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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第279回 議事録 

 

１．日時 

 令和元年５月３０日（木）１０：００～１２：０７ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ｄ、Ｅ 

 

３．出席者 

担当委員 

田中 知   原子力規制委員会委員 

原子力規制庁  

 青木 昌浩  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 長谷川 清光 原子力規制庁 新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 大島 俊之  原子力規制庁 新基準適合性審査チーム チーム員 

 小澤 隆寛  原子力規制庁 新基準適合性審査チーム チーム員 

 永井 正雄  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム員 

 上原 明雄  原子力規制部 新基準適合性審査チーム 技術参与 

 金岡 正   原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム員 

 菅生 智   原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム員 

 長井 宏樹  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム員 

 村岡 進   原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム員 

 山田 憲和  長官官房 技術基盤グループ 核燃料廃棄物研究部門 

 首席技術研究調査官  

 入江 正明  長官官房 技術基盤グループ 核燃料廃棄物研究部門 

 主任技術研究調査官  

 青木 広臣  長官官房 技術基盤グループ 核燃料廃棄物研究部門 技術研究調査官 

藤田 哲史  原子力規制庁 審査グループ 研究炉等審査部門 技術研究調査官 

三菱原子燃料（株） 
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 門野 弘明  執行役員 東海工場副工場長 

 山川 比登志 安全・品質保証部長 

 中島 勲   生産管理部 主幹 

 中山 喜実男 生産管理部 主幹 

 池田 祐司  安全・品質保証部 主幹 

 寺山 弘通  安全・品質保証部 安全法務課長 

 草間 誠   生産管理部設備技術課 主査 

日本原燃株式会社 

 佐々木 泰  埋設事業部 開発設計部長 

 北城 諒一  埋設事業部 開発設計部 安全評価グループ担当 

 酒谷 拓弥  埋設事業部 開発設計部 安全評価グループ担当 

 小澤 孝   埋設事業部 開発設計部 安全評価グループリーダー 

 杉田 匠平  埋設事業部 開発設計部 土木技術グループ担当 

 福住 晃   埋設事業部 開発設計部 土木技術グループリーダー 

 川嶋 直人  埋設事業部 開発設計部 土木技術グループ副長 

 南 将行   埋設事業部 開発設計部 埋設技術グループリーダー 

 宮本 正紀  埋設事業部 開発設計部 土木技術グループ担当 

 工藤 淳   埋設事業部 低レベル放射性廃棄物埋設センター 土木課副長 

 粟津 俊一  埋設事業部 低レベル放射性廃棄物埋設センター 運営課副長 

 長谷川 優介 埋設事業部 開発設計部 埋設技術グループ担当 

 澤木 優太郎 埋設事業部 開発設計部 設備設計グループ担当 

 

４．議題 

 （１）三菱原子燃料（株）（加工施設）の新規制基準に係る設計及び工事の方法の認可

申請及び新規制基準対応に係る申請の進捗状況について 

 （２）日本原燃（株）廃棄物埋設施設の事業変更許可申請について 

 

５．配付資料 

 資料１－１   新規制基準に係る設計及び工事の方法の認可申請 

 資料１－２   新規制基準に係る申請の進捗状況 
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 資料２－１－１ 廃棄物埋設施設における許可基準規則への適合性について 

埋設する廃棄体の条件について 

         －埋設する廃棄体の種類及び放射能量の設定－ 

 資料２－１－２ 廃棄物埋設施設における許可基準規則への適合性について 

埋設する廃棄体の条件について 

         －埋設する廃棄体の種類及び放射能量の設定－ 

         （補足説明資料） 

 資料２－２   廃棄物埋設施設における許可基準規則への適合性について 

         第六条及び第九条第二号：想定される自然現象・人為事象の選定につ

いて 

 資料２－３   １，２号排水監視設備からの排水実績と閉じ込め機能の健全性につい

て 

 資料２－４   廃棄物埋設施設 事業変更許可申請 審査会合説明スケジュール 

 参考資料２－１ 廃棄物埋設施設 前回までの審査会合における主な論点と対応につい

て 

 

６．議事録 

○田中（知）委員 それでは、定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設等の新規

制基準適合性に係る審査会合、第279回を開催いたします。 

本日の議題は二つありまして、一つ目は、三菱原子燃料（加工施設）の新規制基準に係

る設計及び工事の方法の認可申請及び新規制基準対応に係る申請の進捗状況についてであ

ります。 

二つ目は、日本原燃廃棄物埋設施設の事業変更許可申請についてでございます。 

それでは最初の議題に入りますが、先ほど申し上げましたが、三菱原子燃料（加工施

設）の新規制基準に係る設計及び工事の方法の認可申請及び新規制基準対応に係る申請の

進捗状況についてでございます。三菱原子燃料のほうから、資料1、1-2について説明をお

願いいたします。 

○三菱原子燃料（門野副工場長） 三菱原子燃料の門野でございます。 

 本日は、当社の提示しております新規制基準の許認可の申請状況並びに今後の計画につ

いて御説明するということと、もう1点、その計画の中で進めております第4次申請、これ
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は具体的には転換・成型・組立の当社の主要工場、それの建物について及び一部廃液処理

等の設備について含めておりますけども、この内容について概要を御説明いたしますので、

審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 それではまず最初に、許認可の申請状況ということで、資料1-2のほうになりますけど

も、これについて寺山のほうから説明させます。よろしくお願いします。 

○三菱原子燃料（寺山安全法務課長） 三菱原子燃料の寺山です。 

 資料1-2を御覧ください。当社の新規制基準に係る申請の進捗状況について記載してお

ります。ここでは前回の審査会合からの変更点を説明してまいります。 

 まず1ページ目ですが、事業変更許可に関する状況を記載しております。設工認の進捗

状況を踏まえまして、工事計画の変更届け出を5月16日に行いました。変更後の工事計画

につきましては、図1に示しております。 

 次に2ページに参りまして、設工認に関する申請状況を記載しております。新規制基準

対応の設工認申請を7分割することについては変更ありませんが、今回の表記を見直して

おります。つまり従来3次申請を4分割して3.1次～3.4次というふうに表記しておりました

けれども、今回整数表記に見直しております。表記見直し後の各申請における申請対象の

建物・構築物、設備・機器については、5ページの表1に示してございます。 

 次に3ページに参ります。2次申請につきましては、4月2日及び5月8日に補正申請してお

ります。また3次申請につきましては、3月28日に補正申請しまして、4月11日に認可をい

ただいております。 

 次に4ページに保安規定の状況を記載しております。第1回目の変更につきましては、3

月28日に認可をいただいております。最後に設工認及び保安規定の実績及び今後の予定に

つきましては、5ページの図2に示しております。 

 資料1-2については、説明は以上となります。 

○三菱原子燃料（中島主幹） そうしましたら引き続きまして資料1-1に基づいて、新規

制基準に係る設工認の認可申請について御説明させていただきます。 

 三菱原子燃料の中島でございます。 

 先ほど門野のほうからも申し上げましたとおり、4次申請には建物、それから一部設備

が含まれておりますが、まず建物について説明させていただきます。 

 資料の7ページを御覧ください。7ページに設計の基本方針を記載してございますが、こ

の基本方針は1次申請、2次申請と同一でございます。 
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 次に9ページを御覧ください。9ページに今回申請いたします建物の範囲を示してござい

ます。この表に示してございますように、今回申請いたします建屋は8建屋、工場等の3建

屋、放射線管理棟、それから附属建物の4建屋でございます。 

 次に11ページを御覧ください。11ページに申請する8建屋の構造を記載してございます。

今回申請する建屋の構造は、鉄筋コンクリート造、それから鉄骨鉄筋コンクリート造、そ

れから鉄骨造の3種類でございます。この構造ですけれども、鉄筋コンクリート造、これ

は2次申請いたしました加工棟と同一の構造です。それから鉄骨鉄筋コンクリート、これ

は廃棄物管理棟、これ1次申請した建屋ですが、これと同一でございます。それからもう

一つ、鉄骨造ですが、これは2次申請の加工棟の連絡通路と同じ構造となっております。 

 次に12ページを御覧ください。12ページに工事の方法の概要を書いてございます。先ほ

ど申請いたしました、御説明しました8建屋のうち、七つの建屋は既設建屋で補強を行う

ものです。一つ放射線管理棟の前室というものは、新規制基準に適合させるために新設さ

せる建屋でございます。ここでは補強工事について御説明いたします。 

 補強工事は、主に耐震性を向上させる工事と、対竜巻性を向上させる工事がございます。

耐震性向上のために実施する工事としては、鉄骨関連でいいますとブレスの新設や交換、

それから屋根面の鉄骨補強等がございます。これらの補強は基礎、それから矩体を補強し

て耐震性を向上させるものです。 

 13ページを御覧ください。13ページは対竜巻性能を向上させるための工事を記載してお

ります。対竜巻性能を向上させるために、外壁の補強、鉄扉の補強や交換、屋根の折板の

補強などを実施いたします。これらの補強は外壁、扉・屋根を補強して、対竜巻性能を向

上させるものでございます。 

 次に15ページを御覧ください。15ページは工事フローの例でございます。この工事に先

立ち、3次申請で認可いただいた設備機器の一部取り外しを実施しております。主な工事

の方法はお手元の資料の16ページ～33ページ、それから検査の方法を34ページに記載して

おります。 

34ページを御覧ください。34ページは検査の方法でございます。詳細については申請書

に記載しておりますが、ここは代表例だけを示しております。材料、寸法、据え付け、外

観といったような検査を実施します。 

それからちょっと飛びますが50ページを御覧ください。50ページ、申請した各建屋につ

いて、技術基準に適合性を確認した項目を丸印で示しております。 



6 

次に61ページを御覧ください。先ほどの適合性を確認した項目の中で、1次申請、2次申

請でいろいろと審査していただいた項目もあるんですが、今回の4次申請で初めて出てく

る項目として、火災の延焼防止に関してさらなる閉じ込めの強化を図るため、転換工場の

南側に耐火壁を追設する設計としております。 

次に94ページを御覧ください。94ページに飛散防止用防護ネットと書いておりますが、

これはF3竜巻において、建物内に設置されている設備機器、これらが建物外部へ飛散する

ことを防止するため、建物の屋根下に飛散防止用防護ネットを設置するものです。転換工

場の例で申し上げますと、屋外への飛散の可能性がある設備機器として、液体廃棄設備の

ダクトがございますが、この防護ネットにより屋外の飛散を防護することが可能であると

いうことを確認してございます。 

次に95ページを御覧ください。95ページは品質基準規則への適合性でございます。この

品質基準規則への適合性については、1次申請、2次申請と変更ございません。ここに記載

しておりますとおり、品質管理等に関する事項に基づいて、保安品質保証計画書に従って

実施するとともに、各段階のプロセスを管理することとしております。 

建物の説明は以上です。 

○三菱原子燃料（池田主幹） 三菱原子燃料の池田でございます。設備に関しましては、

池田より説明をさせていただきます。 

 まず資料の36ページを御覧ください。こちらのほうで設備の申請の範囲を示しておりま

す。今回の申請の範囲ですけども、既設の廃水処理所の改造工事としまして、二つの工事

がございます。一つはプロセス廃液の処理工程を工場棟の廃液処理設備(5)のほうへ改造

するという工事と、もう一つが手洗い水等の処理工程を行います工程でございまして、放

射線管理棟の廃水処理設備(6)へ改造するという工事でございます。 

 工事の期間中なんですけれども、手洗い水等が当然発生いたしますので、廃水処理設備

の4、(6)の検査が完了するまでは、既設の廃水処理設備の機能を維持するということで、

工事のほうを進めたいというふうに考えております。 

 もう一つが、既存の廃水処理所の撤去工事というものがございます。こちらは廃水処理

所内の全ての設備・機器、あとは屋外に排管がありますけども、こちらと、あと建物を撤

去するという工事になっております。先ほども言いましたけども、手洗い水等の処理を継

続して行うということがございますので、この撤去工事が行われるときに、廃液が他の工

程へ流れ込まないように閉止プラグ等の措置をするというような対策をとった上で、工事
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のほうを実施するというふうに計画しております。 

