) 
・Pu(α)    ３.３ TBq／容器 ( 大値) 
・Cm２４４   ２ TBq／容器 ( 大値) 
・半減期５０年以上の α 放射能 ４.２ TBq／容器 ( 大値) 

放射性核種濃度 
（線量率） 

・表面 γ 線量率   １５０ Gy／h ( 大値) 

廃棄物組成 

・金属 ：ジルカロイ、インコネル、ステンレスについて、代表的廃棄物の

重量構成から設定 
・有機物 ：ＣＳＤ－Ｃ１体に含まれる 大量を設定 
 
ＣＳＤ－Ｃは、仏国発行「安全基本原則（RFSⅢ２a(１９８２)）」に基づいて

製造される。 
・爆発性物質は含まれない 
・化学反応を起こす可能性のある物質、特に発火性の物質は将来いかなる

化学反応も起こらないような方法で固化する 
・可燃性物質は可能な限りあらかじめ不燃性形態にしておく 

・４０ W／容器 
(標準的なＰＷＲ燃料： 
 燃焼度４５０００MWD／tU、冷却年数８年、初期ウラン濃縮度３.７wt％) 発熱量 

・９０ W／容器 ( 大値) 

ＣＳＤ－Ｃ重量 ・８５０ kg／容器 ( 大値) 

残留水分量 ・ＣＳＤ－Ｃ１体に含まれる 大量を設定 

固型物かさ密度 ・固型物の見かけの密度を、代表的な固型物の容積及び重量から設定 

固型物熱容量 

ＣＳＤ－Ｃ構成物質熱容量 
ジルカロイ：０.２８８kJ／kg･℃ 
インコネル：０.４２５ kJ／kg･℃ 

ステンレス：０.４９９ kJ／kg･℃ 

固型物熱伝導率 ・模擬固型物(ジルカロイハル製)の熱伝導率測定から設定 

固型物ふく射率 
・カンの材料から設定 
カンの蓋、胴部の材料：ＦｅＰ０４又はＤＣ０４ 
カンの底部の材料：Ｘ２ ＣｒＮｉ１８-９ (ステンレス鋼) 

固型物充填高さ 
(容器内空隙容積) 

・固型物充填高さ：製造時の管理値( 小充填高さ) 
・空隙容積：容器内の固型物の周りの残留空隙と固型物内の空隙から設定 

固型物外径 ・３８８mm（標準値） 

固型物内ジルカロイ

発火温度 ・５００℃以上 

容器材料組成 ・容器胴部・底部の材料：Ｘ２ ＣｒＮｉＭｏ１７.１２.２  
(ＳＵＳ３１６Ｌ相当) 

容器材料強度 ・１５段積みの貯蔵が可能 
・取扱い時の落下に対する耐久性がある 
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評価に必要な情報 評価に用いたパラメータ 

容器形状 
（肩部・底部） ・図３．１ CSD-C の概念図を参照 

容器外径 ・４３０mm（標準値） 

容器高さ ・１３３５mm（標準値) 

容器厚さ 
・５mm (外蓋、胴部の標準値) 
・５.６mm (底部の 小値) 
・２mm (閉止蓋部) 

容器熱伝導率 ・１３.４W／(m･K) 
(２７０K におけるＳＵＳ３１６の熱伝導率) 

容器ふく射率 ・０.２以上 
(非鏡面状態に対するＳＵＳ３１６のふく射率) 

容器閉じ込め性 

・容器胴部・底部の材料：Ｘ２ ＣｒＮｉＭｏ１７.１２.２ 
(ＳＵＳ３１６Ｌ相当） 

・溶接方法：ＴＩＧまたはプラズマアーク法 
・容器本体の溶接部検査：放射線透過試験、外観検査 
・上蓋およびベント孔の溶接部：溶接時の溶接パラメータを管理 
・フィルタ部蓋の溶接部：溶接時の溶接パラメータを管理予定 
・溶接パラメータ：仏国規制当局により認証 

表面汚染密度 ・α＜４,０００Bq／m２ 
・βγ ＜４０,０００Bq／m２ 

残留水分 水素発生のＧ値を照射試験から設定 

Ｇ値*１ 
有機物 

水素及び塩化水素発生のＧ値を、化学構造等を考慮して、ＣＳＤ－

Ｃに含まれる有機物よりも大きなＧ値をもつ有機物の G 値を選定

し、ＣＳＤ－Ｃの温度に補正して設定 

ＣＳＤ－Ｃの温度 ・１００℃ 
 (蓋閉止溶接時及び貯蔵時) 

貯蔵期間 
・１００年 

日本での貯蔵期間は、返還高レベルガラス固化体での貯蔵期間である 30
～50 年を参考に保守的に設定 

貯蔵環境 

・貯蔵施設の設計においては下記が想定されるが、腐食評価上は塩分のある

環境を設定 
(１)ＣＳＤ－Ｃ容器に直接触れる空気はフィルタにより塩粒子が除去さ

れる。 
(２)容器外面に結露しない。 

*１ Ｇ値(単位 molecules／１００eV)： 
放射線による化学作用の効率を表す量。放射線エネルギー１００eV を吸収するごとに、化学反応を起

こして生成あるいは破壊されるラジカル(分子又はイオン)の数。有機物を原子炉の冷却や減速材に使う

ときはＧ値の低いものが良い。(出典：原子力用語辞典 第２版) 
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５．５．貯蔵の安全性の評価 

 
５．５．１． 評価の内容 
安全委員会報告では、返還廃棄物を貯蔵施設で安全に貯蔵しうることを確認するた

めには、平常時及び異常時の安全性を評価する必要があるとしていることから、それ

ぞれについて評価を行う。 
 
（１）平常時の安全性評価 

平常時の安全性については、放射線の遮へい、発熱性廃棄物の冷却等が適切に

行われることを評価するとともに、容器内の固化体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はく離を検討

し、その環境中への移行の可能性を評価することが必要とされている。 

５．１（２）において選定された評価項目は、以下のａ）～ｅ）であり、それ

ぞれ CSD-C を安全に貯蔵する貯蔵施設を設計することができることを評価する。 
ａ）放射線遮へい  
ｂ）冷却機能 
ｃ）定置方法等に対する考慮 
ｄ）表面付着放射性物質の揮発／はく離 
ｅ）冷却空気の放射化  

 
（２）異常時の安全性評価 

異常時の安全性については、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

の可能性との関連において、安全性の評価を行うとされている。 

５．１（２）において選定された評価項目は、以下のｆ）～ｇ）であり、それ

ぞれ CSD-C を安全に貯蔵する貯蔵施設を設計することができることを評価する。 
ｆ）冷却機能の低下 
ｇ）CSD-C の落下 

 
５．５．２． 貯蔵の安全性に係る廃棄物管理事業者の評価 
（１）貯蔵施設に要求される基本的要件 

廃棄物管理事業者は、CSD-C が処分されるまでの間、一般公衆に対する放射

線障害を防止するために管理する必要があり、CSD-C の仕様を考慮した廃棄物

管理施設に必要な安全機能を具備する事としている。 
廃棄物管理施設で取り扱う CSD-C はγ線を放出するものであり、表面γ線量

率は 大 150Gy/時であることから、貯蔵施設は放射線障害を防止するために遮

へい機能を必要とするとしている。 
また、５．４節に示すとおり、CSD-C は耐放射線性、容器の耐食性、熱的安

定性、閉じ込め性を有していることから、CSD-C 自体に放射性物質を閉じ込め

る性能を有していると評価しており、貯蔵施設による閉じ込め機能を期待しなく

ても放射線障害を防止することはできると評価している。 
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（２）貯蔵施設の予備的な安全性の評価 

