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要旨
本 研 究 で は ，地 質 環 境 と 生 物 圏 と の イ ン タ ー フ ェ イ ス（ Ｇ Ｂ Ｉ ）の 設 定 手
法，処分施設に含有される化学毒性物質の影響評価，気候変動を考慮した
生物圏モデルについて検討した。
Ｇ Ｂ Ｉ の 設 定 手 法 に 関 す る 検 討 で は ，諸 外 国 に お け る Ｇ Ｂ Ｉ 設 定 手 法 に 関
する文献調査結果を参考に，わが国におけるＧＢＩの設定手順フローを作
成した。さらに，ＧＢＩ設定に必要な調査項目および調査手法について整
理した。
処 分 施 設 に 含 有 さ れ る 化 学 毒 性 物 質 の 影 響 評 価 で は ，Ｈ Ｌ Ｗ 処 分 施 設 に 含
有される化学毒性を有する物質について，影響評価を行い，生物圏におけ
る化学物質の濃度はわが国の環境基準と比較して十分小さくなることがわ
かった。
気 候 変 動 を 考 慮 し た 生 物 圏 モ デ ル に つ い て は ，諸 外 国 お よ び 国 際 機 関 で の
気候変動の取り扱い方について調査し，わが国における気候変動を考慮し
た生物圏評価のアプローチ方法について検討した。

本報告書は，日揮株式会社が核燃料サイクル開発機構との契約により実施した研究成果
に関するものである。
機構担当部課室：

東海事業所

環境保全・研究開発センター

解析グループ
＊ ：日揮株式会社
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Abstract
This report contains results on study of method of identification of
Geosphere‑Biosphere

Interface

(GBI),

toxicological

impact

of

non‑radioactive contaminants contained in radioactive waste disposal
facility and consideration of climate change in long‑term biosphere
assessments.
Regarding study of method of identification of Geosphere‑Biosphere
Interface (GBI), flowchart for GBI identification was developed based
on the results of literature survey. And items and techniques of site
survey for GBI identification were summarized.
With regard to study of toxicological impact of non‑radioactive
contaminants

contained

in

radioactive

toxicological impact assessment

waste

disposal

facility,

of non‑radioactive contaminants

included HLW geological disposal facility was carried out, and it is
confirmed that the concentrations of toxic materials which were
originated from disposal facility will be enough lower than Japanese
environmental standards.
Regarding consideration of climate change in long‑term biosphere
assessments, a review of relevant information from a range of countries
and international organization was carried out, and an approach for
consideration of the effects of climate change within the Japanese HLW
disposal safety programme was developed.
This work was performed by JGC Corporation under contract with Japan Nuclear
Cycle Development Institute.
JNC Liaison: JNC Tokai Works, Waste Management and Fuel Cycle Research
Center, Waste Isolation Research Division, Repository System Analysis Group
＊ ：JGC Corporation
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1. はじめに
第２次取りまとめ（核燃料サイクル開発機構, 1999）における生物圏評価では，わ
が 国 の 一 般 的 な 地 形 ・ 地 質 条 件 に 対 し て ， IAEA の 国 際 共 同 研 究 プ ロ グ ラ ム
BIOMASS（IAEA,1996）での検討を参考に，レファレンスバイオスフィアの方法論
を用いて生物圏評価モデルを構築した。第２次取りまとめ以降は，さらにデータ選定
についてプロトコルを作成し，信頼性と透明性を確保し，かつ効率的に生物圏評価に
使用するパラメータを設定する手法を構築した（吉田

他, 2001）。今後は，具体的

な地質環境が与えられた場合に，サイトに依存する特性を生物圏評価モデルおよびデ
ータ設定に如何に反映させるかについて検討する必要がある。特に，地圏と生物圏と
の境界域（Geosphere-Biosphere Interface, 以下 GBI と略する）は評価結果に大き
な影響を及ぼし，かつサイトの状況に依存するため，その設定手法については重要な
課題であるといえる。昨年度実施した地質環境と生物圏とのインターフェイスの具体
化の検討では，地下水を介して放出するケースについて，生物圏評価におけるデータ
取得とモデル化に関するフローチャートを作成した（三木