 37ページを御覧ください。こちらのほうに廃液処理設備(5)のプロセス廃液の処理工程

を示しております。処理としましては、凝集沈殿、固液分離、イオン交換というものを行

うことによって、ウランの濃度を下げるということを行っております。 

 38ページにその設備の配置図を示しております。 

 39ページを御覧ください。こちらのほうは廃液処理設備(6)のほうですけども、こちら

につきましては貯留されました手洗い水等につきまして、放射性物質の濃度を確認した後

に、廃水貯留池に排水するという工程でございます。ただし、ウランの濃度を下げる処理

が必要となった場合には、廃液処理設備の(5)のほうへ送液するというような工程になっ

ております。この工程の設備を40ページのほうに示しております。 

 続きまして41ページと42ページに、工事の方法を示しております。こちらについては御

覧ください。 

 一つだけ、43ページのほうを御覧いただきたいんですが、撤去の工事のほうについて説

明をさせていただきます。撤去を行うものに対しましては、まず撤去を行う前に必ず対象

物の洗浄を行ってから撤去を行うという工事を行います。あと廃水処理所内から撤去され

ます設備・機器類、屋外排管、これらにつきましては、放射性廃棄物として保管廃棄設備

で保管をすると。あと建物の解体により発生したものにつきましては、敷地内の所定の場

所で保管するということで、工事の方法を行いたいと思っています。 

 44ページ～46ページにつきましては、今説明しました工事の手順のフローを示しており

ます。 

 47ページのほうを見ていただきたいんですけども、こちらのほうに改造工事に関します

検査の項目のほうを示しております。検査の項目としましては、員数、外観、配置、据付、

系統、材料、作動検査というものの検査項目を考えております。あと撤去の工事に関しま

しては、外観の検査を実施するということで考えております。 

 48ページのほうに、検査の項目の検査の方法、あるいは判定基準のほうを示しておりま

す。 

 続きまして51ページのほうを御覧ください。こちらにつきましては設備に関する技術基

準への適合性の確認項目というものを示しております。こちらでは1次、2次で重複するも

のがありましたので、4次として新たに発生した適用される項目についてだけ説明させて

いただきたいと思います。 
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 まず71ページを御覧ください。こちらにつきましては外部からの衝撃に関する防止とい

うことで、廃水処理設備(5)に、こちらのほうですけども、設定される場所が工場棟の廃

棄処理設備、廃棄処理室ということですので、こちらにつきましてはF3竜巻で屋根が損傷

するおそれがあるということで、設備機器をF3竜巻に耐えるようにボルト等でいかに固定

するというような設定をしております。 

 80ページを御覧ください。こちらのほうに今、封じ込めの機能ということでの適合性の

内容ですけども、液体廃棄物を設備機器内に封じ込めるための機能としまして、液体廃棄

物の貯槽での上部に開口部がある場合には、オーバーフローによる漏えいを防止するため

に液位計を設定する、あるいは警報を設定するということを行っております。以上が4次

のほうの適用される項目でございます。 

 あと最後になりますけども、品質管理規制への適合性としましては、図に書いてありま

すとおり、工事検査の各段階におけるプロセスを管理することで管理しますということに

なっております。 

 以上でございます。 

○田中（知）委員 ありがとうございました。それではただいまの説明に対しましては、

規制庁のほうから質問、確認等お願いします。 

○永井チーム員 原子力規制庁の永井です。 

 最初に資料1-1で、地震による損傷の防止について確認します。ページですと11ページ

目からの御説明になります。 

耐震補強工事なんですけれども、11ページで八つの建物について工事をするということ

で説明がありましたけれども、この建物の耐震設計は基本的に建築基準法関係法令による

こととなっていますが、これらの建物については建築確認を受けているものなのかという

ことを確認したいと思います。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料の中島です。 

 これらの建物は、もちろん建設時には全て建築確認を受けたものです。 

それから今回の耐震補強に際しては、耐震補強を行います工事については、耐震評定と

いうものを受けておりまして、これは第三者機関ですけれども、専門機関の耐震評定を受

けております。それからこの建物、先ほど御説明しました既設の7工場、7建屋につきまし

ては、行政、茨城県ですと、県の計画認定を受けております。これを取得済みでございま

す。 
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○永井チーム員 規制庁、永井です。 

 そうすると、この資料ですとページ12ページで、鉄骨のブレス新設からいろいろな補強

工事があるわけですけれども、これらは全て建築確認を対象ということで理解をしてよろ

しいでしょうか。イエスかノーかだけ。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料の中島です。 

この補強については、建築確認というよりも、耐震評定、それから計画認定という流れ

で行政の認定を受けております。 

○永井チーム員 わかりました。 

そうすると、この一連の耐震補強の工事について、いろいろ建築基準法関係の法令です

とか、指針に基づいて実施すると思うんですけれども、ですからその工事の方法も含めて

申請をしているということですね。ちょっとくどいようで申し訳ないんですけれども。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 

 そうでございます。 

○長谷川チーム長補佐 規制庁の長谷川ですけど、今の評定の話なんですけど、これ建築

センターの評定を受けて。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 原子燃料、中島です。 

 評定を受けた機関としては、日本建築検査協会、JCIAの耐震評定を受けて取得しており

ます。 

○長谷川チーム長補佐 規制庁の長谷川ですけど、具体的にはどういう範囲について、こ

れ全部の補強範囲ではなくて、多分主要構造体みたいなところだけなんじゃないかなとい

う気もしているんですけど、今回の工事、いろいろなところで耐震補強されますけれども、

その全てじゃなくて、多分主要構造部についてということなんですか。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 

 今おっしゃられたとおり、今回申請しました建屋のうち、転換工場、成型工場、組立工

場、除染分析室、放射線管理棟の増築部という五つの建築物につきましては、耐震補強は

ございますので、耐震評定を取得しております。 

 それからあと第2核燃料倉庫と容器管理棟というものは、これ耐震に関する補強がござ

いませんので、耐震評定の取得はしておりません。それから放射線管理棟前室は新築の建

物でございますので、既に計画の認定、これは1の建屋ということで、この工場棟全体で

受けておりますので、新築分については今後建築確認を取得するということとしておりま
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す。 

○長谷川チーム長補佐 規制庁の長谷川です。 

 大体わかりましたので、だからまだ新築の部分については、これ設工認との関係なんで

すけど、例えば設工認を認可がおりた段階で建築確認を受けるという、そういう順番なん

ですか。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 

 我々としては炉規法に基づいた設工認と建築基準法に基づいた建築確認、これは並行し

て進められるのかなというふうに考えております。 

○長谷川チーム長補佐 規制庁の長谷川です。 

 はい、わかりました。細かい点についてはまた今後どの部分をどういう確認を受けたん

だということについては、詳細については今後少し説明を願いたいと思います。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 

 拝承しました。 

○田中（知）委員 あと。 

○永井チーム員 今の質疑応答に一つだけ追加したいんですけれども、その確認の中では、

地震力、割り増し係数であるとか、積雪、それから竜巻等の外部衝撃の荷重について、こ

れらについてもどのように確認を受けているのかということについて、説明をいただきた

いと思います。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 

 まず耐震につきましては、割り増し係数、これは今の新規制基準に適合する割り増し係

数を乗じたものについて、行政の認定を受けております。それから竜巻、それから積雪に

つきましては、これ特に建築基準法では規定ございませんので、これは建築基準法ですと

外部の風といったものはございますけれども、竜巻という具体的なものはございませんの

で、これらについては新規制基準に適合するような補強をした建屋、それらが建築基準法

上の耐震性能、それも割り増し係数を乗じたものを満足しているということを確認いただ

いております。 

○永井チーム員 規制庁、永井です。わかりました。 

 もう1点だけ、耐震関係で確認したいんですけど、その耐震評価で使用した解析プログ

ラム、こちらの認定状況について説明していただけますか。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 
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 具体的には今回の申請で使用した解析プログラムとしてSuper Build/SS3といったよう

なものを使っているんですけれども、このコード自身は国交大臣の認定は取得しておりま

せん。 

 以上です。 

○永井チーム員 そうすると、何か実績があるというようなことでしょうか。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 

 このコードを使用する前に、この設計を委託した設計メーカーに対して、このコードを

使って国内で豊富な実績があるという設計事例を聴取しまして、豊富な事例があることか

ら、このコードを使って問題ないと判断しております。 

○永井チーム員 わかりました。先ほど長谷川管理官からも伝えていますけれども、審査

においては、これらの状況も踏まえて確認をしていくということで考えております。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 