廃棄物管理事業者は、現在、CSD-C の貯蔵施設の詳細が明らかでないことか

ら、次のとおり予備的な評価を行っている。 
廃棄物管理事業者は、CSD-C の健全性の維持及び一般公衆に対する放射線障

害防止の観点から、平常時については、放射線遮へい、冷却機能、定置方法等に

関する考慮、容器付着放射性物質の揮発／はく離及び冷却空気の放射化を、異常

時については、冷却機能の低下及び CSD-C の落下を評価する必要があると考え

ている。 
CSD-Cを取り扱う廃棄物管理施設の安全性の評価に必要なCSD-Cのパラメー

タは表５．２に示すとおりである。 
CSD-C の各パラメータは、高レベル放射性廃棄物ガラス固化体の値に比べて

同等もしくは十分に下回っていることから、実績のある高レベル放射性廃棄物ガ

ラス固化体を取り扱う廃棄物管理施設と同様に一般公衆に対する放射線障害を

防止し、CSD-C を安全に取り扱う廃棄物管理施設の設計は可能であるとしてい

る。 
 
５．５．３． 貯蔵の安全性に係る仕様の妥当性に関する JNES の検討結果 
（１）貯蔵施設に要求される基本的要件 

高レベル放射性廃棄物ガラス固化体の貯蔵施設が建設され、固化体が安全に貯

蔵されている実績を考慮すると、高レベル放射性廃棄物ガラス固化体より放射能

量・発熱量ともに低い値である CSD-C については、５．５．１項に示す各評価

項目に対する安全性を確保できるものと考えられることから、CSD-C を安全に

貯蔵できる施設の設計は基本的に可能であると考える。 
また、返還廃棄物の貯蔵の安全性は、固化体、容器及び貯蔵施設の組合せによ

る閉じ込め性によって確保されるものであるが、５．４節に記載したとおり、

CSD-C の容器は閉じ込め性を有していることから、CSD-C 容器の閉じ込め性が

担保されることを前提とすれば、貯蔵施設に閉じ込め性を期待しなくても良いと

言う廃棄物管理事業者の評価は妥当であると考える。 
 
（２）貯蔵施設の予備的な安全性の評価 

上記のとおり、CSD-C は高レベル放射性廃棄物ガラス固化体より放射能量・

発熱量ともに低い値であることから、CSD-C を安全に貯蔵できる施設の設計は

基本的に可能であると考える。 
また、貯蔵施設の建物及び設備の構造は、原子炉等規制法第五十一条の二に基

づき規制され、貯蔵施設は再処理に伴い発生した放射性廃棄物を返還廃棄物とし

て貯蔵することから、再処理施設安全審査指針を適用することによっても、その

安全性を評価できると考える。添付資料－４「再処理施設安全審査指針を参考に

した安全性の検討」に示すとおり、再処理施設安全審査指針を参考にした安全性

の検討を行った結果、CSD-C を安全に貯蔵できる施設を設計できるものと判断で

きる。 
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以上より、CSD-C を安全に貯蔵する貯蔵施設を設計することができると判断でき

る。したがって、CSD-C の貯蔵時の安全性については、廃棄体、容器及び貯蔵施設

の組合せによって確保できると評価できることから、貯蔵の安全性を有しているもの

と判断できる。 
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５．６．処分の技術的成立性の評価 

 
５．６．１． 評価の内容 

CSD-C は、長半減期低発熱性放射性廃棄物（以下、「TRU 廃棄物」という）の１つ

であり、地層処分に供されると考えられている。安全委員会報告第 3 章においては、

返還廃棄物の仕様を処分の観点から検討するに当たっては、処分時点で安全評価を行

う際に必要な情報のうち、返還廃棄物の仕様に含まれていることが適当な情報を把握

しておくことが望ましいとの考え方が示されている。ここでは、近年における処分関

連の動向も鑑みて、CSD-C の処分の成立性について評価することとした。 
 
５．６．２． 処分の技術的成立性に係る電気事業者の評価 

CSD-C は貯蔵施設での貯蔵後に処分施設に処分される。CSD-C は地層処分に供さ

れるものと考えられるが、現在処分方法の技術開発がなされている状況にあり、特定

の処分サイト及び処分概念は決まっていない。 
このため、まず処分時点で安全評価を行う際に必要な情報の充足性について、安全

委員会報告に例として記載されているデータ等（固化体の組成、内蔵放射能量、容器

の材質等、固化体の発熱量、固化体の熱伝導率等）が含まれていることを確認した結

果、これらの情報は全て含まれているとしている。 
平成 12 年 3 月に日本原子力研究開発機構（旧核燃料サイクル開発機構）及び電気

事業連合会は、我が国における TRU 廃棄物の処分概念を構築するため、高レベル放

射性廃棄物の地層処分研究開発第 2 次取りまとめを参照しつつ、TRU 廃棄物の特徴

を考慮して、現状の技術に基づく具体的な処分施設概念と地下水シナリオに対する多

重バリアシステムの性能に関する包括的な評価を行った（TRU 処分概念検討書、以

下、「第 1 次 TRU レポート」という。「第 1 次 TRU レポート」の概要を添付資料－

５「「第 1 次 TRU レポート」及び「第 2 次 TRU レポート」の概要」に示す）。その

結果、適切な地質環境条件を有する地下深部の安定な地層中に、廃棄物の特性に応じ

た適切な人工バリアを設計施工することにより処分の長期的な安全性を確保しうる

見通しが得られたとしている。 
さらに平成 17 年 9 月に日本原子力研究開発機構（旧核燃料サイクル開発機構）及

び電気事業連合会は、TRU 廃棄物処分技術検討書－第 2 次 TRU 廃棄物処分研究開発

取りまとめ－（以下、「第 2 次 TRU レポート」という。「第 2 次 TRU レポート」の

概要を添付資料－５に示す）を取りまとめた。第 2 次 TRU レポートにおいては、廃

棄体データベース、設計及び安全評価に係わる各評価検討の詳細化や精緻化等が図ら

れ、合わせて合理化や代替技術に関する検討結果を含め、当該廃棄物の処分について

の技術的成立性、合理化及び安全性の見通しについて信頼性を持って示すことができ

たと総括されている。 
第 1 次 TRU レポート（固型物収納体（ハル等）と記載）、及び第 2 次 TRU レポー

トにおいて、CSD-C は、国内で発生するハル･エンドピース圧縮体等と同様に、人工

バリア、天然バリアへの収着性が低い核種を多く含み、発熱量の比較的大きい廃棄体

である、グループ２と位置づけている。 
以上のことから、電気事業者は、CSD-C の処分に関し、技術的成立性があるもの

と考えている。 
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なお、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は、第 2 次 TRU
レポートについて、地質環境条件として既に評価された高レベル放射性廃棄物ガラス

固化体の地質環境条件が用いられており、TRU 廃棄物と高レベル放射性廃棄物ガラ

ス固化体の併置処分の安全性や相互影響の評価を行う上で、現時点の知見を反映した

適切な設定がなされていると考えるとの評価を行ったとしている。 
 

５．６．３． 処分の技術的成立性に係る仕様の妥当性に関する JNES の検討結果 
処分時点で安全評価を行う際に必要な情報の充足性について、安全委員会報告に例

として記載されているデータ等を含め、これらの情報は全て含まれていると判断でき

る。また、５．３節でも述べたように、CSD-C の仕様書内には、「ラ・アーグで用い

られている残滓の製造に関連する詳細な操業文書は、顧客により指名される組織に対

して、COGEMA（現 AREVA NC）の合意を条件に、製品の適合性を証明するために

開示できる。」とされており、必要な情報は今後とも入手できると判断できる。 
CSD-C については、第 1 次及び第 2 次 TRU レポート並びに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により、地層処分について技術的成立性があると

判断されていることから、現時点の知見では CSD-C は処分可能であると考えられる。 
なお､今後とも CSD-C を含む TRU 廃棄物のグループ２に関する研究開発動向を見

据えておくことが望まれる。 
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６． 外廃棄規則への適合性の検討 
 