他, 2002）。しかしなが

ら，このフローチャートは概念的なものであるため，より具体的なモデル化手法およ
びデータ取得手法について検討する必要がある。
また，第２次取りまとめの安全評価では，人間への放射線学的な影響について評価
している。一方，放射性廃棄物中には，非放射性物質であっても化学的な毒性を有す
る物質も含有されている。諸外国においてはこれらの化学毒性を有する物質の影響に
ついて評価されている例もあるが，わが国においては評価例は極めて少なく，地層処
分される廃棄物の放射線学的影響に限らず包括的な安全性を議論するためには，定量
的にその影響の程度を把握することが重要な課題であるといえる。
さらに，現在，欧州においては，気候変動を考慮した生物圏評価手法に関する検討
が，国際的な共同研究プログラムにより進められている(BIOCLIM,2000)。これは，
諸外国において安全要件として長期的な気候変動を考慮した評価が求められている
ことが背景にある。一方わが国においては，地層処分に対する明確な安全要件は提示
されてはいないものの，将来的に諸外国と同様に気候変動を考慮した評価が必要とな
る可能性がある。過去の研究においては，気候変動を考慮した評価として，ツンドラ
気候および冷帯気候を想定した評価モデルが開発されているが，これらは気候状態を
離散的に取り扱ったものであり（加藤

他, 2001），氷期サイクル等のダイナミック

−1−

JNC TJ8400 2003-018
な気候変動は考慮されておらず，わが国においてもより詳細な評価が要求される可能
性がある。
以上のことから，本研究においては，地層処分における生物圏評価の信頼性を向上
させることを目的として，具体的な地質条件が与えられた場合のＧＢＩの設定手法，
気候変動を考慮した評価モデルおよび放射性廃棄物中に含有される非放射性物質の
化学毒性の影響について検討を行った。
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2. 具体的な地質環境が与えられた場合の GBI の設定手法に関する検討
生物圏評価では，具体的な地質環境が与えられた場合に，サイトに依存する特性
を生物圏評価モデルおよびデータ設定に如何に反映させるかについて検討する必要
がある。特に，地圏と生物圏との境界域（Geosphere-Biosphere Interface, 以下 GBI
と略する）は評価結果に大きな影響を及ぼし，かつサイトの状況に依存するため，
その設定手法については重要な課題であるといえる。
そこで本検討では，まず国内外における地下水および地表水の流動に関する評価手
法，ならびに GBI 決定プロセスにおけるこれらの利用方法について文献調査を行い，
それを参考に具体的なモデル化手法およびデータ取得手法について検討した。

2.1 諸外国における GBI の設定手法
本検討では，まず諸外国における GBI の設定手法について調査した。調査の対象
は，以下のとおりとした。
BIOMASS
Yucca Mountain（米国）
NIREX-97（英国）
SAFIR-2（ベルギー）
SR-97（スウェーデン）

以下に，その詳細を記述する。また，文献調査結果の概要を表 2-1 にまとめる。

2.1.1 BIOMASS（国際機関）における GBI 設定に対する考え方
BIOMASS プログラム(BIOMASS, 2001a : 2001b : 2001c)では，環境への予想外
のあるいは継続的な核種放出，及び固体廃棄物の管理に関連した放射線学的問題に
取り組んでいる。このうち Theme 1（放射性廃棄物処分）では， レファレンスバ
イオスフィア の概念を，放射性廃棄物処分場の長期安全性評価に適用するための
実際的システムへと発展させることを目的とした検討がなされており，その中で，
生物圏評価における GBI の設定は重要であるが，サイトスペシフィックであるこ
と，また，時間変化をするものであることから，予測が困難であり，その設定には
不確実性が伴うことを述べている。
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2.1.2 諸外国での生物圏評価における GBI 設定に対する考え方
(1) Yucca Mountain（米国）
Yucca Mountain の実現可能性評価（Viability Assessment for a Repository at
Yucca Mountain）（DOE，1998a : 1998b）における生物圏評価では，Yucca
Mountain 処分場から放出した核種は，不飽和域を通過して，下方にある地下水
面へと移行していくと考えられているため，処分場性能の全体的な評価を行う際
には，飽和域を通過する核種移行及び地下水流動を理解することが重要であると
している。地下水流動解析等の結果から，Yucca Mountain サイトの下にある帯
水層の地下水は北から南へと流れていることがわかり，また，地下水流動方向に
ある Yucca Mountain の最も近くの居住者は， Amargosa Valley の共同体に住ん
でいる。このため，もし放射性核種が Yucca Mountain の地下水へ放出された場
合，地下水流動により，核種の一部は，時間の経過と共にこの地域の南方向へと
拡がっていくことが示されている。
Yucca Mountain の実現可能性評価では，被ばく経路について，site-specific な
評価を実施し，処分場から標準人へ核種が到達し得る唯一の経路は，汚染井戸水
であると仮定している（図 2-1）また，標準人は，すべての飲料水を核種の最高
濃度地点にある井戸から飲用するものと仮定している。さらに，自然湧水する地
表水はないと仮定している。