 拝承いたしました。 

○永井チーム員 具体的な事例として1点確認したいんですけれども、資料でいいますと

17ページで、「じゅうせき」と読むんでしょうか。脚部の重石補強の説明があります。こ

ちらのほうでは既設の基礎及び地中梁の上に鉄筋コンクリートを打設して、基礎の浮きに

対する引抜き抵抗の向上を図ると説明しておりますけれども、この鉄筋コンクリートの重

石を既設の基礎、地中梁とアンカーで締結しないような、ちょっと図はマスキングされて

いますが、そのようになっていますけれども。 

○三菱原子燃料（中山主幹） 三菱原子燃料の中山でございます。 

 どの程度の効果を期待しているかということですけども、耐震上、浮き上がりを防止で

きるだけの荷重をここに追加して持たせるという、そういうだけの重さをここに増やす、

そういう補強になります。 

○永井チーム員 原子力規制庁、永井です。 

 そうすると、既設の基礎とアンカーが埋め込まれていないような、どこか締結の状態に

ついては、また今後の審査で確認していきますので、その際に説明していただくようにお

願いします。 

○三菱原子燃料（中山主幹） 三菱原子燃料の中山でございます。 

 別途面談で説明させていただきます。 

○永井チーム員 もう1点だけ、今の17ページの図で確認なんですけれども、この右下に
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「本図のとおり工事ができない場合、施工を変更することがある。この場合、同等以上の

耐力を確保した施工とする。」という説明がありますけれども、これはどういう意味で記

載しているのか、説明してください。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料の中島です。 

 ちょっと誤解を与える記載で申し訳ございません。これは設工認どおりに施工しないと

いう意図ではございません。規制については補正申請で適切な記載とさせていただきます

が、ここで記載の意図としては、加工規則の3条の4項に規定されている軽微な変更が施工

段階などで生じたとき、別途御相談の上、処置を相談させていただきたいという意図で書

いてございます。 

ただ、こういった記載を申請書に最初から書くのもどうかなということを考えておりま

して、補正申請では図面への表記は削除し、これ既存の建物の補強ですので、既存部材と

の取り合いなどで将来軽微な変更が必要になった場合、そのときには別途御相談なり面談

で御説明させていただきたいというふうに考えております。 

○永井チーム員 原子力規制庁、永井です。 

 そうすると、今の説明のとおり、設工認の変更申請が必要になる場合もありますので、

この辺は申請書のほうにも同様な記載がありますので、適正に補正してください。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 

 了解いたしました。 

○小澤チーム員 規制庁、小澤です。 

 本日の資料ですと、火災に関してなんですけれども、55ページで、火災区域の設定など

の記載がございます。 

許可の段階において火災区域を設定して、火災影響評価をしてという流れで評価した結

果を踏まえてという、設工認の申請になってございますけれども、ここの今回の概要説明

には記載ございませんけれども、その火災影響評価の前提となる可燃性物質の量だとか、

難燃性物質の量だとかというところを、きちんと正確に把握しておられるのかというとこ

ろに、ちょっと疑問を感じておりまして、どのような確認をされているかというところを

簡単で結構ですので、御説明いただけますでしょうか。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料の中島です。 

 この可燃物、火災影響評価をする場合に耐火時間と等価時間の評価の中で、等価時間を

求めるための可燃物、難燃物の量ですけれども、実際に現場をウオークスルーしまして、
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可燃物の量を調査してございます。事業許可の際にもお示ししましたとおり、等価時間を

示しております。 

 以上です。 

○小澤チーム員 規制庁、小澤です。 

 今回、先日現地で現場を確認させていただきましたけれども、その断面できちんと把握

できていない部分が一部確認されておりますので、これ火災影響評価でもかなり等価時間

と耐火時間を比較して、8割程度というようなところの評価対象もございますから、きち

んと事業者の責任の中で、幹部も含めて現場を確認して補正が必要な場合、修正が必要な

場合は修正していただいてというような流れで、きちんと確認をお願いします。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 

 拝承いたしました。 

もう一度きちんと確認して、許可よりも等価時間が長くならない方向に見直す必要があ

れば検討していきたいと。そのときにはまた御説明させていただきますので、よろしくお

願いします。 

○小澤チーム員 引き続き規制庁、小澤ですけれども、本日の資料ですと57ページですか、

火災に関して自動火災報知設備の設置状況の説明がございます。感知器の設置状況。配置

図等については、今回資料にはございませんけれども、許可と比較をしたときに、若干設

置状況が異なっていたりとか、煙感知器としているところが熱感知器になったりというよ

うなところが見受けられるんですけれども、そこら辺の事業者としてきちんと認識した上

で申請されているという状況でよろしいでしょうか。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 

 許可をいただいた後、消防のほうからいろいろの御指導をいただきまして、変更となっ

ている箇所がございます。その箇所については事業者としては把握しておりますし、この

申請の中でなぜ変更になったかとか、その辺は御説明させていただきたいと思います。 

○小澤チーム員 規制庁、小澤です。 

 今御説明いただくということですけれども、そういう変更があった点というのは、きち

んと認識して説明するということが申請書も含めて必要ですので、御対応のほうよろしく

お願いします。 

 続いてなんですけれども、本日の資料でいくと31ページ、鉄扉及びシャッター補強に関

するところでございます。これも許可との比較、図はマスキングになっておりまして、わ
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からない状況ですけれども、許可と比較したときに転換工場の原料倉庫側のシャッターも

多分この説明の中に含まれているものと認識しております。この場合、新たに設置された

前室であったりとか、原料倉庫側にもシャッターがあって、そこのところ許可の中では外

側のものについてはF1対策にもつように。内側のものについてはさらなる安全裕度という

ことでF3にももたすようにということで、シャッターを鉄扉化するというような御説明で

あったと思います。 

 そこら辺が今回の設工認を見ると、そのようになっていないような感じに見受けられま

したので、そこのところもきちんと設工認の中で説明していただく必要があると考えてお

ります。 

○三菱原子燃料（中山主幹） 三菱原子燃料、中山です。 

 許可のときには確かに原料倉庫側の建物側のほうは鉄扉に変えるという、そのような説

明をさせていただきましたけども、このシャッターの強度評価をやっていく過程で、シャ

ッターを補強する市販の補強材があるんですけども、それを使いますとF3荷重まで耐える、

そういう補強ができるということがわかりまして、今回の申請では鉄扉じゃなくて既存の

シャッターの補強バーをつけて、それでF3荷重まで耐えるという、そういう申請をさせて

いただいております。 

○小澤チーム員 規制庁、小澤です。 

 そういうことであれば、そこの評価の内容だとか、きちんと説明していただく必要があ

ると考えていますので、そこの点は今後確認していきたいと思います。 

 その評価を踏まえた図がここに載っているわけですけれども、この図、説明のところで

2次申請と同様な補強をしますよという説明があるんですけれども、この実際についてい

る添付図は、2次申請で申請されたときの図と比較しますと、大分その状況が変わってお

りまして、補強バーをどこにつけるのかというのもわからないような状況になっておりま

す。内側なのか、外側なのか両方なのかとか。 

 これ設置すると開け閉めするときにどういうふうに、当然外さないと開け閉めできませ

んから、そういう状況すらわからない状況の図になっておりますので、こういうところを

きちんと2次申請を踏まえて申請していただくようにお願いします。 

○三菱原子燃料（中山主幹） 三菱原子燃料、中山です。 

 承知しました。 

○小澤チーム員 規制庁、小澤です。 
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 最後ですけれども、今何点か許可とのやりとりをやりましたけれども、許可申請書と設

工認申請書で、決してそのとおりでなければいけないということはございませんけれども、

変更があったところというのは事業者として認識していて、こういうふうに変更になって

いるんですよというところを申請書で示すとともに、御説明が必要ですので、よろしくお

願いします。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 

 拝承いたしました。そういったところは、きちんとわかるように説明させていただきま

す。 

○田中（知）委員 あとありますか。 

○大島チーム員 規制庁の大島でございます。 

 今火災でありますとか耐震でありますとか、いろいろやりとりをさせていただきました

けれども、お聞きをしていると許可の段階から具体的に詳細な設計をしていくということ

で、当然その評価に基づいてやっていかれるということだと思いますけれども、我々審査

をする上でどういうふうに変わったのかということをしっかりと書いていただき、かつそ

の書く内容も評価を記載していただけなければ、我々も審査をしようがないということに

なります。 

この辺のやりとりは、第2次申請のときでもいろいろやりとりをさせていただいていた

かと思ってございます。ですので、当然この詳細設計の段階で先ほども品質管理を受けて

いるということではありましたけれども、申請書をどういうふうな形で記載をするのかと

いう観点からは、どうしても欠けている部分があるのではないかということで、そういう

観点で、当然のことながら保安規定等々でも書かれているとおり、いろいろ御社のほうの

核燃料安全専門部会等のレビューを受けたりというところがあると思います。それは評価

の内容のみならず、申請書で十分書いてあるのかどうかという観点も踏まえて、もう一度

必要な確認をしていただいて、場合によっては必要な補正というものもしっかりとしてい

ただいて、対応していただきたいというふうに思ってございます。 

以上です。 

○三菱原子燃料（中島主幹） 三菱原子燃料、中島です。 

拝承いたしました。再確認の上、必要であれば補正申請書に反映させていただくように

いたします。 

○田中（知）委員 あと、よろしいですか。 
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 私から一言、二言。今事務局からありましたが、設工認申請書の作成及び意見書等に関

する品質管理のコメントがありましたが、これは第2次設工認申請の審査でも指摘してい

る事項かと思いますので、事業者としてもここを受け止めて、今回の申請書全体をこれま

での審査での指摘事項を踏まえ、再点検した上で必要な補正申請をお願いしたいと思いま

す。 

 また本日説明があった本申請に関わる事実関係の確認につきましては、今回指摘した内

容を含め、事務局で事実確認を進めていただき、今後新たな論点等があれば改めて審査会

合を開催したいと思います。よろしくお願いします。 

 よろしければ、これで議題1は終了いたします。メンバーの入れかわりがありますので、

数分間程度中断いたします。ありがとうございました。 

(休憩 三菱原子燃料退室 日本原燃入室) 

○田中（知）委員 それでは審査会合を再開いたします。 

 二つ目の議題は、日本原燃株式会社の廃棄物埋設施設に係る審査でございます。 

 それでは日本原燃のほうから、資料2-1-1及び2-1-2、埋設する廃棄体の条件につきまし

て説明をお願いいたします。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 資料2-1-1、2-1-2の埋設する廃棄体の条件について御説明いたします。 

 本資料は、これまでの審査会合でいただきましたコメントを踏まえて修正を行ったもの

でございます。したがいまして変更したことについて御説明をさせていただきます。 

 いただいたコメントにつきましては、参考資料2-1の11ページ目、12ページ目に記載し

てございますが、No.74～No.81とコメントでございます。参考資料もあわせて御覧いただ

ければと思います。 

 まずは資料2-1-1について御説明いたします。4ページ目をお願いいたします。 

こちらはコメントを受けた修正ではございませんけれども、充塡固化体の対象となる廃

棄物といたしまして、均質・均一固化体として製作された廃棄体を破砕したものを含める

変更でございます。こちらにつきましては補正のほうで対応させていただきたいと考えて

おります。 

 5ページをお願いいたします。こちらは第265回の審査会合でいただいたコメントを受け

まして、設計及び評価において考慮すべき廃棄体の内容物について整理したものでござい

ます。許可基準規則の第9条、第10条の適合性を確認する上で必要な情報ということで整
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理いたしたものでございます。 