６．１．前回の外廃棄規則の改正経緯 

平成 6 年 2 月 18 日、当時の科学技術庁原子力安全局は、『日本原燃㈱六ヶ所廃棄物

管理事業の開始後、電気事業者は海外からいわゆるガラス固化体を輸入の上、管理事

業者に引き渡すこととなるが、かかる場合に電気事業者等が講ずべき保安上の措置に

係る技術基準等を整備する必要があること。』との理由から、外廃棄規則を改正して

いる。これまで、AREVA NC から返還された高レベル放射性廃棄物ガラス固化体は、

改正された外廃棄規則に基づき確認が行われている。 
なお、上記規則改正の時点では、CSD-C の返還は具体化していなかったことから、

改正された外廃棄規則は、計画が具体化していた高レベル放射性廃棄物ガラス固化体

を対象にしていたものと考えられる。 
 
６．２．外廃棄規則に対する CSD-C の適合性 

CSD-C の仕様の妥当性について、安全委員会報告の記載内容を参考に、５．３節

～５．６節にて技術的観点から検討した。検討結果は以下のとおりである。 
 
（１）外廃棄規則第二条第一項第四号イ への適合性について 

「放射線障害防止のため容器に固型化したものであること」については、原子

炉等規制法下にある核燃料物質等の埋設に関する措置等に係る技術的細目を定

める告示第四条において、固型化の方法とはセメント等の固型化材料を用いて容

器に固型化することを規定している。規則の整合性の観点から、「容器に固型化」

とはガラスやセメント等の固化材を用いて固化処理することを意味していると

考えられる。 
CSD-C は従来の固型化の概念とは異なるものの、固体状の放射性廃棄物が高

圧で圧縮（200MPa）され、内側にバネの装着された堅牢な容器内に強固に固定

された廃棄物である。したがって、技術的には当該基準に適合しているものと考

える。 
 
（２）外廃棄規則第二条第一項第四号ロ への適合性について 

「種類（寸法、重量、強度及び発熱量を含む。）及び数量が当該廃棄物管理設

備において管理することができるものであること。」については、第５章にて検

討したとおり、廃棄物管理設備で管理することが可能と考える。 
 

（３）外廃棄規則第二条第一項第四号ハ への適合性について 
「放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該廃棄物管理設備において管理す

ることができるものであること。」については、第５章にて検討したとおり、廃

棄物管理設備で管理することが可能と考える。 
 
（４）外廃棄規則第二条第一項第四号ニ への適合性について 

「放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。」について

は、第５章にて検討したとおり、容器が閉じ込め性を有していることから当該基
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準に適合しているものと考える。 
 

（５）外廃棄規則第二条第一項第四号ホ への適合性について 
「著しい破損がないこと」については、返還廃棄物受入時の一般的要件として、

CSD-C にも適用できる。 
 
以上より、CSD-C については、外廃棄規則で規定する返還廃棄物に対する適合基

準に技術的には適合していると考える。しかしながら、実際に返還される CSD-C が

上記イ～ホに適合していることを確認する場合、製造後の検査等において確認できる

もの、並びに製造時の品質管理によってのみ確認できるものがあることから、製造時

の品質管理上重要なパラメータについて以下に整理した。 
 

６．３．品質管理上の重要パラメータ 

CSD-C が安全に貯蔵できることを確認するためには、表５．１に示す評価項目が

評価内容を満足していることについて確認する必要がある。それらのうち、５．４節

に記載したように、耐放射線性の評価については、特に安全余裕に係る評価に留意す

る必要があり、当該評価に関連するパラメータが AREVA NC の品質管理に依存する

ため、AREVA NC の品質管理が確実に実施されていることが重要である。特に耐放

射線性の評価に係る水素による燃焼リスクのために評価すべきパラメータである放

射性核種濃度、廃棄物組成（有機物含有量を含む）及び残留水分量は、管理量単位の

差異も勘案して品質保証により確実に管理されることが重要である。また、フィルタ

部の蓋閉止溶接に関する溶接パラメータについても、容器の閉じ込め性に直接影響す

る項目であることから、確実に管理されることが重要である。 
CSD-C の製造プロセスは図３．２に示すとおりであるが、このプロセスの中で上

記と関連する重要プロセスは廃棄物が所定の組成であることを確認する受入までの

プロセス、廃棄物に含まれる残留水分を制限する乾燥プロセス及び放射性核種濃度を

測定するプロセス等である。特に、放射線分解による水素発生を抑制する観点からは、

有機物の含有量を制限する必要があるが、有機物は CSD-C の製造プロセスにて含入

する可能性があるので、このプロセスの管理が重要である。また、放射線分解は廃棄

物の放射能濃度により決定されるが、この放射能濃度は放射能測定プロセスで決定さ

れる。水素による燃焼リスクの回避の観点からは、これらのプロセスが所定の手順に

従って操業されていることを管理することが重要となってくる。さらに、フィルタ部

の蓋閉止溶接に関するプロセスについても、閉じ込め性の観点から、重要なプロセス

である。 
 



 

 49

 
上記のことから、品質管理上の重要なパラメータ及び管理すべきプロセスとして、

下表のとおりにまとめた。これら、品質管理上の重要なパラメータ及び管理すべきプ

ロセスの管理については、電気事業者の品質マネジメントシステムに反映することが

重要と考えられることから、次に、品質マネジメントシステムについて検討を行った。 
 

品質管理上の重要なパラメータ及び管理すべきプロセス 
 

考慮すべき評価項目 
品質管理上の重要なパラメータ 
（評価すべきパラメータ） 

管理すべきプロセス 

放射性核種濃度 放射能測定プロセス 
廃棄物組成（有機物含有量を含む） 受入までのプロセス 耐放射線性 

放射線分解ガス

濃度 
残留水分量 乾燥プロセス 

閉じ込め性 容器閉じ込め性* 溶接プロセス 
 *：フィルタ部の蓋閉止溶接の溶接パラメータ 
 
６．４．品質マネジメントシステムに係る検討 

 
６．４．１． 電気事業者の品質マネジメントシステム 
返還廃棄物の貯蔵の安全性が、固化体、容器及び貯蔵施設の組合せによる閉じ込め

性によって確保されるものであるとの考えの下、評価を行った結果、CSD-C の仕様

の妥当性が確認されたとしている。 
また、電気事業者は、日本原子力学会標準「返還廃棄物の確認に関する基本的考え

方」に則り、返還廃棄物の確認に係る品質マネジメントシステムを確立し、品質マネ

ジメントシステム文書体系の下で、以下の事項を確実に行う計画であるとしている。 
ａ）返還廃棄物の仕様の妥当性 
ｂ）返還廃棄物製造者の製造管理計画の妥当性、及び計画に基づく実施 
ｃ）返還廃棄物製造者の品質保証計画の妥当性、及び計画に基づく実施 

 
なお、これらの品質保証活動のうち海外で実施するものは、電気事業者の一元責任

下で、海外の第三者機関に委託して実施することができるとしており、電気事業者の

品質マネジメントシステムに基づき、第三者機関に対する要求事項を明確にし、役務

が要求事項に適合することを確実にすることとしている。 
 
５．３節でも記載したように、CSD-C の製造に関する詳細情報は AREVA NC の合

意のもとに、電気事業者が指名する組織に対して製品の適合性を説明するために開示

されることになっている。従って、具体的には電気事業者は第三者機関であるビュー

ロ・ベリタス社に対して、要求事項（AREVA NC の品質管理及び品質保証措置の評

価、AREVA NC の品質管理及び品質保証措置の履行状況の確認）を明確にし、AREVA 
NC による返還廃棄物の仕様、製造管理及び品質保証が適切に行われることを確実に

確認するとしている。 
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６．４．２． JNES の検討結果 
安全委員会報告第 4 章のその他の留意事項に、「返還廃棄物は海外再処理に伴って

発生し、固化されるため、特に、品質保証、品質管理についての検討を行うとともに、

廃棄物に係る諸データは基本的には海外再処理実施国にあることから関係機関の間

で十分に情報交換を行うことが重要である。」と記載されている。 
また、CSD-C も安全委員会報告に記載されているとおり、AREVA NC の技術開発

の下で設計され、AREVA NC の品質保証、品質管理の下で製造されるものであり、

CSD-C に係る諸データ（仕様及び製造に係る技術データ）は、基本的に全てが AREVA 
NC により管理・所有されており、電気事業者は AREVA NC を直接管理・監査する

