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1　はじめに
原子力・放射線部会の解説チームにより原子力
発電・放射線基礎講座を5回にわたって連載し
てきた。今回は，最後の講座で，バックエンド分
野の放射性廃棄物の処分と原子力発電所の廃止措
置に焦点をあて，わが国での取り組み状況の解説
を行う。

2　放射性廃棄物の処分
2.1　放射性廃棄物の処理・処分の基本的な考え方
（1）放射性廃棄物の処理・処分の原則
原子力政策大綱（原子力委員会：2005年 10
月）では，放射性廃棄物の処理・処分を次の 4
つの原則に基づき実施すべきとしている。
①発生者責任の原則
②放射性廃棄物最小化の原則
③合理的な処理・処分の原則
④国民との相互理解に基づく実施の原則

（2）放射性廃棄物の分類と処分方法
わが国では，使用済燃料の再処理により発生し
たガラス固化体を高レベル放射性廃棄物，原子力
発電所やその他の原子力施設から発生した放射性

廃棄物を低レベル放射性廃棄物と区分している。
また，発生場所において原子力発電所から発電

所廃棄物，ウラン加工施設からウラン廃棄物，再
処理施設やMOX燃料加工施設から超ウラン元素
（TRU）を含む放射性廃棄物（TRU廃棄物）が
発生するとし区分している。
処分方法についても，図 1に示すように深さ

や処分の方法の違いにより4つに分類している。

①浅地中トレンチ処分：人工構築物を設けない
浅地中への処分。コンクリートや金属など化
学的，物理的に安定な性質の廃棄物のうち「放
射能レベルの極めて低い廃棄物」が対象。こ
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図1　放射性廃棄物の処分方法の種類 1）
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の処分は日本原子力研究所（現日本原子力研
究開発機構）で動力試験炉（JPDR）の解体廃
棄物を敷地内に試験的に実施した例がある。

②浅地中ピット処分：コンクリートピットを設
けた浅地中への処分。濃縮廃液，焼却灰，配
管やフィルターなどの固体状のものなど，セ
メントなどでドラム缶に固化した「放射能レ
ベルの比較的低い廃棄物」が対象。日本原燃
（株）低レベル放射性廃棄物埋設センターで
は，発電所廃棄物をこの方法で処分している。

③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（地下50m～100m）
への処分。原子炉内の構造物であるシュラウ
ド，チャンネルボックス，使用済み制御棒な
ど「放射能レベルの比較的高い廃棄物」が対
象。前述の低レベル放射性廃棄物埋設セン
ターの敷地内で2000年代前半に50m以
深に試験空洞を掘削し各種調査を行い，余裕
深度処分が可能である見通しを得ている。

④地層処分：地下300m以深の地層への処分。
高レベル放射性廃棄物や TRU廃棄物の一部
が対象。

2.2　低レベル放射性廃棄物の処分
欧米では低レベル放射性廃棄物の処分は早い時

期から行っており，米国のリッチランド処分場（約
170万m3）は 1965年，仏国のラ ･マンシュ
処分場（約53万m3）は1969年（この処分場
は1994年に操業を終了し，オーブ処分場（100
万m3）が1992年に操業開始）に夫々操業を開
始しており，40年以上の経験を有している。
わが国では前述の低レベル放射性廃棄物埋設セ

ンターが 1992 年に操業を開始し，2013 年
11月末で国内原子力発電所から受け入れたドラ
ム缶約25.8万本の処分を行っている 2）。ここで
は，図 2に示す浅地中ピット処分例の概要を紹
介する。
（1）処分場の概要
埋設設備は，鉄筋コンクリート製ピットと排水・
監視設備からなる。1号埋設でドラム缶20万本
（4万m3），2号埋設でも同様に20万本（4万