 13ページをお願いいたします。こちらはコメントNo.74を受けまして、主要な放射性物

質の選定について評価いたしました相対重要度の結果について、各放射性物質の線量が最

大となる時期を表に追加いたしたものです。時期を追加しましたが、基本的には相対重要

度の評価につきましては、時期によらず最大となる線量で評価してございます。18ページ

目まで同じ修正を行ってございます。 

 28ページをお願いいたします。こちらは先ほど御説明した埋設対象として追加する廃棄

体の特性及び製作方法の概念図を整理したものでございます。埋設対象として追加する廃

棄体は、破砕した廃棄物を新たな容器に再収納して固型化して製作されるものでございま

す。 

 引き続きまして、資料2-1-2の補足説明資料1について御説明いたします。 

9ページ目をお願いいたします。こちらにつきましては、コメントNo.79を受けまして、

構成材料中の分析データが検出限界値のみの不純物検出濃度につきまして、検出限界値の

最小値を用いた根拠を記載してございます。分析技術の向上を踏まえて設定したものであ

り、最小値を用いることは妥当であるというふうに考えてございます。 

 29ページをお願いいたします。こちらはコメントNo.75を受けまして、原子炉内での放

射性物質の挙動の評価式について再整理したものでございます。溶出率と放出速度の関係

が明確となるよう燃料と燃料構成材を分けて再整理してございます。 

 30ページも同様でございます。 

 31ページをお願いいたします。こちらはコメントNo.76を受けまして、用いているパラ

メータについて確認した結果、誤記があったということで修正してございます。大変申し

訳ございません。 

 38ページ、お願いいたします。こちらはコメント77を受けまして、原子炉冷却材中のC-

14が無機形態であることの根拠として文献を追加いたしました。文献名については87ペー

ジのほうに記載してございます。 

 62ページをお願いいたします。こちらはコメントNo.80を受けまして、放射能量設定に

おけるBWRとPWRの比率に関する影響について追記いたしました。基本的には設定した放射

能量を管理することで、BWRとPWRの比率が変動したとしても、安全評価結果には影響がな

いというふうに考えてございます。 

 65ページをお願いいたします。こちらは先ほど御説明した埋設対象に加える廃棄体につ



18 

いての記載を加えたものでございます。66ページも同様です。 

 88ページをお願いいたします。こちらはコメントNo.78を受けまして、線量評価に用い

るα核種組成の設定の考え方を整理したものでございます。総放射能量に関しましては、

全αとして設定してございますので、さまざまな燃焼条件におけるα核種の組成変化を考

慮いたしまして、線量評価に用いる代表的なα核種の放射能量を設定してございます。 

 最後になりますが、資料2-1-2の補足説明資料2について御説明いたします。58ページを

お願いいたします。こちらはコメントNo.81を受けまして、濃縮廃液の分析データ数の妥

当性について整理したものでございます。塩素の放射能量設定における許容誤差等を踏ま

えまして、必要なデータとしてはこの30件が妥当であるというふうに考えてございます。 

 簡単ではございますが、御説明は以上でございます。 

○田中（知）委員 ありがとうございました。それではただいまの説明に対しまして、規

制庁のほうから質問、確認等お願いいたします。 

○菅生チーム員 規制庁の菅生です。 

 資料2-1-2についてお伺いします。線量評価なんですけれども、74ページに3号廃棄物埋

設物施設の主要な放射性物質の選定用の放射能量ということで、一覧が載っていますが、

全α核種、7×1010Bqとありまして、そのうちのPu-239を見ると1.2×108Bqという、2桁落

ちぐらいの数字が出ていると。それから親核種のCm-243、Am-243も生成はわずかというふ

うに、この表からは読み取れるんですけれども、一方で線量評価をするときには、α核種

の放射能量のうち、全てをPu-239として評価していると。この評価の仕方として実態の数

値と大分かけ離れた数値で評価されているのではないかと思うんですけれども、その点い

かがでしょうか。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 主要な放射性物質の選定に対しましては、全てのα核種を選定して評価を行いまして、

どういう放射性物質が選定されるかといったようなところを抽出してございます。その上

で、総放射能量につきましては全αという形で設定をしてございますが、その放射能量に

つきまして実際に確認されるときは、やはり全αとして確認されるということで、添付の

ほうには、今日御説明した中に資料の88ページのところから御説明してございますが、や

はりαにつきましては、確認自体は全αでされるということで、さまざまな燃焼条件を考

慮して、その中で全αに占める放射性物質の割合を考えまして、その中で保守的になるよ

うな設定をして、評価をしているということで、その中でPu-239につきましては、ほかの
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類似するαの特性と似ているということで、代表させた評価をしているということになり

ます。 

したがいまして、全ての放射性物質を評価するということではなくて、全αに占める代

表的なα線を出す放射性物質で代表させて評価をしているということになります。 

○菅生チーム員 規制庁の菅生です。 

 代表的なものでということなんですけれども、そもそも代表的にするにしても、大分実

態とはかけ離れていると思うんですけれども、かけ離れていると思っていますか、それと

もこれはかけ離れていないんだという御説明ですか。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 評価といたしましては、確かにPu-239で代表させてございますが、実態と大きくかけ離

れているとは考えてございません。 

○菅生チーム員 規制庁の菅生です。 

 我々が懸念しているのは、全αをPu-239に置き換えるということで、その結果、1万年

後ぐらいにPu-239のピークが現れるということで、万年単位で状態設定をする必要があっ

て、そうすると海水準変動に伴う尾駮沼の河川化ですとか、それから地形変化等とか、そ

ういうのは極めて不確実さが高いという状態設定の中で、線量評価をせざるを得なくなる

んです。 

 その必要性というか、我々は大分大きい不確実性を前提とした評価について、評価する

ことは大変難しいものと思っています。なので、そこにあり得ないようなPuの設定をする

ということが、まず妥当かどうかということを、確認させていただきたいです。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 資料2-1-2の90ページ目と91ページ目に、αの経年変化のグラフを記載してございます

が、その中でやはり全αを占める放射性物質としてはPu-239が大きいということで、この

評価自体、この結果を見てもαをPu-239で代表させて評価するというところは、多少の保

守性は当然ございますけれども、過度な保守性はないというふうには考えてございます。 

○長谷川チーム長補佐 規制庁の長谷川ですけど、少し問題をきちんと整理しないといけ

ないのかなと思っているんですけど、全αに対するPuの割合というのは、多分最も高いん

だろうということで、それはそれでよろしいかと。 

その考えはよろしくて、ただ一方で、これを長期にわたる評価にそのまま全αをPuに置

き換えたものが、果たしてそういうことが妥当なのかといったら、それは決して我々はそ
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うでないと思っていて、全αの中にそもそもPuの割合が高いにしろ、それだけマックスま

で入ることはあり得ない。当然この下のほうに少ないα核種というのがたくさんあるわけ

で、そういうものについては実質的に評価をしたとしても、長期評価の中では有意性がな

いわけで、そういうことも明らかですよね。 

そうすると、この1桁、2桁を皆さんは全αで余裕をとってとか、そういうことを言って

いますけれども、そもそも余裕は燃焼度の中に組み込まれていたり、そういうことを考え

たときに、さらに不確実性が高い長期評価をやったときに、この1桁、2桁を単なる保守的

に見ていますと言われて評価した場合に、今度は逆に尾駮沼の河川化、そういったことの

ほうが大きくなってしまって、実際にはそういうところは1万年後の関係ない議論を我々

はこういう場ですることになっていると。それが無駄じゃないかと言っているわけで、だ

から皆さんはどういう保守性という意味と、評価に対する重要性というのをきちんと理解

して、全αとしての量はほとんどPuが占めているということはわかる。かといって、必ず

しも全部がPuではないことも皆さんわかっているという中で、どう評価に結びつけていく

かというところが重要であって、議論が我々と少し違っていると。 

ですから、評価するときには、きちんとした適切なPuの量を拾って評価しないと、かえ

って無駄なことをやることになると。だから我々はもともと存在量が小さなα核種まで、

長期評価のところに一つ一つ評価しろというふうなことは言っていないわけで、Puを適切

な量で見込んだときには、例えば、今の評価だと、C-14のほうがもっと有意性が高くなっ

て、そういうことを議論すべきじゃないかと。 

ですから、これを違った形でやってしまうと、長期にわたったPuの評価をするんだけれ

ども、実際にはそういうことはあり得なくて、もっと前のC-14というところの辺りを、こ

ういう場できちんと評価をしないといけないのが、全部消えてしまうと。それは問題じゃ

ないかという、そういうつもりで言っているんで、そういうところを少し加味して、この

評価というのを考えるべき。だから、我々は、Puの適切な量を見積もって評価をし直せと

いうことが基本的には要求です。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 コメントの趣旨は理解いたしました。今全αを全てPu-239という、放射能全てPu-239と

して評価してございますが、当然そこには放射性を考慮してそういう設定をしているんで

すけれども、なるべくその現実に合った割合を設定して評価をするということで検討した

いというふうに思います。 
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○田中（知）委員 今のところはいいですか。 

○青木技術研究調査官 規制庁、基盤グループの青木です。 

 今の管理官の質問に関連して、我々のほうでも正しく理解をしたいために、ちょっと基

礎的な質問をしたいんですけれども、74ページの表があって、ここα核種の放射能量は＊

1に書かれている核種を、その子孫核種の寄与を加えた合計値とされていますけども、こ

れどうやって合計されたか。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 αの合計値、基本的には注に記載してございますとおり、＊の付いている放射性物質の

数字を全て合計した値でございます。 

○青木技術研究調査官 規制庁、基盤グループの青木です。 

 それはBqをBqのまま足したということでよろしいでしょうか。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 BqをBqのまま足してございます。 

○青木技術研究調査官 規制庁、基盤グループの青木です。 

 BqをBqで足すというのは、恐らく物理的に何の意味もなくて、特にチェーンが連なって

いるものを足して代表させるということは、よくやることですが、その際にはmolとかgに

換算してやらないと間違うんじゃないかなと思うんですけれども、再度確認ですが、＊1

と書いたものをBqで足し算すると、7×1010という数字になるということでよろしいでし

ょうか。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 大きなBq数を足したものでございます。 

○青木技術研究調査官 規制庁、基盤グループの青木です。 

 であれば、その数字の意味というか、これはどういうふうに我々は全αとして解すれば

いいのかというのを御説明いただきたいと思うんですけども。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 こちらの表は主要な核種、主要な放射性物質を選定するために、設定した放射能量とい