ことはできない状況にある。 
 
このため、電気事業者は、CSD-C が要求事項に合致していることを確実に確認す

るために、品質マネジメントシステムに基づき第三者機関であるビューロ・ベリタス

社に委託して、CSD-C の仕様、製造計画、品質保証計画に係る詳細データの開示を

受けさせ、CSD-C の仕様、製造管理及び品質保証が適切であることを確実に確認す

る計画であり、品質保証活動の考え方としては妥当である。 
 
JNES は、CSD-C の製造プロセス及び AREVA NC の放射能測定プロセス、更に蓋

閉止溶接の可能性について現地調査するとともに、ビューロ･ベリタス社の AREVA 
NC に対する監査状況に関する現地調査も行った。その結果、現在まで円滑に受入れ

が行われている高レベル放射性廃棄物ガラス固化体に対する方法と同様であること

を確認できたことから、電気事業者が品質マネジメントシステムに基づき管理するこ

との実効性について、見通しを得たと考えている。 
しかしながら、CSD-C を安全に受入れるためには、６．３節で述べたように、CSD-C

固有の品質管理上の重要パラメータ等があることから、これらパラメータ自体が妥当

であることは勿論のこと、AREVA NC による製造管理計画や品質保証計画が妥当で

あり計画どおり実施されていることについて、電気事業者が行う品質マネジメントシ

ステムにより確実に確認することの重要性が一層増していると考える。 
 

したがって、CSD-C に関する安全規制を確実に実施するに当たっては、上記重要

パラメータを中心として、電気事業者の行う品質マネジメントシステムが確実に実施

されている事を国も確認することが重要であると考える。また、安全委員会報告にも

記載されているとおり、関係機関の間で十分に情報交換を行うことも重要であると考

える。 
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７． まとめ 
 
返還が計画されている CSD-C について、外廃棄規則に対する適合性を技術的観点

から検討した結果、当該 CSD-C は、外廃棄規則で規定する返還廃棄物に対する適合

基準に技術的には適合していると考える。 
ただし、受入に係る安全規制を確実に実施するに当たっては、電気事業者の行う品

質マネジメントシステムが確実に実施されている事を国も確認することが重要であ

る。 
また、外廃棄規則第二条第一項第四号イ「放射線障害防止のため容器に固型化した

ものであること」については、従来の廃棄体とは固型化の概念が異なるものの、技術

的には当該基準に適合しているものと考える。 
 
今後は、CSD-C の受入れに当たり、貯蔵施設における具体的な貯蔵方法や仕様を

踏まえ、特に６．３．２項で示した品質管理上の重要なパラメータに対する具体的な

受入れ管理基準を評価するとともに、個々の CSD-C が受入れ管理基準を満足してい

ることに対する具体的な確認方法について検討するものとする。 
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軽水炉燃料からの 
 
 

固型物収納体（CSD-C）の仕様の概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料－１ 
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1． 保証パラメータ 
 注：全ての値は CSD-C1 体についての値である。 
 
1.1  放射線特性 
 
1.1.1 製造時 
 
1.1.1.1 ベータ放射能 
 

以下の放射能値を超えないものとする： 
 
－ セシウム 137 65 TBq （1､757 Ci） 
－ ストロンチウム 90 + イットリウム 90 115 TBq （3､108 Ci） 
－ プルトニウム 241 75 TBq （2､030 Ci） 

 
1.1.1.2 アルファ放射能 
 

以下の放射能値を超えないものとする： 
 
－ プルトニウム 3.3 TBq （90 Ci） 
－ キュリウム 244 2.0 TBq （55 Ci） 
－ 半減期 50 年以上のアルファ放出体 4.2 TBq （115 Ci） 

 
1.1.2 搬出時 
 
1.1.2.1 表面ガンマ線量率 
 

以下のガンマ線量率を超えないものとする： 
 

－ 150 Gy／時間 （15､000 Rad／時間） 
 
1.1.2.2 表面汚染 
 

以下の表面の非固定性汚染を超えないものとする： 
 
－ ベータ／ガンマ放出体 40､000 Bq／m2 
－ アルファ放出体 4､000 Bq／m2 

 
1.1.2.3 熱量 
 

残留熱量が 90W を超えないものとする。 
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1.2 その他の特性 
 

CSD-C 容器には、2 つの蓋が取り付けられる。第 1 の蓋は溶接場へ移動する間、廃棄

物を閉じ込めるためのものであり、第 2 の蓋は溶接された後に容器を閉じるためのもの

である。 
 
各蓋は通気性フィルタを備えている。 
 
CSD-C の寸法特性は、ガラス固化残滓と同様な取扱い及び積み重ねができることとし

ている。 
 

主な特性は以下の通りである： 
 
－ 円柱の最大直径： 440 mm 
－ 円柱の最大高さ： 1,345 mm 
－ 最大重量      ： 850 kg 
 
容器は、ディスクの充填、溶接、中間貯蔵の各段階に適した特性を持つ機械的包装材

として設計されている。容器は、安全に取扱えるよう設計されている。 
 
 
2． データ・シート 

 
品質保証計画（QAP）に記載されているデータ・シート一式を含む品質ファイルは、各

残滓と伴に提供される。各残滓は ID 番号及び製造日で識別されている。このファイル

には、保証パラメータ値及び以下に示す追加パラメータが記載される。 
 
製造時における残滓の放射能特性： 
－ アルファ放射体の放射能 
－ ウラン及びプルトニウムの質量 
－ ベータ放射体の放射能 

 
     搬出時における残滓の放射能特性： 

－ 直接ガンマ線量率 
－ 表面の非固定性汚染 
－ 熱量 

     残滓の非放射能特性： 
－ 重量及び寸法特性 
－ 蓋溶接パラメータとの適合性 

     ディスクの非放射能特性： 
－ 残留湿分 
－ 圧縮力 
－ 高さ、重量及び密度 
－ 雑固体廃棄物材料の性質及び量 
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3． 残滓の品質 
 
廃棄物製造においては、ラ・アーグ・サイトの品質プログラムに従い文書化された品質

保証及び品質管理規則が適用される。 
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                               添付資料－２ 
 
      安全委員会報告の要求事項の CSD-C への適用性検討結果 
 
 安全委員会報告の CSD-C に対する適用性検討結果に関する詳細は以下である。 
 

安全委員会報告 CSD-C への適用性 
1.1 節 返還廃棄物の内容 
 

(1)高レベル放射性廃棄物 
分離工程の抽出第 1 ｻｲｸﾙからの抽出残液を主体とする

高放射性廃液は、蒸発濃縮された後、ﾎｳｹｲ酸ｶﾞﾗｽに固化

処理して安定化することが予定されている。 
(2)被覆材剪断片等  
剪断処理工程から出てくる使用済燃料集合体のｴﾝﾄﾞﾋﾟ

ｰｽ及び溶解工程から出てくる被覆材剪断片(ﾊﾙ)は、ｾﾒﾝﾄ

による固化処理等が予定されている。 
(3)高レベル放射性廃液を除く廃液処理廃棄物  
酸及び溶媒の回収工程から発生する廃液等は、ｾﾒﾝﾄ､ｱ

ｽﾌｧﾙﾄ等により固化することが予定されている。 
(4)雑廃棄物 

その他、再処理工場の保守・補修に伴って発生する雑

固体廃棄物(廃機材、紙、衣類等)は、ｾﾒﾝﾄ､ｱｽﾌｧﾙﾄ等によ

る固化処理等が予定されている。 

 
本節は、返還される予定の再処

理施設からの廃棄物の内容を記載

したものである。放射性廃棄物と

しては、CSD-C に取り込まれる予

定のﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ、雑廃棄物も含ま

れている。 
ただし、ﾊﾙ､ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ、雑廃棄物

は、ｾﾒﾝﾄ､ｱｽﾌｧﾙﾄ等による固化が想

定されていたが、CSD-C に形態が

変更されたものである。 
CSD-C が安全委員会報告の後節

に記載されている貯蔵の安全性に

必要な要件を満足していれば問題

ではない。 

1.2 節 返還廃棄物に仕様の検討に係る基本的考え方 
 
返還廃棄物に対する仕様の検討は、本来的には廃棄物そ

のものの仕様を対象とするものであるが、我が国において

当該仕様の返還廃棄物が安全に受け入れられるか否かにつ

いて判断するためには、廃棄物自体の特性を評価すること

はもとより、当該廃棄物を貯蔵する貯蔵施設との関係にお

いて、当該廃棄物が安全に貯蔵しうるものであるかについ

ても検討を行っておくことが必要である。 
 また、返還廃棄物は、将来、その形態を大きく変える

ことなく処分されることが現実的であるとみられるが、具

体的処分方法については現在研究開発の段階にあり、また、

実際の処分実施までには時間的余裕もあるため、現時点で

 
 