m3）の埋設処分の認可を得ている。最終的には
300万本（60万m3）の規模が想定されている。

この処分場では，放射性物質の漏出を抑える仕組
みとして以下が配慮されている。

・  ピット内に設置される廃棄体周りは，セメン
ト系充填材を隙間なく充填する。

・内面には，多孔質のポーラスコンクリート層
を設け，万一水が浸入した場合は，廃棄体に
達する前に排水する。

・ピットは水を通しにくい岩盤を掘り下げ設
置。その上面，側面はベントナイト混合土で
締め固めた層を設け，岩盤より水を通し難く
している。

（2）処分場の管理の概要
放射性物質の放射能の減衰に応じ，表 1に示

す3段階管理が行われる。
表1　埋設処分時の3段階管理の考え方 1）

第1段階 第2段階 第3段階

終了
予定時期

埋設開始後
1号：30～35年
2号：25～30年

第1段階終了後
30年

第1段階終了
後

300年

考え方
埋設設備により閉
じ込め

埋設設備と周辺土壌
等により移行抑制

主に周辺土壌等
により移行抑制

管理の
内容

・埋設保全区域の設定，廃棄物埋設地の巡視，覆土の修復
・環境モニタリング

・周辺監視区域の設定
・地下水中の放射性物質濃度の監視
・排水・監視設備により排水

・掘削等の制約

・漏出のないこと
の監視

・埋設設備の修復
等

・漏出の状況の監視

2.3　高レベル放射性廃棄物の処分
（1）高レベル放射性廃棄物の処分の進め方
再処理により発生したガラス固化体を地層処分

することが2000年に制定された「特定放射性

図2　浅地中ピット処分の例 2）
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廃棄物の最終処分に関する法律」で決められてい
る。この地層処分は，図 3に示すように地下深
くの安定した地層（天然バリア）に複数の人工障
壁（人工バリア）を組み合わせた「多重バリアシ
ステム」により，最終的にはモニタリンングなど
の人為的な管理を終了しても安全を確保できると
いう概念である。
処分地選定は公募による「全国の市町村からの
応募」（または国の申し入れによる受託），「概要
調査地区の選定」，「精密調査地区の選定」，「処分
施設建設地の選定」と段階的に進め，平成40年
代後半には最終処分の開始を目指すとしてきた。
（2）これまでの取り組み
わが国の地層処分制度の確立に向け，1976
年に動力炉・核燃料開発事業団（現日本原子力研
究開発機構）で研究を開始し，1999年に第二
次レポート「地層処分の技術的信頼性」を取りま
とめ，わが国においても安全に地層処分が行える
ことを示した。
その結果を受け，「特定放射性廃棄物の最終処
分に関する法律」の制定，同法に基づき処分事業
の実施主体である原子力発電環境整備機構
（NUMO）が 2000 年に設立された。NUMO
により2002年から概要調査地区の選定の公募
を開始したが，処分の必要性や安全性等の理解が
得られず，約10年経過した現在，その進展は全
く見られていない。
（3）最近の動き
原子力委員会は2010年9月日本学術会議に，
高レベル放射性廃棄物の処分の取り組みにおいて

国民への説明や情報提供のあり方について審議を
依頼した。日本学術会議からの回答 4）は，今ま
での取り組みに大きく影響を与えるものであり，
以下を指摘している。

・原子力政策について社会的合意を得，最終処
分地選定に向けた合意形成に取り組むべき。

・地層処分の安全性について合意形成のため，
自律性・独立性のある科学者集団による専門
的審議を尽くすべき。

・将来の科学的知見取り入れを可能とするよ
う，数十年～数百年の間，廃棄物を暫定保管
すべき。

・科学的知見の反映の優先等立地選定手続きの
改善，多様なステークホルダーが参画する多
段階合意形成手続き等を行うべき。

これを受け，原子力委員会は2012年 12月
今後国が取り組むべき方向性を提言した。
これらの提言を踏まえ，国は総合資源エネルギー
調査会に「放射性廃棄物ワーキンググループ」を
設置し，最終処分の取り組みの見直しの検討を
2013年5月から開始した。その中で，将来世代
を含めて最終処分に関する意思決定を見直せる仕
組みとして「可逆性・回収可能性」の構築や国が
前面に立って取り組む必要性等を指摘している。
さらに，地層処分の技術的信頼性を再評価するた
め，同調査会内に「地層処分技術ワーキンググルー
プ」を2013年10月に設置し，地層処分の長期
安全性を確保する上で重要な，地質環境特性（地
下水流動等）や地質環境の長期安定性に関する現
象（地震・断層活動等）に関し，第二次レポート
に示された科学的論拠等について検討を開始した。