図 2-1

Yucca Mountain での処分場から放出された核種が

生物圏へと到達するまでの概念図 (DOE, 1998b)
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(2) Nirex-97（英国）
Nirex-97(NIREX, 1997)では，水の流れを理解することと，これら水の流れを
適当なモデルで表す方法について特に詳細な検討を行っている。具体的には，
Sellafield 周辺の地質特性及び水理学的特性を明らかにし，広域スケールでの 3
つの地下水流動モデルを開発している。これらモデルを利用して，処分場からの
地下水流路をシミュレートし，処分場を通過し，生物圏へと流入する地下水フラ
ックスや地表近傍の地下水中の核種濃度を算出している。さらに，Nirex-97 では
処分場の位置を一般的な内陸サイトに想定しているため，生物圏における放射線
影響は，土壌や地表にある水媒体への処分場起源核種による 自然放出（Natural
Discharge）（すなわち，土壌，地表水への排出），もしくは処分場から発生した
核種によって汚染された

井戸水の揚水

の結果，起こる可能性があるとしてい

る（図 2-2）。さらに，氷河及び周氷河期といった気候変動を考慮した場合には，
湖沼に流入することも検討している。

深部土壌

農地

深部土壌

牧草地

農地

牧草地

小川

沿岸水

堆積物

上部堆積物

地質環境からの
放出に対する
レセプタ

広域海洋環境
との交換

中部堆積物

核種移行
下部堆積物

侵食及び堆積

図 2-2

Nirex-97 での局所的な環境でのコンパートメントモデルの一般的な構成
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(3) SAFIR2（ベルギー）
SAFIR 2(ONDRAF/NIRAS, 2001)では，核種移行計算に直接用いるための水理
モデルを作成している。水理モデルは，広域モデル，準広域モデル，局所モデル
の 3 つのスケールで作成されている。これらモデルのうち局所モデルでは，水頭
の分布が求められ，パーティクルトラッキング（図 2-3）を行い，水の移行経路
の流出点が確認されている。図 2-3 より，全てのパーティクルは，Kleine Nete
の方向，Kleine Nete またはその支流と合流する北もしくは北北西方向へと向か
っていることを示し，その流出ゾーンは，レファレンスサイトから 8 km 以内と
されている｡以上の結果から，核種が生物圏に達する位置（GBI）が，生物圏条件
が一定の場合の通常シナリオでは，生物圏の レセプタ を，井戸，小川，河川，
沼および土壌（植物の根元）と設定されている。

市町村
ピエゾメータ

図 2-3

局所モデルを用いたパーティクルトラッキングの解析結果
(ONDRAF/NIRAS, 2001)
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(4) SR-97（スウェーデン）
SR-97 (SKB, 1999)では，３箇所の仮想の処分施設に対して，地下水流動解析お
よび生物圏に関する詳細な調査を行うことにより GBI が設定されている。
核種の放出点の予測については，処分施設を仮定して particle tracking により
核種の放出点を評価している（図 2-4）
。
GBI の設定では，不確実性を考慮して Reasonable なケースと Pessimistic なケ
ースの２種類を設定している。Reasonable なケースの GBI は，それぞれの仮想
サイトの解析結果のうち，最も放出点が多かったところと井戸をモジュールとし
た場合の結果と比較して選定している。Pessimistic なケースでは，井戸，泥炭お
よび農耕土のモジュールのうち，最も線量への換算係数が大きくなるモジュール
を選択している。