これは、廃棄体の仕様の検討に

おける一般的な基本方針を広く述

べたものであり、廃棄体に依存す

るものでない。 
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安全委員会報告 CSD-C への適用性 
は、処分の安全性を評価する際に必要と考えられる情報を

出来る限り把握するよう努めることが望ましい。その際、

再処理によって発生する廃棄物の中には TRU 廃棄物も含

まれること等の特徴があり、その点での配慮が必要である。 
 

第 2 章 返還廃棄物の貯蔵について 
 
返還廃棄物の貯蔵の安全性は、固化体、容器及び貯蔵施

設の組合せによる閉じ込め性によって確保されるものであ

る。 
 このため、返還廃棄物の貯蔵の安全性を検討するに当た

っては、まず第一に、返還廃棄物が安全に貯蔵されるに適

した性状であることを評価することが必要である。その上

で、その仕様と貯蔵施設との組合せで予備的な安全評価を

実施して、当該仕様の返還廃棄物が安全に貯蔵しうるかど

うかを評価することとなる。しかしながら、返還廃棄物の

仕様を検討する時には貯蔵施設の詳細が明らかでないこと

も考えられる。この場合には、再処理施設安全審査指針の

中における廃棄物の貯蔵に関する基本的考え方を踏まえて

当該仕様の返還廃棄物を安全に貯蔵する貯蔵施設を設計し

うることを確認するものとする。その際、貯蔵施設に関す

る評価ﾊﾟﾗﾒｰﾀについては、現状の技術の中で対応できると

考えられる幅の中で評価を実施し、その評価結果に問題が

なければ、当該仕様の返還廃棄物は安全に貯蔵しうると判

断される。 
 
 

 
 
貯蔵施設の安全確保の一般的な

基本方針であり、廃棄体によらず

共通のものである。 
また、安全委員会報告が作成さ

れた時には、返還廃棄物貯蔵施設

が存在していなかったが、現時点

では、返還廃棄物のうち、仏国か

らの高ﾚﾍﾞﾙ放射能ｶﾞﾗｽ固化体は、

六ヶ所村にある高ﾚﾍﾞﾙ放射性廃棄

物貯蔵管理ｾﾝﾀｰにおいて、安全に

貯蔵されている。 
本報告書では、この実績を考慮

して検討を行うことが効率的であ

る。 
 

2.1 節 返還廃棄物の仕様の評価 
 
返還廃棄物が安全に貯蔵されるのに適した性状であるこ

とを評価するため、まず、返還廃棄物が安定な固化体であ

り、その容器が十分な耐食性を有するものであること等を

当該廃棄物の態様に応じて評価するとともに、返還廃棄物

の仕様に平常時及び異常時の安全性の評価に必要な情報が

含まれており、当該情報が妥当なものであることを評価す

る必要がある。 
貯蔵の観点からの評価項目としては、返還廃棄物の発生

 
 
本節は、返還廃棄物の処理方法

によらず、仕様の評価における留

意点について記載されたものであ

り、CSD-C についても適用できる

ものであると同時に、本節で記載

された評価項目に基づき、CSD-C
の仕様の評価を行うものとする。 
ただし、安全委員会報告では返
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安全委員会報告 CSD-C への適用性 
の起源・態様・処理工程等の他、内蔵放射能量、固化媒体

等の化学的組成、容器の材質、形状、寸法等の基本量に係

るものが考えられる。 
熱解析を必要とするものについては、発熱量、熱伝導率、

比熱、容器の表面輻射率等が、被ばく解析に係るものとし

ては、内蔵放射能量、容器の材質、形状、寸法に加えて、

廃棄物の重量、容器の表面線量率や表面汚染密度、等が考

えられる。 
これらの評価項目のうち、仕様で保証されていない項目

については、これに代替できる情報により評価できること

が必要である。 
 

還廃棄物に対して、「安定な固化

体」であることを要求している。

ｾﾒﾝﾄ固化体から CSD-C に変更さ

れたことに関し、「安定な固化体」

という要求については、留意する

必要がある。 
 

2.2 節 貯蔵施設に要求される基本的要件 
 
 （略） 

 
 

 
 
本節は、廃棄体に対する要求で

はなく、貯蔵施設に対する要求で

ある。 
六ヶ所村に建設された高ﾚﾍﾞﾙ放

射性廃棄物管理ｾﾝﾀｰは、この基本

的要件に基づくものである。 
従って、本報告書では、この貯

蔵施設での実績を念頭に評価を行

うこととする。 
 

2.3 節 安全性評価 
 
返還廃棄物を貯蔵施設で安全に貯蔵しうるこを確認する

ためには、平常時及び異常時の安全性を評価する必要があ

る。 
 平常時の安全性については、放射線の遮蔽、発熱性廃棄

物の冷却等が適切に行われることを評価するとともに、容

器内の固化体に含まれる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はく離を検

討し、その環境中への移行の可能性を評価することが必要

と考えられる。 
 異常時の安全性については、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

 
 
提示された仕様を有する廃棄体

の貯蔵時の安全性評価における基

本的考え方を記載したものであ

り、これは CSD-C にも適用可能な

ものである。 
高ﾚﾍﾞﾙ放射性廃棄物ｶﾞﾗｽ固化体

が貯蔵施設において安全に貯蔵さ

れている実績を考慮し、過去のよ

うな予備的な安全評価を実施せ

ず、CSD-C と高ﾚﾍﾞﾙ放射性廃棄物

ｶﾞﾗｽ固化体の仕様の違いによる評
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安全委員会報告 CSD-C への適用性 
出する可能性のある事象を想定し、その発生の可能性との

関連において、安全性の評価を行う。想定すべき事象とし

ては廃棄物の取扱いに伴う破損、廃棄物の密閉性の劣化等

が考えられる。上記事象の解析に際しては技術的に妥当な

解析ﾓﾃﾞﾙ及びﾊﾟﾗﾒｰﾀを採用し、かつ、その安全性を評価す

るに当たっては、一般公衆に対して著しい放射線被ばくを

与えないことを判断の基準とする。 

価を行うこととする。 

 
第 3 章 返還廃棄物の処分について 
  
再処理に伴って発生する廃棄物の処分については、その

特性を考慮して今後具体的方法が決められることになって

いる。 
高ﾚﾍﾞﾙ放射性廃棄物の地層処分については、現在、各国

において諸研究が進められており、今後の技術開発の進展

に伴ってより適切な処分方法を採りうるものと思われる。 
また、TRU 廃棄物については、一般に放射能ﾚﾍﾞﾙが低く、

発熱量も少ないが、長半減期のｱﾙﾌｧ放射性核種を含み、性

状も多様で、種類も多いことから、具体的な処分方法は今

後検討され、適切な処分方法が決められることとなってい

る。 
これら高ﾚﾍﾞﾙ放射性廃棄物等の処分の基本方針は、原子

力委員会において策定された「放射性廃棄物処理処分方策

について」(昭和 59 年 8 月及び昭和 60 年 10 月)の中に示

されており、処分の安全評価指針、基準に関する安全研究

は、原子力安全委員会においてとりまとめられた「高ﾚﾍﾞﾙ

放射性廃棄物等安全研究年次計画」及び「低ﾚﾍﾞﾙ放射性廃

棄物安全研究年次計画」(昭和 60 年 8 月)に従って計画的に

推進されている。 
また、低ﾚﾍﾞﾙ放射性廃棄物の処分の安全規制については

原子力安全委員会において策定された「低ﾚﾍﾞﾙ放射性固体

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)を踏まえて行われることとなる。 
したがって、返還廃棄物の処分についてもこうした両委