うことで、基本的にはこの数字を用いまして線量評価を行いまして、当然全αとして評価

しているわけではなくて、それぞれここに記載してあります数字でもって線量評価を行っ

て、どの放射性物質が相対的に重要になるかといったようなところを評価してございます。 

そちらが、今日、パワーポイントで御説明した相対重要度の評価結果ということで、そ
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こでどれが重要な放射性物質かといったのを、まず判定いたします。その上で、α放射線

を出すものが抽出されているということで、実際選ばれた主要な放射性物質をα核種とし

て、そのときに申請放射能量を設定するときに全αという形にしますので、そのときに合

計値というものを使って、その数字を目安に申請放射能量を設定するという流れで作業し

てございます。 

○青木技術研究調査官 規制庁、基盤グループの青木です。 

 おっしゃったことは理解したんですけども、これは先ほどの管理官からの質問につなが

ってきて、評価上それにPu、この放射能の違う核種のBqを足したものに対して、Pu-239と

いう、2.4万年の半減期を持つものに全てを当てはめて評価をするということに、どれだ

けの正当性というか、妥当性があるのかというところは、先ほど管理官からの質問があっ

たとおり、検討いただければと思います。 

 以上です。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 繰り返しの御説明になるかもしれませんが、現状の評価では先ほど御説明したとおり、

全αの経年的な放射性物質濃度の変化を踏まえて、全αにつきましては大半をPu-239が占

めるということで、評価上はPu-239で代表させているということになります。先ほどのコ

メントもございましたので、改めてその設定が過度に保守的じゃないかというのは改めて

確認いたしまして、現実に近い設定に変更をすることを、少し検討させていただきたいと

思います。 

○長谷川チーム長補佐 規制庁の長谷川ですけれど、もう一回、我々の趣旨を簡単に言い

ますと、例えば、操業前にドラム缶をピットに入れたりするときに、被ばく評価とか、実

際にはγ線量が効いてくるんでしょうけど、そういうときには近未来の話ですから、被ば

く線量評価というのは例えば全αでやってもいいんですけど、長期になったときに無駄な

ことをしないようにやりなさいという、要するにそういうものをどう評価、評価というの

はいろんな評価があって、その評価に適したようにそれを考えながらやるという、そうい

うことをきちんと考えてくださいという、そういうことなんです。今度それを長期評価す

るときに、1桁、2桁というのが全然変わった様相を示してきてしまうんで、ちゃんと留意

してくださいという趣旨ですので、決して何でも評価、こうすればいいということではな

いですから、そこはまた御留意いただければと思います。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 
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 承知いたしました。 

○田中（知）委員 規制庁側の懸念とするところ、理解いただいたものだというふうに思

います。あと。 

○長井チーム員 原子力規制庁の長井です。 

 今回の資料には直接関係ないんですけれども、今評価という話が出ましたので、評価に

関して関連するコメントをさせていただきたいと思います。 

 前回の4月22日会合で、許可基準規則第13条の地下水位の監視設備について議論をさせ

ていただいたんですが、そのときに地下水位の流れについて分水界というものについて何

点かコメントをさせていただいたと思います。これについてコメントをさせていただきた

いと思います。 

 前回の資料では分水界というものを地図上に線を引いていたんですが、これがどの程度、

この線というものは正確なものかというのが疑問に感じておりまして、前回の資料で示し

た線というのは、実際の線というのはどの程度の幅があって、何mぐらいのことを言って

いるのかというのがちょっと疑問に感じているんですが、まずその点について可能であれ

ば説明していただけないでしょうか。 

○日本原燃(佐々木計画開発部長) 日本原燃の佐々木でございます。 

 私どもが引いております分水界は、当然まず地下水位の測定、あるいは間隙水圧の測定

に基づいて、そこはまず一番重要なデータでございますが、それとあわせて地形等も考慮

して地下水位面の等高線図を作っております。 

基本は観測データに基づきますので、観測データは一番幅が広いところで250mの格子状

の点で、敷地全体を網羅するように測定をしておりまして、場所によりましてはその中を

補完するような測定をしておりますので、その精度という意味では、観測孔と観測孔の距

離、その範囲内では分水嶺の位置、分水界の位置は動き得るという、そういう精度のもの

でございますので、例えば、観測孔の位置が粗いところでは250mぐらい動くこともあり得

るし、観測孔が密に入っていればもう少し精度が高いと、場所場所によって変わるんです

けども、そういったようなものでございます。 

○長井チーム員 原子力規制庁の長井です。 

 今の話ですと、この分水界というのはかなり幅があるようなんですけれども、今回の評

価において、南側の地下水は尾駮沼の方に流れ、北側の方、老部川の方には流れないとい

うことを前提で評価をするのであれば、やはり正確な分水界を示す必要があると思うんで
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すが、いかがでしょうか。 

○日本原燃(佐々木計画開発部長) 日本原燃の佐々木でございます。 

 現在の申請書では施設を通過したものが敷地の中央の沢の方へ流れて、尾駮沼の方に行

きます。つまり南の方へ行きますというのが前提で線量評価を御説明してございます。そ

の中に少し説明が不足しておるかと思いますけれども、南側の方に行くこと、代表的な流

出先を南側として、線量評価をしているというのが現状の申請書の考え方ということでご

ざいます。 

 もう少しそこを正確に記載するとなりますと、主に南側に流れるということになります

ので、分水界の不確実性を考慮すると、例えば、何割かは北に行く可能性もあるとして、

その前提で評価をするというのが一つの御説明の方法かと思っております。 

ただ結果的に北側に行きますと、南側よりも希釈水量の大きい川が流れておりますので、

北側に流れたほうが南側に行くよりも希釈水量の大きい川のほうに流れますので、もし分

けて評価をしますと、結果的には線量が下がるということにはなります。そういうのを含

めまして、全部南に行くとして、代表するという形で今は評価の結果を示してございます

が、その辺の考え方も含めて整理して、御説明をさせていただければというふうに思って

おります。 

○長井チーム員 原子力規制庁の長井です。 

 今の話ですと、現時点で分水界の正確な位置を示すのが難しいとも思われるようですが、

その場合ですと、どの程度幅があるのかというのも示していただいた上で、施設の一部に

その線がかかる、その不確かさな幅の分がかかるのであれば、やはり一部が北側にも流れ

るという評価をしていただく必要があるかと思われます。その結果なんですが、当然基準

を満足しないようなものであれば、総量を減らすとか、埋設地の場所を変更するというよ

うな検討も必要かと考えられるんですが、この点についてはいかがでしょうか。 

○日本原燃(佐々木計画開発部長) 日本原燃の佐々木でございます。 

 分水界の位置の不確実性に基づいて、結果としてどういう評価をするかはもう一度整理

はさせていただきますが、まずその不確実性に基づいた評価をきちんと行いたいと思いま

す。 

結果ということでは、先ほど申し上げましたように、どちらかというと希釈水量のより

多いところに分けて流すことになりますので、線量は下がりますので、今入れているもの

が入れる量を減らさなければいけなくなるというようなことはなくて、そのままやります
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と逆に線量が下がる方向になります。そこも踏まえて、ただ代表して線量が大きくなるよ

うに、評価としては線量が厳しくなる方向に全部流れるとして、評価結果をお示しすると

いうことも一つの方法かとは思いますので、ちょっとそこは整理をいたしまして、どうい

う表現、どういう御説明がいいかどうかと、整理して改めて御説明したいと思います。 

○長井チーム員 原子力規制庁の長井です。 

 あともう1点なんですが、これは前回の審査会合でも指摘した内容ではあるんですが、

仮に評価の結果、基準を満足する場合でも、やはり分水界周辺の地下水の流れについては

継続的に監視をするべきだと考えておりますが、いかがでしょうか。 

○日本原燃(佐々木計画開発部長) 日本原燃の佐々木でございます。 

 敷地全体の流動方向というのは評価の大前提になってございますので、現状も今の許可

申請書で、私どもが前提としたその流れが変わっていないということを、監視の中で見て

いくというふうには考えてございますので、今回のこの御説明でどの程度不確実性がある

かということに、もう少し明確にはさせていただきますが、仮に一部が北側に行くことが

否定できないということになったときに、その状況をどういう精度で今後ずっと監視し続

けるかというのは、その結果として、その影響がどうであるかということも踏まえて、必

要な精度で監視はするということになろうと思っております。それですので、今回改めて

その流動方向も踏まえた評価の御説明を見直した上で、それに必要な監視を行う。現在も

監視を行うことになっておりますが、その監視の精度ですとか目的はそれに応じて必要で

あれば見直しはしたいと思います。 

○長井チーム員 原子力規制庁、長井です。 

 この分水界については、今回の審査のスケジュールでいきますと、8月末ぐらいにコメ

ントを踏まえた回答をいただくというふうになっておりますので、今日のやりとりも踏ま

えてきちんと対応していただければと思います。 

○日本原燃(佐々木計画開発部長) 日本原燃の佐々木です。 

 承知いたしました。 

○田中（知）委員 あと、はい。 

○山田首席技術研究調査官 規制庁の山田でございます。 

 今の件に関連して、少し補足をさせていただきたいと思います。 

 まず観測のお話、長井のほうから申し上げましたけれども、そちらのほうも冒頭でおっ

しゃられたように、データで示すということが重要だと思いますので、現在の観測の範囲
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ということも踏まえて、必要であれば追加をして、この継続的に観測するとかということ