図 2-4

放出域の評価例（Aberg での放出点の評価結果）(SKB, 1999)
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地下水シナリオにおける GBI の設定事例のまとめ（1/3）

米国

英国

スウェーデン

ベルギー

（Yucca Mountain）

（Nirex-97）

(SR-97)

(SAFIR2)

GBI (Receptor) ・ 地下水流動方向にある ・ 井戸
居住区の井戸

・ Natural discharge

・ 井戸

・ 井戸

・ 河川

・ 小川

・ 泥炭地

・ 河川
・ 土壌

設定根拠

・ 自然湧水する地表水は ・ 特定の放出点は設定さ ・ Reasonable なケースで ・ 小川，河川については水
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ールを選択

・ 土壌については，根が帯
水層に到達しているた
め考慮する。
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表 2-1

地下水シナリオにおける GBI の設定事例のまとめ（2/3）

米国

英国

スウェーデン

ベルギー

（Yucca Mountain）

（Nirex-97）

(SR-97)

(SAFIR2)

設 定 の 参 考 と ・ 地下水流動解析
した解析

・ 地下水流動解析（２次元 ・ 地下水流動解析（３次元 ・ 地 下 水 流 動 解 析
連続多孔質媒体モデル，

有限差分法）（Particle

３次元連続多孔質媒体

Tracking）

（Particle Tracking）

モデル，３次元亀裂ネッ
トワークモデル）
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設 定 の 参 考 と ・ 地下水面標高

・ 地下水性状（淡水・塩水） ・ 地表の土地利用

・ 圧力水頭

した取得デー
タ
地理的条件

・ 地下水位が低い。
・ 自然湧水がない。

・ 候補処分場の深さの地 ・ 亀裂がある場合は放出 ・ 処分サイトの及ぼす影
下水は塩水である。

・ 他の水系から独立して ・ 水頭圧の差から，潜在的
いる。

に上昇流がある。

点が亀裂に依存する。

響範囲は小さく，レファ
レンスサイトと Kleine
Nete 川の間にある。
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表 2-1

地下水シナリオにおける GBI の設定事例のまとめ（3/3）

米国

英国

スウェーデン

ベルギー

（Yucca Mountain）

（Nirex-97）

(SR-97)

(SAFIR2)

地 表 付 近 の 水 ・ 地下水位が低いことを ・ 地表近くでの核種の分
の流れの考慮

確認している。
・ 自然湧水が無いことを
確認している。

・ 泥炭等の湿地が地下水 ・ GBI 設定時に植物が帯

布状況については，詳細

放出へ影響を及ぼすこ

水層に達していること

なモデルを作成して解

とに注意している。

を考慮している。

析を実施している。
(SHETRAN-UK)
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不 確 実 性 の 取 ・ 一部の重要なパラメー ・ 対象エリアへの流入割 ・ 解析結果の不確実性を ・ 代替シナリオとして，気
り扱い

タについては確率分布

合及び対象エリアの面

考慮して，Reasonable

候変動の影響を考慮し

を定義して解析を実施。

積については，感度解析

ケースと Pessimistic ケ

たシナリオが検討され

的な評価を実施。

ースを設定。

ている。生物圏評価にお

・ 代替ケースとして，２種

類の気候状態を考慮し ・ 寒帯及び周氷河気候で ・ 長期的な気候変動につ

いてはフラックスは変

は，地上での Natural

いては安全性に影響が

わるが，GBI は井戸及

Discharge のみを考慮。

ないことを別途検討。

び河川である。

た解析を実施。
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2.2 GBI の設定手順の検討
ここでは，諸外国における GBI 設定に関する文献調査結果を参考に，わが国にお
ける GBI の設定手順について検討する。

2.2.1 不確実性への対応
生物圏評価の場合，評価アプローチの基本条件として，長期にわたる評価に対す
る生物圏システムの同定のための原則を定める必要がある。これは GBI の設定にお
いても重要である。このような場合では，様々な変動を考慮に入れ，より保守的な
GBI の設定に変更されることが予想される。そのために，生物圏評価を行う前に，
時間的な不確実性に対する考え方（例えば評価期間）を明確にしておく必要がある。
本検討においては，まずは，現在の生物圏及び地圏環境が継続することを想定し
た評価に重点を置き，これをベースにして，隆起・侵食，気候・海水準変動に関す
る情報を収集し，対象となる地域における将来的な変動を想定した場合の変化を検
討することが適切であると考えられる。