員会の方針に沿って検討されることが望ましい。 
返還廃棄物の仕様を処分の観点から検討するに当たって

は、廃棄物の処分の安全性が、固化体、容器等の人工ﾊﾞﾘｱ

 
 
 
処分時の安全評価に必要な情報

について説明したものであり、本

概念は CSD-C にも適用される概

念である。 
従って、本報告書では CSD-C の

処分のために必要と考えられるﾃﾞ

ｰﾀが充足していることについて評

価をおこなう。 
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安全委員会報告 CSD-C への適用性 
と地層等の天然ﾊﾞﾘｱとの組み合わせによる多重ﾊﾞﾘｱによっ

て確保されるものであることを踏まえ、処分時点で安全評

価を行う際に必要な情報のうち、返還廃棄物の仕様に含ま

れていることが適当な情報を把握しておくことが望まし

い。そのような情報としては、例えば、固化体の組成、内

蔵放射能量、容器の材質等の他、発熱性の廃棄物について

はさらに、固化体の発熱量、熱伝導率等が挙げられる。 
 

第 4 章 その他の留意事項 
 
廃棄物の貯蔵については、諸外国の状況も含め、必要な

技術的なﾃﾞｰﾀを幅広く蓄積、整理しておくとともに、その

安全性の解析方法についても十分検討し、整理しておくこ

とが重要である。 
処分については、現在、我が国において処分実施へ向け

ての研究開発及びそれに対応した安全評価、指針・基準等

に係る安全研究が進められているが、これらの研究の実施

に当たっては、返還廃棄物も念頭におきつつ総合的に進め

ることが必要である。 
また、仕様の検討の他、貯蔵施設の安全審査及び返還時

の受け入れに係る安全規制体制を適時整備して行く必要が

ある。 
返還廃棄物は海外再処理に伴って発生し、固化されるた

め、特に、品質保証、品質管理についての検討を行うとと

もに、廃棄物等に係る諸ﾃﾞｰﾀは基本的には海外再処理実施

国にあることから関係機関の間で十分に情報交換を行うこ

とが重要である。 

 
 
 
返還廃棄物に対する一般的な留

意事項が記載されたものであり、

CSD-C にも適用される概念であ

る。 
 特に、CSD-C については、品質

保証、品質管理が確実に実施され

ていることを確認することが重要

となる。 
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           CSD-C の貯蔵における安全性を検討するための評価項目              添付資料－３ 
  
 ５．1 節で選定された考慮すべき評価項目と安全委員会報告との対応関係は以下である。 

 

安全委員会報告の記載内容 安全委員会報告に基づき 
考 慮 す べ き 評 価 項 目 備考 

◆廃棄物自体の特性 
 

返還廃棄物が安定な固化体であり，その容器が十分な耐

食性を有するものであること等を当該廃棄物の態様に

応じて評価するとともに，返還廃棄物の仕様に平常時及

び異常時の安全性の評価に必要な情報が含まれており，

当該情報が妥当なものであることを評価する必要があ

る。 

◆廃棄体自体の安定性の評

価 
・耐放射線性 
・容器の耐食性 
・熱的安定性 

 

◆貯蔵の観点からの評価

項目 
 

貯蔵の観点からの評価項目としては，返還廃棄物の発生

の起源・態様・処理工程等の他，内蔵放射能量，固化媒

体等の化学的組成，容器の材質，形状，寸法等の基本量

に係るものが考えられる。 

2.2項の評価において考慮さ

れる。 
 

◆熱解析を必要とするも

の 
 

2.1 返還廃

棄物の仕様

の評価 

◆被ばく解析に係わるも

の 

熱解析を必要とするものについては，発熱量，熱伝導率，

比熱，容器の表面輻射率等が，被ばく解析に係るものと

しては，内蔵放射能量，容器の材質，形状，寸法に加え

て，廃棄物の重量，容器の表面線量率や表面汚染密度等

が考えられる。 

2.2項の評価において考慮さ

れる。 
 

◆基本的立地条件 貯蔵施設の立地地点及びその周辺においては，自然環境

及び社会環境上大きな事故の誘因となる事象が起こる

とは考えられないこと。また，万一事故が発生した場合

において，その影響を拡大するような事象も少ないこ

と。 

－ 立地条件に関する要件

である。 
2.2 貯蔵施

設に要求さ

れる基本的

要件 

◆平常時条件 平常時において貯蔵施設からの直接ｶﾞﾝﾏ線，ｽｶｲｼｬｲﾝｶﾞ

ﾝﾏ線等による一般公衆の被ばく線量が法令で定める線

量限度を超えないことはもとより合理的に達成できる

限り低いものであること。 

◆放射線遮へい  
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安全委員会報告の記載内容 安全委員会報告に基づき 
考 慮 す べ き 評 価 項 目 備考 

◆異常時条件 貯蔵施設において放射性物質を外部に放出する可能性

のある廃棄物の取扱に伴う破損等の事象を想定し，その

発生の可能性との関連において評価を行った場合に，一

般公衆に対して著しい放射線被ばくを及ぼさないこと。 

◆廃棄体の落下 
◆冷却機能の低下 

 

◆閉じ込め機能 貯蔵施設は，必要に応じて放射性物質を限定された区域

に閉じ込める十分な機能を有すること。 
◆閉じ込め機能  

◆放射線遮へい 貯蔵施設からの直接ｶﾞﾝﾏ線及びｽｶｲｼｬｲﾝｶﾞﾝﾏ線による一

般公衆の被ばく線量が十分に低くなるように施設に適

切な遮へいを設けること。また，従事者の作業条件を考

慮して，十分な遮蔽がなされること。 

◆放射線遮へい  

◆放射線被ばく管理 貯蔵施設においては，適切な放射線測定器を設置するな

ど従事者等の放射線被ばくを十分に監視し，管理するた

めの対策が講じられること。 

－ 貯蔵施設の被ばく管理

に関する要件である。 

◆放射性物質の放出に対

する考慮 
貯蔵施設においては，必要に応じて放出される放射性物

質の濃度及び量を合理的に達成できる限り低くできる

ようになっていること。 

◆閉じ込め機能  

◆放射線監視 貯蔵施設においては，放射性物質の放出の可能性に応じ

て，放射性物質の放出が想定される経路に放射性物質の

濃度等を適切に監視するための対策が講じられること。

また，同時に，周辺環境における放射線量率，放射性物

質の濃度等を適切に監視するための対策が講じられる

こと。 

－ 貯蔵施設の放射線監視

に関する要件である。 

◆定置方法等に対する考

慮 
貯蔵にあたっては，廃棄物の性状(耐荷重等)を考慮し適

切な定置方法により貯蔵すること。また，貯蔵施設にあ

ってはその貯蔵方法を考慮した上で十分な貯蔵容量を

有すること。 

◆定置方法等に対する考慮  

 

◆冷却機能 発熱による固化体等の性能劣化を防止する必要がある

場合には，適切な冷却機能を有すること。 
◆冷却機能  
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安全委員会報告の記載内容 安全委員会報告に基づき 
考 慮 す べ き 評 価 項 目 備考 

◆地震に対する考慮 貯蔵施設は，地震により発生する可能性のある放射線に

よる周辺環境への影響の観点から，必要に応じて耐震設

計上の配慮を行うとともに，立地地点及びその周辺にお

ける自然環境をもとに， も適切と考えられる設計とす

ること。 

－ 地震に対する要件であ

る。 

◆地震以外の自然現象に

対する考慮 
貯蔵施設は，立地地点及びその周辺において予想される

自然現象(地滑り，陥没，津波，洪水等)を考慮した設計

であること。 

－ 自然現象に対する要件

である。 

◆火災等に対する考慮 火災等のおそれのある貯蔵施設については，その発生を

防止し，かつ万一発生した場合には，その拡大を防止す

るとともに施設外への放射性物質の放出が過大となら

ないための適切な対策が講じられる設計であること。 

－ 火災に対する要件であ

る。 

◆事故時に対する考慮 貯蔵施設は，事故に対応した警報，通信連絡等のための

適切な対策が講じられる設計であること。 
－ 事故時対応に対する要

件である。 
◆準拠規格及び基準 貯蔵施設の設計，工事及び検査は，適切と認められる規

格及び基準によるものであること。 
－ 規格･基準に対する要件

である。 

 