3　原子力発電所の廃止措置
欧米では，2012 年 10 月時点で約 100 基

近くの原子力施設が廃止措置状態に入っている 5）。
わが国でも 1986 年～1995 年 JPDR を解体
実地試験のもと解体技術の有効性を確認しつつ解
体を行い，廃止措置が可能であることを示した。
わが国の商業用原子力発電所において35年を超
える運転を行っている発電所もあることから，今
後廃止措置が本格化することが予想される。

図3　高レベル放射性廃棄物の処分時の多重バリアシステムの概念3）
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（1）廃止措置の標準工程
廃止措置とは，保有する核燃料物質の搬出・譲

渡，核燃料物質による汚染の除去，施設の解体，
廃棄物の処理・処分等の一連の措置をいう。図 4
に廃止措置の標準工程を示す。

現在，商業用原子力発電所で廃止措置を行って
いるのは日本原電の東海発電所（ガス炉）と中部
電力の浜岡1，2号機（軽水炉）であり，前者で
は原子炉領域を安全貯蔵中，原子炉領域以外は解
体撤去を行っている。後者は核燃料物質の搬出及
び譲渡し，系統除染の段階にある。
（2）廃止措置で発生する放射性廃棄物量　　
商業用原子力発電所の廃止措置で発生する解体
廃棄物量の例を表 2に示す。低レベル放射性廃
棄物として処理・処分すべきものは東海発電所で
全体発生量の約14％，浜岡1，2号機で約3.3％
程度である。

表2　商業用原子力発電所の解体廃棄物量（万 t）6）7）

放射能区分
浜岡 東海

発電所1号機 2号機
低レベル放射性廃棄物 約0.7 約 0.9 約 2.7
放射性廃棄物として扱
う必要がないもの 約1.1 約 1.3 約 4.1

放射性廃棄物でない廃
棄物 約19.3 約 25.0 約 12.9

合計 約21.1 約 27.2 約 19.7

（3）クリアランス制度
解体廃棄物には「放射性廃棄物として扱う必要

がないもの」も含まれている。これらの放射能を
測定し，国の安全性確認後，再利用や産業廃棄物
として処分可能とする制度をクリアランス制度と
いう。欧米では，1980年代後半から原子力施

設の解体廃棄物を産業界で再利用している。わが
国でも2007年原子炉等規制法の改正によりク
リアランス制度が導入された。クリアランス制度
の対象物をどのように再利用しても，それに起因
する人体への影響を 10μSv/ 年（自然放射線
レベルの1/200未満）以下となる基準値を定め
た。この制度により廃止措置で発生する解体廃棄
物を一般の金属廃棄物と同様に再利用していく道
が開かれ，東海発電所の解体廃棄物の一部が放射
線の遮へい体，ベンチ等の金属部分に加工され限
定的に再利用され始めた。しかし，クリアランス
制度の普及は社会の十分な理解が必要で，当面は
限定的に再利用し経験を積むことが求められてい
る。

4　おわりに
原子力エネルギーの利用にあたっては，放射性

廃棄物が発生する。また過去に発生した放射性廃
棄物は現実に存在している。この放射性廃棄物問
題を社会の理解を得ながら，適切に対応していく
ことは我々世代の責任である。そのためにも，今
後多くの方達がこの問題の理解を深め，色々な場
で議論されることが望まれる。
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図4　廃止措置の標準工程