2.2.2 前提条件が GBI 設定に及ぼす影響
GBI は，評価の前提条件によって，大きく異なる可能性がある。BIOMASS
(BIOMASS, 2001a) において構築されたレファレンスバイオスフィアの方法論で
は GBI は前提条件のひとつであるが，他の条件の影響を受けると考えられる。例え
ば評価目的であれば，安全審査を目的とするなら，詳細で保守的な評価を行うと考
えられるが，人工バリアや天然バリアの性能の比較といった場合では，より簡素で
単純な評価で十分である。そのような場合は GBI も大きく異なる可能性がある。ま
た，将来の人間社会に関する仮定についても，将来の人間の生活様式の変化までを
考慮する場合は，現在の被ばくグループよりも様々な被ばくグループや被ばく経路
を範疇に入れる必要がある。

2.2.3 GBI 検討フロー
以上までの検討をもとに GBI 設定の検討フローを検討した（図 2-5）。
本検討では，空間的な不確実性について配慮した。つまり，既往の評価事例およ
び現状の地下水流動のシミュレーション技術を勘案すれば，地下水流動解析で具体
−11−
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的な放出域を導出するのはかなり困難であると考えられる。そのため，比較的多数
の GBI 候補を選定し，そこから評価の前提条件に応じてより確からしい GBI ある
いは保守的な GBI を選択することが妥当であると考えられる。

2.2.4 調査項目に関する検討
地下深部における地下水流動特性の把握，および地表付近の水収支を把握・評価
するためには，以下の項目について調査し，各々の特性を明らかにする必要がある。
地形・地質分布および地質構造
地盤の水理・物理・化学特性
地下水賦存状況および流動状況
地下水涵養量
地下水利用実態
水収支
水質
海洋環境
これらの把握するためには，それぞれいくつかの調査手法が考えられる。主な調
査手法は以下のとおりである。
予備調査（文献調査−文献その他の資料による既存情報の整理）
地形・地質調査（地形・地質分布・地質構造のほか，地盤の水理定数−
透水係数・貯留係数・有効間隙率等を含む）
地下水位調査（地下水位・水圧分布等）
地下水流動調査（流向流速・流量）
水文調査（地表水の流量・水位観測等）
地下水涵養量調査（降水量・蒸発散量等）
水質調査（地下水の年代・水質等）
土地利用調査
地下水利用実態調査
海洋調査・海洋計測
調査項目と調査手法の関係を表 2-2 にまとめる。
また，GBTZ のＦＥＰ（三木

他, 2002）のうち，地下水による生物圏への移行
−12−
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に関連する FEP については，いずれかの調査項目によってカバーされており，当
該ＦＥＰの取捨に必要な情報はある程度入手可能であるといえる。しかしながら，
対象となる地域の複雑さ，あるいは調査の詳細さの限界および長期的な変動に関す
る不確実性が障害となり，これらのすべての FEP の取り扱い方法を明確にするこ
とは困難である。そのため，GBTZ を設定するために，評価の保守性を考慮して，
取り扱いが不明確であり，かつ重要であると考えられる FEP を包含する設定とな
るように注意する必要があると考えられる。
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解析・評価項目

調査項目
•地形・地質特性

地下水流動解析

流出域の概要の把握

（地形情報、地質情報、水
理・物理特性等）
•地下水特性
（地下水位、地下水圧、地
下水涵養量、水質分布等）
•空間的不確実性
（場の不均一性）
•水文学的特性

GBIの候補の選定

•人間活動（井戸掘削・利用の可能性）
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•生態系特性（植生（帯水層へのpath））
•気候（毛管現象）
•生活様式

被ばくグループ・被ばく経路の設定

•その他のサイト特性
評価モデルの構築
地表付近の水収支評価

•気候水文学的特性
•地質（土壌）特性

線量への換算係数の算定

•水媒体特性
•生態系特性

決定グループ・GBIの選定

•人間活動 等

図 2-5

GBI 検討フロー
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GBI設定フロー
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表 2-2