◆検査，修理等に対する

考慮 
貯蔵施設における安全上重要な施設は，必要に応じて，

適切な方法により検査，試験，保守及び修理ができるよ

うになっていること。 

－ 検査･修理等に対する要

件である。 

2.3 安全性

の評価 
◆平常時の安全性の評価 

 
平常時の安全性については，放射線の遮蔽，発熱性廃棄

物の冷却等が適切に行われることを評価するとともに，

容器内の固化体に含まれる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

剥離を検討し，その環境中への移行の可能性を評価する

ことが必要と考えられる。 

◆放射線遮へい 
◆冷却機能 
◆冷却空気の放射化 
◆閉じ込め機能 
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安全委員会報告の記載内容 安全委員会報告に基づき 
考 慮 す べ き 評 価 項 目 備考 

 ◆異常時の安全性の評価 
 

異常時の安全性については，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

性との関連において，安全性の評価を行う。想定すべき

事象としては廃棄物の取扱いに伴う破損，廃棄物の密閉

性の劣化等が考えられる。上記事象の解析に際しては技

術的に妥当な解析モデル及びﾊﾟﾗﾒｰﾀを採用し，かつ，そ

の安全性を評価するに当たっては，一般公衆に対して著

しい放射線被ばくを与えないことを判断の基準とする。 

◆冷却機能の低下 
◆廃棄体の落下 
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添付資料－４ 
再処理施設安全審査指針を参考にした安全性の検討 

安全委員会報告 再処理施設安全審査指針 電気事業者評価の妥当性 
(1) 基本的立地条件 指針 1. 基本的立地条件 CSD-C 仕様と直接的には関係

がない。 
(2) 平常時条件 
 平常時において貯蔵施設から

の直接ｶﾞﾝﾏ線、ｽｶｲｼｬｲﾝｶﾞﾝﾏ線等

による一般公衆の被ばく線量が

法令で定める線量限度を超えな

いことはもとより合理的に達成

できる限り低いものであること。 

指針 2. 平常時の線量評価 
 平常時における再処理施設か

ら環境への放射性物質の放出等

に伴う一般公衆の線量が、法令に

定める線量限度を超えないこと

はもとより、合理的に達成できる

限り低いことを設計及び運転の

基本方針並びに立地条件との関

連において評価すること。 

CSD-C は閉じ込め性能を有し

ていること、及び放射能ﾚﾍﾞﾙが高

ﾚﾍﾞﾙ放射性廃棄物ｶﾞﾗｽ固化体と

比較して低いことから貯蔵施設

の設計は可能である。 
また、Pu 含有量が高ﾚﾍﾞﾙ放射性

廃棄物ｶﾞﾗｽ固化体よりも若干多

いが、全 α 放射能量としては低

いため、安全に貯蔵できる。 

(3) 異常時条件 
 貯蔵施設において放射性物質

を外部に放出する可能性のある

廃棄物の取扱に伴う破損等の事

象を想定し、その発生の可能性と

の関連において評価を行った場

合に、一般公衆に対して著しい放

射線被ばくを及ぼさないこと。 

指針 3. 安全評価 
 再処理施設の安全性の判断に

当たり、施設の設計の基本方針に

多重防護の考え方が適切に採用

されていることを確認するため

に設計基準事象を選定し評価す

るほか、一般公衆との離隔距離の

妥当性を判断するために立地評

価事故を想定し評価すること。 

電気事業者は CSD-C の取扱い

中の落下事故を想定した健全性

確証試験を実施しており、閉じ込

め性能が確保されることを確認

しているので、異常時の安全も確

保できる貯蔵施設の設計が可能

である。 

(4) 閉じ込め機能 
 貯蔵施設は、必要に応じて放

射性物質を限定された区域に閉

じ込める十分な機能を有するこ

と。 
 

指針 4. 閉じ込めの機能  
 再処理施設は、以下の対策を

講ずることにより、放射性物質を

限定された区域に閉じ込める機

能を有する設計であること。（略） 

CSD-C は閉じ込め性を有する

ので、直接的には関係がない。 

(5) 放射線遮蔽 
 貯蔵施設からの直接ｶﾞﾝﾏ線及

びｽｶｲｼｬｲﾝｶﾞﾝﾏ線による一般公衆

の被ばく線量が十分に低くなる

ように施設に適切な遮蔽を設け

ること。また、従事者の作業条件

を考慮して、十分な遮蔽がなされ

ること。 
 

指針 5. 放射線遮蔽 
1. 再処理施設からの直接ｶﾞﾝﾏ

線及びｽｶｲｼｬｲﾝｶﾞﾝﾏ線による一般

公衆の線量が十分に低くなるよ

うに、再処理施設に適切な遮蔽を

設けること。 
2. 放射線業務従事者が立ち入

る場所については、遮蔽設計の基

準となる線量率を施設内の区分

に応じ適切に定めること。（略） 

CSD-C の放射能ﾚﾍﾞﾙは高ﾚﾍﾞﾙ

放射性廃棄物ｶﾞﾗｽ固化体よりも

十分低いので、貯蔵施設側で十分

な遮へい設計が可能である。 

(6) 放射線被ばく管理 
 貯蔵施設においては、適切な

放射線測定器を設置するなど従

事者等の放射線被ばくを十分に

監視し、管理するための対策が講

じられること。 
 

指針 6. 放射線被ばく管理 
1. 作業環境における放射線被

ばく管理 
(1) 放射線業務従事者の作業

環境を監視、管理するため、線量

率、空気中の放射性物質濃度等の

監視系統及び測定機器並びに線

量率の異常な上昇に対する警報

系統を設けること。(略） 

CSD-C 仕様と直接的には関係

がない。放射性廃棄物を取り扱う

設備には、具備しておくべきもの

である。 
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安全委員会報告 再処理施設安全審査指針 電気事業者評価の妥当性 
(7) 放射性物質の放出に対す