を是非お考えいただきたいということです。 

 それと評価の結果につきましては、結果はまたお見せいただいて判断したいというふう

に思いますけれども、一つございますのは、今、施設中央の川のほうであるとか、それか

ら尾駮沼のここの水の利用というのは、事実上、少なくとも今は原燃の敷地の中ですので、

ないところでございますので、そこのどういう利用をされるかというのは、いわば仮想的

な集団に対して行われるものだということになります。 

 一方で、北側の老部川のほうに出ますと、現在そこに人が住んでいて、水が利用されて

いるところのお話ですので、そこの集団については現状を注意深く踏まえて適切に設定さ

れるべきだというふうに思います。 

○日本原燃(佐々木計画開発部長) 日本原燃の佐々木でございます。 

 その点も含めて検討いたしまして、また御報告させていただきたいと思います。 

○田中（知）委員 よろしいですか。あとありますか。 

○山田首席技術研究調査官 規制庁の山田でございます。 

 別の観点で質問をさせていただきたいと思います。 

 本日の資料の4ページのところに、廃棄体の固型化材料が載ってございます。＊2のとこ

ろ、ここにセメントの充填材、または固型化材料のJISの規格が載っておりますけれども、

こちらはいずれも1992年の規格でございまして、現在の規格とはかなり変わっているとこ

ろがあります。使える材料の幅であるとか、変わっています。そういったものを一方で廃

棄体の特性としまして、評価の中で収着性能を見込む、そういった機能を見込んでいると

思いますけれども、その関連でこういった材料の変化というのをどうお考えなのかをお聞

きしたいと思います。 

 あわせてですけれども、今日の後の資料になりますけれども、埋設するピット、それか

ら充填材、こちらに使われている材料につきましても、こちらの仕様で決まっているわけ

ではございませんが、使われている材料が当初のものと、それから現在使われているもの、

ピットの材料が変わっているところがあるかと思います。そういったものについて重要な

特性である分配係数というのを、どういうふうに確保されているのかということのお考え

をお聞かせいただきたいと思います。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 一度、第9条の御説明のときには御説明したと思うんですけれども、セメント系材料に



27 

つきましては、基本的にはこれまでの廃棄体製作ですとか、あるいは埋設設備のほうに使

われた材料を当然考慮いたしまして、その中でも代表的なものを選定して、分配係数の設

定ですとか、あるいはその化学的な影響の評価については実施してございます。 

こちらにつきましては、また改めて第9条の御説明のときに、どういった観点でそうい

った材料の選定をしたのかといったところは、御説明させていただきたいというふうに考

えてございます。 

○山田首席技術研究調査官 規制庁、山田でございます。 

 今の「代表的な」ということがどういうことかということですけども、力学的な特性だ

とか、幾つかその特徴がございますけれども、その中の一つには先ほど申し上げました分

配係数としての特徴というのがあるかと思います。 

そういったときに使われる混和材も含めて、それから例えばポリマーセメントといって

も、その中ですごく種類もあれば幅もある、産地もある、そういったものに対してどう代

表性というのをお考えなのか。それが既に分配係数に対してどう影響があるかと把握され

て、その中でどう設定されたのかということであれば、そこをお聞かせいただきたいと思

います。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 分配係数の設定に関しましては、基本的には固相の成分によって支配されると思ってお

りますので、そのセメントの種類によってどういった鉱物が生成されるのかといったとこ

ろを考慮して、じゃあその中でどういった材料のデータを設定値にするべきかといったと

ころを、そういったところを踏まえて設定してございます。こちらにつきましては今日資

料がございませんので、改めて御説明を今後予定しています第9条の御説明の中で、分配

係数の設定の考え方ということで、どういう材料を考えて、あるいはどういった材料のデ

ータを使って設定しているのかといったようなところは、詳しく御説明させていただきた

いというふうに思います。 

○入江主任技術研究調査官 規制庁、入江でございます。 

 今のところで1点だけ、今度、次回といいますか、その辺説明していただけるというこ

とでございますけども、そうしますとこの1号、2号、ずっともうここ30年近く経過をして

いるんですが、まずその中で材料は変わってきているという理解をすればよろしいんでし

ょうか。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 
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 材料は一部変わってきているものがございます。 

○入江主任技術研究調査官 規制庁、入江でございます。 

 そうしますと、いろんなベースとなるセメントとか、化学混和材、有機剤みたいなもの

は順次変わってきているんだけども、その中で分配係数を確認して、当然保守的といいま

すか、そういうエビデンスを捉えた中で、評価値として使われているという認識を持てば

よろしいんでしょうか。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 これまでの材料がどう変わってきたかといったようなところも踏まえまして、今セメン

トの分配係数については設定してございますので、その辺りをもう一度詳しく御説明させ

ていただきたいと思います。 

○長谷川チーム長補佐 規制庁の長谷川ですけれども、今の説明、今度説明ということで

すけれども、多分もうデータがあるんで、次回にも説明してもらいたいんですけど、我々

言っているのは、これまで使った材料に対して、それぞれKdの分配係数をきちんと測定し

て、そのデータを持っているといえば、そういうことでよろしいですか。そういう認識な

のか、使った配合だけ持っているけれど、Kdは測ったことがないとか、Kd測っているんで

すよね。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 全ての材料かどうか、ちょっと確認いたしますが、変更があった材料につきましてはデ

ータを取得してございます。 

○田中（知）委員 あといいですか。 

○長谷川チーム長補佐 規制庁の長谷川ですけれども、今我々が考えているのは、当然コ

ンクリートとかモルタル打ったりするときに、その時代とかその場でいろんな配合という

のは変えていいものだと我々思っていて、なので、このKdの値を設定は自ら自由にしてい

ただいて、我々よろしいのかなと思っているんです、許可では。 

それをきちんと施工時に担保するようにデータをとって、それを確認するというような、

そういう仕組みをきちんと持っていったほうがいいのじゃないかなと思っているので、だ

から許可の時点で、その配合はこういう配合でやりますというのを、だったら改めてこれ

ぐらい出るという、そういう話はもう特段する必要はなくなって、性能をきちんと満足す

るようなことを自らやって、そのデータをきちんと持ってやるという、そういう形をとっ

ていくのがいいんじゃないかなというふうに、今思っていますので、そういうことも踏ま
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えて整理をしていただくということと、あとは廃棄体の中にも充填材やりますけど、これ

も結構Kdの値は実際にはいろいろ評価で効いてくるんですけど、これは実際には廃棄体、

電力のほうでつくっているわけで、このKdの値を一方で原燃が埋設する時点で、どう担保

していくかというのも、また一つの問題なので、そういうところをひっくるめて今日のコ

メントを含めて説明をして、少し1，2号のやり方と変えてもいいんじゃないかなというふ

うに思っていますので、そこの話を含めてよく御検討して、次回説明していただければと

思います。 

○日本原燃(小澤グループリーダー) 日本原燃の小澤でございます。 

 承知いたしました。 

○田中（知）委員 あと、よろしいですか。 

 じゃあ今いろいろとこちらから指摘したこととも関係いたします三つだけ述べさせてい

ただきます。 

 まずトータルのα核種の放射能量につきましては、全てをPu-239として設定するのでは

なくて、廃棄体中の含有実態等を踏まえて設定値を整理し、それを踏まえて線量評価の説

明をお願いしたいと思います。 

 二つ目ですけども、水利につきましては、本日の意見を踏まえ、分水界の位置の確から

しさを説明した上で、評価条件の設定、埋設地の規模や埋設場所の妥当性を整理し、次回

以降に説明をお願いいたします。 

 三つ目ですけれども、ピットの充填モルタルなどの分配係数につきましては、申請書へ

の記載内容と後段の施設確認や廃棄体確認での確認内容との関係を整理し、次回以降に説

明をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。お願いします。 

 よろしければ、次は資料2-2、想定される自然事象・人為事象の選定についてでござい

ますが、説明をお願いいたします。 

○日本原燃（福住グループリーダー） 日本原燃、福住です。 

 資料2-2、想定される自然事象・人為事象の選定についてを御説明いたします。 

 1ページ目に示しておりますように、前回の審査の中では3点コメントをいただいており

ますので、その回答箇所を中心に説明してまいります。 

 2ページ目、御覧ください。ここで許可基準規則との関係という意味で、第六条及び第

九条第二号との関係を少し整理しております。 

3ページ目、御覧ください。これは許可基準規則を受けまして、当社として安全機能に
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関する考え方を整理しております。事象選定におきましては、廃止措置開始前と廃止措置

開始以後に分けて自然現象等を選定することといたしました。これに伴いましていただい

ていましたコメントの覆土完了以降から廃止措置開始前までの期間についても、人為事象

について選定いたします。 

4ページ目を御覧ください。選定の考え方を少し整理してございます。自然現象等を国

内外の基準及び文献から網羅的に抽出し、立地特性、地質調査結果及び埋設設備や自然現

象の特徴等を考慮して、廃棄物埋設施設の安全性に影響を及ぼさない事象は除外します。

そして詳細評価すべき事象を選定します。また、廃止措置開始以後につきましては、自然

現象を選定するとともに、土地利用による人間活動を考慮して生活環境の状態設定を行い

ます。本資料の説明箇所は赤枠で示しておりますが、今回選定しました事象に対しまして

は、第六条及び第九第二号における適合性の説明の中で、詳細説明を行うことといたしま

す。 

5ページ目以降、緑字にて前回の会合以降の記載の充実化を図っておりますので、あわ

せて御確認願います。 

7ページ以降に、具体的事象の選定結果を示しておりますが、前回の説明時点から2点、

整理方法を改良してございます。1点目は事象を大きく四つ、プレート運動に起因する事

象、気候変動に起因する事象、その両者に起因する事象、及びその他の事象に区分して整

理してございます。また2点目、冒頭で説明しましたように、評価期間を廃止措置開始前

と廃止措置開始以降に分けて整理してございます。 

最後、飛びますけれども、18ページ、19ページにこれらの選定結果を取りまとめてござ

います。いただいております近隣事例との整合性も含めて整理することというコメントを

踏まえまして、特に第六条第一項に関係するところでございますが、覆土の液状化、生物

学的事象、塩害等の三つを追加しました。 

説明は以上になります。 

○田中（知）委員 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対しまして質

問、確認等お願いいたします。 

○金岡チーム員 規制庁の金岡でございます。 

 今回御説明いただきました内容で、自然事象について10事象ということで、3事象、液

状化、それから塩害、生物学的事象については、今回初出しでの増加ということになりま

すので、おっしゃられましたけれども、第六条の説明の際に具体的な対策というものの内
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容をお聞かせください。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○日本原燃（福住グループリーダー） 日本原燃、福住です。 