調査項目と調査方法

地形地

地盤の

地下水賦存及び

地下水

地下水

質分布

水理・

同流動状況

涵養量

利用実

及び地

物理・

飽和体

質構造

化学的

水収支

水質

海洋
環境

態

不飽和
体

特性
予備調査

○

○

○

○

○

○

○

地形・地質

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

調査
地下水位調

○

査
地下水流動

○

調査
水文調査
地下水涵養

○

量調査
水質調査
土地利用調

○
○

○

○

○

査
地下水利用

○

○

実態調査
○

海洋調査・
海洋計測
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2.2.5 調査方法の検討
以下に，表 2-2 に示した調査手法について，それぞれ概説する。

(1) 予備調査
予備調査は，調査地域周辺の既存情報を収集・整理し，本調査の効率的な実施
に資することを目的とする。
調査の対象としては，以下の項目が挙げられる。
‑

地形・地質

‑

土地利用・植生

‑

気象・水文

‑

地下水

また，なるべく信頼性の高い資料を使用することが重要である。

(2) 地形・地質調査
地形調査は，地形面から地下水流動系を推定するとともに，土地利用の実態か
ら水の利用，表流水の浸透・涵養あるいは地下水の湧出の状況を把握し，地下水
と地表水の収支との関係を検討するために実施する。
地質調査は，地下水を保持する媒体としての地層の空間的分布と構造，および
その水理特性を把握し，地下水の賦存状況，流動状況を明らかにすることを目的
とする。調査項目としては，地形，地質・地質構造および地層の水理的性質が挙
げられる。

(3) 地下水位調査
地下水位調査は，地下水位の空間分布および経時変化を把握し，地下水の賦存・
流動機構を明らかにするために実施する。地下水位調査には，大きく分けて一斉
観測と長期観測の２種類ある。一斉観測は，その地域の地下水体の賦存状況や地
下水の動態を知るための観測である。長期観測では，降水，河川水位，潮汐，気
圧，地震等の自然的要因，あるいは地下水の揚水，かんがい，土木工事等の人為
的要因による地下水位の変動を把握するために実施される。
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(4) 地下水流動調査
地下水の流動調査は，地下水の流れを水循環の一環としてとらえ，涵養域−流
動域−流出域という空間的な広がりの中で地下水流動の実態を解明することを目
的としている。地下水流動の調査方法としては以下のものが挙げられる。
‑

地下水ポテンシャルの測定

‑

トレーサの利用（環境同位体，水質，人工トレーサ）

‑

地下水温を用いた調査地下水追跡調査

‑

孔内流向・流速測定

(5) 水文調査
水文調査は，水循環の量的把握に必要な資料を得ることを目的とし，水文気象，
表流水流量，蒸発散量，土壌水分等の項目について実施する。
水文調査（観測）は，河川管理，国土の実態調査，気象業務等の一環として建
設省，気象庁，地方自治体等で広く実施されており，これに関連して各種の法規
や技術基準が存在する。また，既存のデータとの互換性への配慮あるいは既存の
データの有効利用を考えるうえでは，これらの関連法規あるいは技術基準は重要
となる。

(6) 地下水涵養量調査
地下水涵養量調査は，気象条件，地盤条件等から把握する。地下水涵養量を把
握する手法には以下のものがある。
‑

地表面の水収支から求める方法

‑

土壌水分を測定する方法

‑

ライシメータによる方法

‑

トレーサを利用する方法

(7) 水質調査
水質試験は，地下水・表流水の水質の把握および地下水の涵養・流動機構の解
明を目的として実施される。水質の時間的・空間的な変化を明らかにすることに
よって，その地域の地質や地下水の循環機構を解明する手がかりが得られる。
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(8) 土地利用調査
土地利用調査は，土地利用の実態から水の利用，表流水の浸透・涵養あるいは
地下水の湧出の状況を把握し，人間活動と地下水・地表水の収支との関係を検討
するために実施する。

(9) 地下水利用実態調査
地下水利用実態調査は，地下水利用施設の分布，構造，地下水利用料を把握し，
地下水賦存・流動状況の検討，水収支解析の検討を行うことを目的として実施す
る。