る考慮 
  貯蔵施設においては、必要

に応じて放出される放射性物質

の濃度及び量を合理的に達成で

きる限り低くできるようになっ

ていること。 

指針 7. 放射性廃棄物の放出管

理 
(略） 
 

同上 

(8) 放射線監視  指針 9. 放射線監視 
 

CSD-C 仕様と直接的には関係

がない。放射性廃棄物を取り扱う

設備には、具備しておくべきもの

である。 
(9) 定置方法等に対する考慮 
  貯蔵にあたっては、廃棄物

の性状(耐荷重等)を考慮し適切な

定置方法により貯蔵すること。ま

た、貯蔵施設にあってはその貯蔵

方法を考慮した上で十分な貯蔵

容量を有すること。 
(10) 冷却機能 
  発熱による固化体等の性能

劣化を防止する必要がある場合

には、適切な冷却機能を有するこ

と。 

指針 8. 貯蔵等に対する考慮 
 再処理施設における使用済燃

料の貯蔵、製品貯蔵、放射性廃棄

物の保管廃棄等の放射性物質の

貯蔵等は、適切な貯蔵容量及び冷

却の機能を有するとともに一般

公衆の線量が十分に低くなるよ

うに、適切な遮蔽等の機能を有す

る施設で行う設計であること。 
 

CSD-C の放射能ﾚﾍﾞﾙは高ﾚﾍﾞﾙ

放射性廃棄物ｶﾞﾗｽ固化体よりも

十分低いので、貯蔵施設の設計が

可能である。 
 

(11) 地震に対する考慮 
  貯蔵施設は、地震により発

生する可能性のある放射線によ

る周辺環境への影響の観点から、

必要に応じて耐震設計上の配慮

を行うとともに、立地地点及びそ

の周辺における自然環境をもと

に、 も適切と考えられる設計と

すること。 

指針 13. 地震に対する考慮 
 再処理施設は、想定されるい

かなる地震力に対してもこれが

大きな事故の誘因とならないよ

う十分な耐震性を有しているこ

と。（略） 
 

CSD-C 仕様と直接的には関係

がない。 
 

(12) 地震以外の自然現象に対

する考慮 
  貯蔵施設は、立地地点及び

その周辺において予想される自

然現象(地滑り、陥没、津波、洪水

等)を考慮した設計であること。 
 

指針 14. 地震以外の自然現象

に対する考慮 
1. 再処理施設における安全上

重要な施設は、再処理施設の立地

地点及びその周辺における自然

環境をもとに津波、地すべり、陥

没、台風、高潮、洪水、異常寒波、

豪雪等のうち予想されるものを

設計基礎とすること。(略） 

CSD-C 仕様と直接的には関係

がない。 

(13) 火災等に対する考慮 
  火災等のおそれのある貯蔵

施設については、その発生を防止

し、かつ万一発生した場合には、

その拡大を防止するとともに施

設外への放射性物質の放出が過

大とならないための適切な対策

が講じられる設計であること。 

指針 15. 火災・爆発に対する

考慮 
(略） 
 

CSD-C 内の水素蓄積量を燃焼

が生じない低い量に制限してい

るので、燃焼ﾘｽｸ等はない。また、

ｼﾞﾙｶﾛｲの微粉の発火温度（500℃
以上）よりも十分低い温度に管理

できる。 
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安全委員会報告 再処理施設安全審査指針 電気事業者評価の妥当性 
(14) 事故時に対する考慮 
 

指針 18. 事故時に対する考慮 CSD-C 仕様と直接的には関係

がない。 
(15) 準拠規格及び基準 
 

指針 20. 準拠規格及び基準 
 

CSD-C 仕様と直接的には関係

がない。 
(16) 検査、修理等に対する考

慮 
指針 21. 検査、修理等に対す

る考慮 
CSD-C 仕様と直接的には関係

がない。 
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添付資料－５ 

 

「第 1 次 TRU レポート」及び「第 2 次 TRU レポート」の概要 

 

(1)第 1 次 TRU レポートの概要 

第 1 次 TRU レポートは TRU 廃棄物処分概念の見通し、すなわち、処分の

具体的な方法とその安全性の見通しに関する知見を取りまとめることにより、

国の総合的な TRU 廃棄物処分方策の策定及び今後本格化する核燃料サイク

ル事業の円滑な推進に資することを目的として、平成 12 年 3 月に、日本原

子力研究開発機構（旧核燃料サイクル開発機構）と電気事業連合会がとりま

とめた。同書において、我が国における TRU 廃棄物の処分概念を構築する

ため、高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発第 2 次とりまとめを参照し

つつ、TRU 廃棄物の特徴を考慮して、現状の技術に基づく具体的な処分施設

概念と地下水シナリオに対する多重バリアシステムの性能に関する包括的な

評価・検討を行った。 

その結果、適切な地質環境条件を有する地下深部の安定な地層中に、廃棄

物の特性に応じた適切な人工バリアを設計・施工することにより処分の長期

的な安全性を確保し得る見通しが得られた。 

今後は、処分技術の合理化、詳細化並びに安全評価の信頼性の一層の向上

を目指した処理処分技術の開発を進める一方、処分の実施体制、費用確保等

の検討や安全規制の整備等を着実に進め、将来的には高レベル放射性廃棄物

の地層処分を考慮して、合理的な対応を図っていくことが肝要である、と結

論付けている。 

なお、同書においては返還廃棄物も考慮されており、固型物収納体（ハル

等）（CSD-C に相当）は「人工バリア、天然バリアへの吸着性能が低い C-14

を多く含む廃棄体、発熱量の比較的大きい廃棄体」の集合であるグループ２

に分類され、地層処分に供せられるとしている。 

図-1 に結晶質岩系岩盤、及び堆積岩系岩盤における廃棄体グループ２の処

分坑道断面を示す。 
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 図-1 第 1 次 TRU レポートにおける廃棄体グループ２の処分坑道断面 
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(2)第２次 TRU レポートの概要 

日本原子力研究開発機構（旧核燃料サイクル開発機構）と電気事業連合会

は、TRU 廃棄物処分事業並びに制度等の検討に資するため、 新の廃棄体情

報とその見通しを踏まえて、我が国の地質環境を対象とした TRU 廃棄物地

層処分概念の詳細化・合理化及び安全性に関する信頼性向上を図るとともに、

TRU 廃棄物を対象とした浅地中処分及び余裕深度処分の安全性の見通しを

示すことを目的に、電力中央研究所や原子力環境整備・資金管理センター等

の協力を得て、 新の関連研究開発成果を集約することにより、平成 17 年 9

月に TRU 廃棄物処分技術検討書（第 2 次 TRU レポート）をとりまとめた。 

 

第 2次TRUレポートにおいて想定したCSD-Cの廃棄体パッケージの例を

図-2 に示す。CSD-C は廃棄体パッケージ B に挿入されて埋設される。1 個

のパッケージ内には 4 本のキャニスタが装荷され、周囲にはセメントモルタ

ルが充填される。また、図-3 に TRU 廃棄物処分概念を、図-4 に人工バリア

と処分坑道の基本仕様を示す。前述のとおり CSD-C は廃棄体グループ２(発

熱性廃棄物)に分類され、廃棄体の周囲には止水のために緩衝材（ベントナイ

トが主成分）が設置される。 

 

また、安全性の評価例を図-5 に示す。CSD-C は廃棄体グループ２に属す

るが、グループ２の 大線量は約 1×10-7Sv/y（読み取り値）と極めて小さい。

表-1 に示すようにグループ２には国内で発生するハル・エンドピースが多数

含まれており、CSD-C の発生量は全体の 10 分の 1 程度である。 

  

第 2 次 TRU レポートの総括は以下のように記されている。 

 

 

 

 

 

 

成果の総括 

 第 2 次 TRU レポートにおいて廃棄体データベース、設計及び安全評価に係わる各

評価検討の詳細化や精緻化等が図られ、合わせて合理化や代替技術に関する検討結

果を含め、当該廃棄物の処分についての技術的成立性、合理化及び安全性の見通し

について信頼性を持って示すことができた、と総括できる。 
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表-1 グループ２の内訳 

民間再処理操業 ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 4,685 m3 

JNC 再処理操業 ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 204 m3 

AREVA NC CSD-C 684 m3 

BNGS ｾﾒﾝﾄ固化体（ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ） 1,159 m3 

合計 6,732 m3 

 

廃棄体 

 

廃棄体パ

ッケージ 

 

固化体

200L ドラム缶 キャニスタ 500L ドラム缶

図-2 TRU 廃棄物の廃棄体パッケージの例 
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地上施設

① 廃棄体等の受入及び一時保管

② 地下施設の建設・操業・閉鎖の支援

③ 処分施設の全体管理

④ 地下施設の換気及び排水処理

アクセス施設（斜坑）

① 廃棄体の搬入

② 人工バリア材等の搬入

③ 換気

アクセス施設（立坑）

① 従事者の入退域

② 物品の搬出入

③ 換気及び排水
処分坑道

① 廃棄体の定置

② 人工バリア材等の定置

地上施設

① 廃棄体等の受入及び一時保管

② 地下施設の建設・操業・閉鎖の支援

③ 処分施設の全体管理

④ 地下施設の換気及び排水処理

アクセス施設（斜坑）

① 廃棄体の搬入

② 人工バリア材等の搬入

③ 換気

アクセス施設（立坑）

① 従事者の入退域

② 物品の搬出入

③ 換気及び排水
処分坑道

① 廃棄体の定置

② 人工バリア材等の定置

 

 

図-3 TRU 廃棄物処分概念 

 

 

図-4 人工バリアと処分坑道の基本仕様 
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図-5 TRU 廃棄物処分の安全評価例 
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