 了解いたしました。 

○田中（知）委員 あと、いいですか。 

 本日は想定される自然現象と人為事象の選定につきましては、当方からの指摘事項につ

いて回答いただきました。事務局においては引き続き申請書の内容を確認し、必要があれ

ば審査会合を開催したいと考えます。よろしいでしょうか。 

 それでは、次の資料2-3、1，2号排水監視設備からの排水実績と閉じ込め機能の健全性

につきまして、説明をお願いいたします。 

○日本原燃（福住グループリーダー） 日本原燃、福住です。 

 資料2-3、排水実績について御説明いたします。 

 本資料は、第十条廃棄物埋設地の説明に関わるものとして、操業中の1，2号の排水監視

設備からの排水量の実績データ及び閉じ込め機能の健全性の概要について説明するもので

す。 

 1ページ目に、まず基本的な考え方を整理してございます。埋設設備は覆土完了までの

間、外周仕切設備及び覆いの水密性により埋設設備内への水の浸入を抑制しております。

埋設設備内に浸入した水は、廃棄体に接触する前に排水監視設備により埋設設備の外に排

出して回収できる構造としております。また回収した水につきましては、放射性物質濃度

の分析も行っております。 

 排水監視の方法について少し説明します。週1回の頻度で排水監視設備の排水管出口に

取りつけました20Lの採取容器により埋設設備からの排水を回収しております。1週間当た

り排水管ごとで20Lを超える排水があった場合、または超えることが予想される場合には、

監視・採取頻度増加及び排水管バルブの開閉操作になどによって監視強化を行います。詳

細につきましては補足-1「排水監視設備の監視強化について」というものを添付しており

ますので、御参照願います。 

 続きまして4ページを御覧ください。3章におきまして、排水量について四半期ごとに整

理してございます。詳細は添付1の排水実績一覧表を御確認願います。またこの一覧表に

は保修実績についても記載しております。その保修工法の概要につきましては、補足-3に

整理してございますので、あわせて御確認願います。 
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 表中に①～⑪のナンバリングを行っておりまして、これにつきましては4ページ～6ペー

ジでその時期ごとに対しまして少し説明を加えております。1，2号ともこれまでの排水中

に放射性物質は検出されておりません。また2018年度末時点では、監視強化対象の箇所は

ございません。 

 6ページ以降について説明いたします。これまで排水実績を踏まえまして、配合及びひ

び割れ制御対策の工夫も行ってきております。また点検結果等に基づきまして、保修を行

うことで排水量の低減も確認しております。しかしながら保修を行っても排水が継続して

いる埋設設備が幾つかございますので、その代表例としまして1号4-C埋設設備を取り上げ

て、7ページ以降で整理してございます。 

 7ページ以降の説明いたします。まず1号4-C構築前までの経緯について、少し説明させ

ていただきます。 

1号1群～2群の埋設設備におきましては、側壁にひび割れが発生して、モルタル充填後

にもそのひび割れの数が増加する事象が見られました。当時のひび割れの発生原因としま

しては、「外部拘束による温度応力」、「乾燥収縮」。また充填後につきまして「モルタ

ル充填に伴う温度応力」、「モルタル液圧」、「モルタルの乾燥収縮」などの要因がある

と考察しております。 

 これを受けまして、1号3-A以降の埋設設備に関しましては、覆い及び側壁に対してひび

割れ制御鉄筋を配置いたしました。さらに保修としましてもひび割れ注入工及び表面被覆

工を行った結果、排水量が低減されました。 

 続きまして11ページ、お願いします。2001年以降の状況について、少し説明します。

2001年度から排水が再発しております。この原因としましては、1号の5-Aで覆いの側部の

ひび割れからの浸入が生じております。これの原因と同様と考えております。この1号5-A

の覆いの側部のひび割れといいますのは、覆いの温度効果に起因しまして、覆いと側壁の

かみ合わせ部に応力集中が生じ、ひび割れが発生したことによるものと推定されておりま

す。2007年度には表面止水工を行うとともに、メッシュ部の保修も実施しまして、排水量

は大きく低減しております。 

 12ページ御覧ください。2010年以降、再び排水が始まります。覆いの目地部及び側部の

表面止水工による保修も実施しました。現在も排水は続いている状態です。 

 15ページ、16ページでは、1号4-Cについて、降雨量と排水量の関係を整理してみました

が、それらに相関があるかどうかまでは明確にはわかりませんでした。 
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 17ページで排水のルートについてまとめてございます。この中で特に底版からの排水に

つきましては、底版の状態を確認することはできておりませんので、ひび割れの発生やそ

れに伴う排水の可能性は否定できませんが、これにつきましては補足-2としまして、外周

仕切設備、底版からの地下水の浸入の可能性についてという資料で整理しておりますので、

あわせて御確認願います。 

 17ページの5章以降で、少し排水実績と閉じ込めに関する考えを整理しております。5-1

の中では、一番下の矢羽の中で、セメント系充填材、廃棄体と外周仕切設備の間を充填す

るセメント系充填材について整理してございます。あわせて添付-2のセメント系充填材の

性能についてというものをつけておりますので、参照を願います。 

 18ページに行きます。二つ目のレ点で、排水管設備の排水能力について少し整理してご

ざいます。ここではポーラスコンクリートの透水係数を品質管理基準の下限値からさらに

ワンオーダー保守的に評価した排水能力を示してございます。これは、これまでの排水実

績で得られる値に対しては、十分に余裕があることを確認してございます。 

 それから18ページの5-3に少しまとめてございますが、排水監視設備に浸入した水の量

が排水監視設備の排水能力より小さければ、廃棄体周囲のモルタル層は不飽和状態となり

ます。放射性物質は極めて移行しにくい状態を維持できると考えてございます。覆土施工

中には、周囲の地下水が上昇し、排水監視設備へ浸入する流量が増える可能性もございま

す。 

この場合に排水監視設備の排水能力を超え、廃棄体周囲のモルタル層は徐々に飽和状態

になることも想定されます。仮に飽和になったとしましても、放射性物質は不飽和状態よ

り移行しやすくなりますが、外周仕切設備及び覆いの外から排水監視設備の方向、つまり

中側へ水が流れる状態でございますので、浸入した水は排水監視設備から回収され、管理

いたします。そのことから閉じ込めとしては問題ない状態であると考えてございます。 

 5-4につきましては、管理面、保修の考え方についても少し整理してございますので、

あわせて御確認いただければ幸いです。 

 説明は以上になります。 

○田中（知）委員 ありがとうございました。それではただいまの説明に対しまして、規

制庁のほうから質問、確認等お願いいたします。 

○藤田技術研究調査官 規制庁の藤田です。 

 事実確認をいたします。こちら外周仕切設備、それから覆いについてですけれども、実



34 

際問題として、これまで多くのひび割れが発生してきたということでよいでしょうか。 

○日本原燃（福住グループリーダー） 日本原燃、福住です。 

 多くというところが、程度がいろいろあるかと思いますが、ひび割れ発生してきており

ます。 

○藤田技術研究調査官 ひび割れが発生したということですね。 

 もう一つ事実確認をいたします。外周仕切設備、それから覆いにひび割れが発生したこ

とに伴って、水が浸入していることについては事業者としても確認していると、そういう

認識でよろしいでしょうか。 

○日本原燃（福住グループリーダー） 日本原燃、福住です。 

 そういう認識でいいです。 

○藤田技術研究調査官 規制庁の藤田です。 

 それからひび割れの保修について、その位置づけについて伺います。ひび割れに対して

何度か設備表面の保修を行っているようですけれども、それは施設確認の一環、つまり外

周仕切設備等を随時点検し、放射性物質の漏えい等のおそれがあると認められる場合、防

止するために必要な措置を講じるという、施設確認の一環として実施してきたのでしょう

か。 

○日本原燃（福住グループリーダー） 日本原燃、福住です。 

 施設確認の一環ではございません。我々、自主として保修しております。 

○藤田技術研究調査官 自主的にということ。これは何かに基づいてではなくて、自主的

にやったという位置づけですか。 

○日本原燃（福住グループリーダー） はい。 

○日本原燃（工藤課副長） 日本原燃の工藤でございます。 

 「自主的に」と申しましたのは、我々のほうで事業許可を受けた後に、保安規定の認可

を受けまして、操業開始するということになっておりますので、その保安規定の中の保修

という情報がございますので、そこに当てはめて実施しているということでございます。 

○藤田技術研究調査官 規制庁の藤田です。 

次に、ピット内の充填モルタルについて伺いたいと思います。充填モルタルの状況につ

いては、こちらどのように考えていますでしょうか。 

○日本原燃（福住グループリーダー） 日本原燃、福住でございます。 

 ピット内の充填モルタルの状況でございます。添付資料2でございますが、6ページに1
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例ではございますが、2号6-B埋設設備における確認状況ということで、付けてございます。

セメント系充填材に大事なところはしっかりと廃棄体とのすき間を充填できること。あと

できるだけひび割れを少ない状態であることということを考えておりまして、しっかりと

充填できていることは表面確認してございます。よろしゅうございますか。 

○藤田技術研究調査官 ピット内の充填モルタルについてですけれども、こちら多分添付

2のほうに詳しく書かれているかと思いますが、例えば添付2の6ページのひび割れスケッ

チ図、それから次のページ、ひび割れスケッチと及び写真というところがありますけれど

も、こちらを見た上でひび割れは表面付近だけで、中まで入っていないと、これどのぐら

い自信を持って判断されているんでしょうか。 

○日本原燃（宮本グループ担当） 日本原燃の宮本でございます。 

 充填材に発生するひび割れの要因につきましては、添付2の資料の中で御説明しており

まして、その発生要因から考えると、上部にある充填材の外への40cmございますが、それ

を貫通するようなひび割れはなっていないというふうに考えております。 

○入江主任技術研究調査官 規制庁の入江でございます。 

 今の御回答に対して、幾つか確認をさせていただいたんですが、ひび割れが出ていない。

それと充填性もできているという御回答があったんですが、確かに添付2の2ページ目を見

ますと、「十分に充填できており」という文言が最後の2行目にございますが、そこは、

これはあくまでも定性的に言われているだけであって、ここで非常に重要なのは、水が入

って廃棄体と触れて外に放射性物質が出ないということが、いわゆる要求性能になります

ので、それが見えるような形での技術的な提示といいますか、エビデンスを出していただ

く必要があるんだろうというのが1点。 

 それと表層ひび割れに関しましても、表層の目視での評価をされているということです

が、確かにここで乾燥収縮のひび割れとか自己収縮のひび割れが幾つですよというような

実験レベルのデータが示されていますが、これ9ページ目でも同じなんですが、マスコン

の温度が実験室レベルでは25℃下がっています。非常に低熱のセメントを使っていますよ

という言い方をされている一方で、実態としては、降下量は9.6℃ということで、それは

それでいいと思うんですが、ここで前半ではマスコンという評価をしているにもかかわら

ず、後半ではマスコンじゃないという言い方をされていて、非常に矛盾をしている表現に

なっていると。 

 つまり実態は廃棄体が入っているので、温度分布が非常にばらついているというふうに
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考えるのは一般的であるというふうに考えますので、マスコンとして評価をすべきなのか、