(10) 海洋調査・海洋計測
海水による希釈水量を評価するためには，海水の流動状況を把握する必要があ
る。評価に必要なデータとして，以下のものが挙げられる。
‑

海底地形

‑

潮流（流速，流向）

‑

水位変化

‑

水温

‑

塩分

2.2.6 具体的な環境に応じた調査項目・調査手法に関する検討
(1) 具体的な環境に応じた調査項目に関する検討
わが国の地形は多様性に富んでおり，そのため，評価の対象となる地域によって
調査項目が異なる可能性がある。ここでは，具体的な環境に応じて調査項目が変更
しうるかどうかを検討した。検討の結果得られた，分類した具体的な環境に対する
調査項目の対比表を表 2-3 に示す。表では，内陸部・淡水域・堆積岩を基本ケース
として，調査項目に変更がおると考えられるものについて印を付けている。これよ
り，本検討において分類した具体的な環境については，どの具体的な環境に対して
も不必要となる調査項目はないと考えられるが，調査項目が追加されたり，相対的
な重要度が変化すると考えられる。
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(2) 具体的な環境に応じた調査方法に関する検討
上記に示すとおり調査項目はどの環境においても同じであっても，調査方法
はその具体的な環境条件によって異なる場合があると考えられる。例えば，同
じ地下水流動量という調査項目であっても，帯水層の種類によりその取得方法
が異なることがわかる。このようなデータ以外にも，調査対象とする場所の特
徴に適したデータの取得方法を使用することが重要となると考えられるが，わ
が国の地形は多様であるために，場所が特定された後に詳細な調査方法につい
て検討する方が効率的であると考えられる。

2.3 検討のまとめと今後の課題
表 2-2 に示した調査項目は，大きく分類したものであるため，どの様な具体的な
環境においても，これらの調査項目は共通であるといえる。しかしながら，それぞ
れの調査の詳細については，調査の対象となる地域の特徴によって異なると考えら
れる。例えば，亀裂を多く含むような地質媒体が地表付近まで存在する場合は，亀
裂の分布状況や亀裂による地下水流動への影響等についても調査する必要がある。
また，沿岸部では，密度流の影響が大きくなると考えられるため，水質の分布に対
してより慎重に行う必要がある。また，同じ調査項目であっても，評価対象地域の
環境に適した調査方法を選択する必要がある。
今後は，本検討で開発した GBI 設定フローおよび抽出した調査項目の妥当性を確
認し，必要に応じて改良する必要がある。
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表 2-3

具体的な環境毎の調査項目の対比表

海洋環境

水質

水収支

地 下 水利 用 実 態

飽和 体

不飽和体

地 下 水涵 養 量

地下水賦存状況

および流動状況

地盤の水理・物理・化学的特性

地形地質分布および地質構造

具体的な条件

堆積岩
（割れ目が無い場合）

内陸部

淡水域
結晶質岩
*1

*1

（割れ目がある場合）

堆積岩
*2
（割れ目が無い場合）

淡水域
結晶質岩
*1

*1

*2

（割れ目がある場合）

沿岸部
堆積岩
*3

*3

*3

*2

*4

*3

*3

*3

*2

*4

（割れ目が無い場合）

海水域
結晶質岩
*1

*1

（割れ目がある場合）

*1：割れ目に関するデータを取得する必要がある。
*2：塩淡境界を把握するために水質分布を十分調べる必要があるため，ボーリングの位置
あるいは量が内陸部の場合とは異なると考えられる。
*3：核種は海水域に放出されると考えられるため，相対的に淡水の水収支を把握することの
重要度が低い。
*4：核種は海水域に放出されると考えられるため，海洋での核種の拡散に関する情報を詳
しく調べる必要がある。
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3. 放射性廃棄物に含有される非放射性物質の化学毒性影響に関する評価
第 2 次取りまとめ（核燃料サイクル開発機構, 1999）の安全評価では，人間への放
射線学的な影響について評価している。一方，高レベル放射性廃棄物中には，非放射
性物質であっても化学的な毒性を有する物質も含有されている。そこで本検討では，
わが国の高レベル放射性廃棄物に含有される化学毒性を有する物質が，人間に対して
及ぼす影響の大きさについて，定量的な評価を行った。

3.1 諸外国における評価事例の調査
ここでは，まず，諸外国においてはこれらの化学毒性を有する物質の影響について
評価されている例について調査し，その知見を整理した。調査の対象とした国は以下
の７カ国である。
・カナダ
・ベルギー
・フィンランド
・スウェーデン
・スイス
・ドイツ
・英国