そうじゃない評価をすべきなのかというのは、ここは統一的な見解を示していただかない

と、先ほどひび割れが入っているとか、充填性というのを含めて、ちょっとエビデンスに

なっていないんじゃないかなということです。 

 それと、先ほどひび割れに関しては、多分日本コンクリート工学協会の算定式等を使わ

れているんだと思いますが、10ページ目の真ん中のちょっと上のところで、ひび割れ発生

確率というものが算定するのが学会等で提示されていまして、かなりいい精度で現在では

できるというふうに我々も認識はしているんですが、ここで1.2、要は1以上だからいいよ

というような言い方なんですが、具体的にひび割れ発生確率は何％というような評価をさ

れていますか。5％以下ぐらいが、ひび割れが発生しないというのが一般的な評価になっ

ていると思うんですが、事実ここは何％というふうな計算値をお持ちでしょうか。 

 以上。 

○日本原燃（福住グループリーダー） 日本原燃、福住です。 

 幾つか御指摘をいただきました。定性的な評価で定量的ということですね。実際のピッ

トに対するひび割れの評価とおっしゃったかと思います。実態としまして全てのピットで

表面充填後に確認してございますわけではないので、少し我々今の回答に対する回答の仕

方、検討させてください。よろしくお願いします。 

 あとマスコンで評価するべきなのか、そうでないのかという点、まさに廃棄体のところ

に熱がとられるということで温度上昇をどう捉えるかというところにつきましては、申し

訳ございません。ちょっと整理の仕方が悪いところがございますので、これも一旦整理し

直させてください。 

○入江主任技術研究調査官 規制庁、入江でございます。次回以降提示をお願いします。 

 それともう1点、添付2の13ページ、14ページ目に充填材のひび割れ図というのが提示を

されていますが、先ほど御説明ありましたように、上部スペーサーブロックの固定してい

るところから発生をしていると。絵を見るとそういうふうになっている。これは基本的に

廃棄体が浮き上がりとか、多分そういうことを押さえているスペーサーというふうに考え

ているんですが、そうしますとここにひび割れが入っているということは、このスペーサ

ーを通じて水道が一般的に考えられるんですが、そういうふうな認識でよろしいんでしょ

うか。 

○日本原燃（福住グループリーダー） すみません。日本原燃、福住です。少し誤解があ
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る資料になってございまして、申し訳ございません。 

ここにつきましては試験でやったものでございまして、スペーサーブロックを押さえて

います鉄筋のところにまで充填材が回り込んで上がったもので、その関係で下から上がり

ますので、どうしてもひび割れが鉄筋の辺りから伸びたということがございます。実際に

は鉄筋のところまで上がらない、充填材のところで終わるように施工していますので、実

態のところとしてはもっと少ないと考えてございます。 

○入江主任技術研究調査官 規制庁、入江でございます。 

 もう一度確認しますと、この上に充填モルタルがあるからというようなことだと思うん

ですが、もしそこにひび割れが入ってしまえば、下はある意味ちょっと表現悪いんですが、

ツーツーのひび割れが入っているというようなことになってしまうんですが、それでよろ

しいですか。 

○日本原燃（福住グループリーダー） ですから、この実態としては、先ほどの説明が伝

わりにくかったので、3点ほどしゃべらせていただきます。 

 1点目は、実際の鉄筋のところまで上がるような構造にはしてございませんので、鉄筋

から伸びるというところは非常に少ないかと思っております。表面のひび割れの原因のと

ころにつきましては、8ページのところに宮本のほうも少し話もしましたが、四つほど原

因を分析しております。降下時の組成流動変形というものを充填材下のほうへ流し込みな

がら上に上がっていく、そういう構造の中でのひび割れでございます。ですので見たらこ

の間、この前につけておりますが、2号6-Bのところで観測した感じでは、それほど深いも

のとは見てございません。 

 また、その上に実際の施工としましては、流しのコンクリート、別塗りですけれども、

それを表面にしまして、プラ管を引いていくという構造になりますので、必ずしも下へツ

ーツーということではないかと思います。 

 また、ひび割れの位置でございますけど、大事なところは廃棄体のふたのところに伸び

ていくかということでございますので、そこまでの懸念はないのではないかと考えてござ

いますが、もう少し説明の仕方は工夫したく思っております。 

○入江主任技術研究調査官 規制庁、入江でございます。 

 我々別にひび割れがどこに入って、どういうふうになっているということを解明してほ

しいと言っているわけではなくて、ここで求められている閉じ込め機能とか、そういうも

のを判断する上で事実関係としてどうなっているかということでございますので、今幾つ
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か質問したものに対する御回答はいただいている部分ありますけども、そういうものはこ

の資料にちゃんと明記していただかないと、どう見てもひび割れが入ります。当然入るん

でしょうけど。 

で、今対策をしました。だけどまだ漏れていますというような報告書ですので、閉じ込

め機能としては満足できていないというような判断に、この資料だとなってしまう可能性

があるんですけども、それが正しいかどうかは、そこはきっちり示していただく必要があ

ろうかと思います。 

○日本原燃（福住グループリーダー） 日本原燃、福住です。 

 ありがとうございます。コンクリート構造物ですので、ひび割れをゼロとか、そういう

ことは非現実的ではございますが、その辺の考え方、ここに載せております根拠ですとか、

そういったところを踏まえてもう少し我々の評価とか、その辺を充実させていきたいと思

います。 

○長谷川チーム長補佐 規制庁の長谷川です。 

 今の話と関連して、規則の関係ですと、少なくとも埋設が終了するまでの期間は、放射

性物質を埋設地の限定された区域に閉じ込める機能を有するということが要求としてあっ

て、限定された区域というのをそれぞれのピットの構成部材との関係でどう考えているん

ですかという、これは次回でもいいんですけど、そういうところをきちんと整理して、一

方でコンクリート構造物ですから、もうひび割れが入るというのは前提となって、皆さん

もその間から水が浸入するおそれがあって、ポーラスコンクリート部をつくって、それが

できるだけ廃棄体のほうに流れないような工夫をしていたり、できるだけひび割れが入ら

ないような配合で充填材を打ったり、さまざまな工夫はされているということだと思いま

す。 

 一方で、今の観測をしている中で、多分かなり雨水は入っているんだろうと思うんです

けれども、実際に放射性物質が出てきているわけではないんで、放射性物質の閉じ込め機

能としては全体としては機能していると。そういうふうに見るんだろうというふうに思っ

ているんですけれども、当初の考え方よりも、先ほど自主的にいろんな保修をしていると

いうふうに言っているんですけれども、そもそも当初の設計よりも、まず設計して実際に

つくってみると、思うようにひび割れが制御できていなかったりして、実際思っている以

上に水の浸入があったりというのは、多分もう皆さんおわかりだと思って、我々そう思っ

ていて、ある程度仕方がないことなんですけれども、実際にいろんなポーラスコンクリー
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トがその下からちゃんと水が流れているかといったら、中でも割れているすき間から少量

かもしれない、こんな量は、実際にはよくわかりませんけれども、ゼロじゃないことはみ

んな明らかなわけで、これをゼロですという説明をするほうがナンセンスなわけで、ある

程度廃棄体のほうにも水の浸入はあるというのが普通の見方だろうと。ただし、現状では

放射性物質はまだ出てきていないという、そういうことだろうと思っていて、そういうと

ころの整理を、まずきちんとしてもらうということ。 

 それと、ここから先も結構大事なんですけど、埋設を完了するまでにというのを、なる

だけピットの中に水を入れないということを言っているわけで、この後、覆土はベントラ

イトとか、もっと水が入りにくいもので覆って、そういうことを最終的につくっていくわ

けです。 

結局、それまでのピットをやるまでいろんな工事があるから、その間に水の浸入をなる

だけ防ごうという考えだと思うんですけど、皆さんはそういう考えを持っていながら、前

回も言いましたけれども、一向に覆土をしない。さらに今回の申請では覆土をする期間ま

で延ばしてきているというような、一方でまた変なことをやっているわけで、水が浸入し

ていることが明らかで、皆さんは自主的とはいうものの、実際にお考えじゃないとも思っ

ていますけれども、ひび割れ保修を何度も繰り返してやっているというんですから、もし

やるんだったらもっと抜本的なことをきちんと、設計とちょっと違ってきているわけです

から、もっと抜本的なことをやって、期間を延ばすか、もしくはさっさと覆土をしたほう

がいいという。 

 だから全体の設計とやっていることとか、実際に起こっているということが、全部が美

しく説明できるのかといったら、実はそうでもないんじゃないかなと。実態を踏まえてき

ちんとよく整理をして、この問題、今やっている、あと20年ぐらい覆土しませんと。全体

的には、40年以上覆土しませんといっているのは、もう最初の設計から違っているし、だ

ったら最初から水が入らないような、コンクリートじゃなくて剛性のピットにするとか、

そんなようなことだって、最初の話と違っている。最初の話はそれほど長くない期間なん

で、ある程度コンクリートで打って、ひび割れもそれほど入らないのであれば、制御でき

ているんであればいけるんじゃないかということでやってきたものの、実はそうではなか

った。 

でも一方で抜本的な対策をせずに、さらに覆土の期間まで延ばしているという、そうい

うことをやっているんで、この辺をきちんと整理していただかないと、この期間の延長問
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題も含めて解決できないというふうに思いますので、その辺をよく理解した上で説明をお

願いしたいというふうに思います。 

○日本原燃（佐々木開発計画部長） 日本原燃の佐々木でございます。 

 承知いたしました。次回埋設地の御説明をする予定でございまして、そこである程度御

説明をするように、今準備は進めてございますが、今日の御指摘の全てにお答えするには、

次回で全て終わらないかもしれません。もし少しデータを新たにとったりしなければいけ

ない部分が生じますと、全て次回に御説明し切れるかどうかわかりませんが、極力早くお

答えするようにしたいと思います。 

○長谷川チーム長補佐 規制庁の長谷川ですけど、データの取得は要りませんよ。この問

題でデータを取得して議論するような要素はほとんどないと思いますから、そういう意味

でのデータの取得というのは、何を想定しているかわかりませんけれども、現状あるもの

で議論すればよろしいかと思います。これは早く議論したほうがいいと思います。 

○日本原燃（佐々木開発計画部長） 承知しました。まず現状あるもので、一通り御説明

はさせていただきたいと思います。 

○田中（知）委員 いいですか、あとよろしいですか。 

 長谷川のほうからコメントいたしましたけども、ピットの閉じ込め機能につきましては

本日の事務局からのコメントも踏まえて、現状の状態や許可の内容との整合性、また今後

の対応等について次回に説明をお願いいたします。 

 この議題はこれで終わりますが、ほかよろしいですか。資料2-4でスケジュールがあり

ますけど、これは何か説明ありますか。 

○日本原燃（南グループリーダー） 特にございません。 

○田中（知）委員 ではこのスケジュールどおり、よろしくお願いします。 

 よろしければ、これをもちまして本日の議題は終了といたします。どうもありがとうご

ざいました。 