3.1.1 カナダ
カナダの環境影響評価書（EIS：environmental impact statement）（AECL，
1994）では，処分場の操業段階及び閉鎖後段階における化学物質放出による環境
影響に関する検討が実施されている。EIS での評価対象元素として，AECL は，
Goodwin and Mehta（1994）のスクリーニング研究に基づいて選定された 8 元素
（Cr，Se，Br，Mo，Cd，Sb，Cs，Tc）に，別の先行研究において重要とされた
Sm を加えた 9 元素を選定している。
解析は放射性物質と同様のモデルを用いて行い，濃度評価は 10 万年にわたって
行っている。濃度が最大と見積られたのは Br である。次に濃度が高いのは Sb で
あるが，Br よりも数桁低い値となっている。その他の 7 元素の濃度は土壌中，水
中，大気中のいずれも 10-20（mol/kg 又は mol/m3）以下であった。AECL は，濃
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度評価値は既存の環境規制値よりも数桁低い等の理由から，Br 及び Sb の放出が
決定グループに対して有意な影響をもたらすことはないと結論している。その他の
７元素についても，AECL は，決定グループに対して有意なリスクをもたらすこと
はないと結論している。

3.1.2 ベルギー
SAFIR 2（ONDRAF/NIRAS，2001）では，高レベル及び長半減期核種を含む
廃棄物に対する地下処分システムの長期安全性評価において，地層処分場の非放射
線影響に関する評価を行っている。金属の処分場から帯水層へのフラックスは，
MICOF1移行コードで評価が行われた。最初のステップでは，MICOF 移行コード
により，無限多孔質媒体中の一次元地下水流動解析を行っている。その際，溶解度
制限は無視している。処分場から 45 m 地点での濃度が 10-3 kg/m3 以上となる元素
（B，Cr，Ba，Mn，Mo，Ni，Sm，U，Zn）については，次のステップで溶解度
制限を考慮した計算を行っている。
この結果から，帯水層中の最大濃度は最大許容濃度よりも 2 桁以上低く，Boom
Clay 中にある処分場の廃棄物に関する化学毒性は制限因子とならないことがわか
る。

3.1.3 フィンランド
フィンランドでは，使用済燃料キャニスタから放出される物質についての化学的
な長期環境影響に関する研究を行っている。キャニスタ材と使用済燃料中に含まれ
る全化学元素を検討の対象としている。最も毒性が強く，含有量の多い元素の放出
及び移行については，溶解度による計算や計算コードを使った解析によって研究が
行われている。結果として得られた地下水中の元素濃度は，飲料水についての濃度
限度との比較が行われており，使用済燃料の最終処分の安全性に関しては，化学毒
性は有意な要因とはならないことが示されている。（Raiko, et al.，1999）

1

SCK/CEN（ベルギー原子力研究センター）により開発された移行式の解析解をベースとした核種移行
解析コード。
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3.1.4 スウェーデン
KBS-3 概念に準じた使用済燃料インベントリを有する廃棄体キャニスタを想定
して，これらの廃棄物に含まれる化学毒性物質の評価を実施している。この評価で
は，廃棄物中に存在する元素が基準値以下となるのに必要な水の希釈量を算出する
ことで，各元素の毒性と質量を考慮した，相対的な重要性を判断している。結果と
して，キャニスタ材料である鉛及びウランが最も重要であることが示されている。
また，Karlsson, et al（1994）では，安全評価で用いられる放出シナリオを基にし
た検討を行っている。この結果，Pb 放出の影響評価に対しても同様のシナリオを
適用したところ，ニアフィールドから井戸に年間 8 m3 程度の水が直接放出された
としても，10 mg/L の指針値を上回らないことがわかった。また，溶解度制限のな
い元素として Se に関する検討も行っている。

3.1.5 スイス
Buchheim, et al.（1992）によれば，放射性廃棄物管理共同組合（NAGRA）は，
スイスで計画されている処分場の化学リスクに関して詳細な調査を行っている。ス
イスでは，低／中レベル廃棄物処分場及び高レベル廃棄物処分場中の生態に関する
毒性物質やその他の有害となる可能性のある物質のインベントリから，主に低／中
レベル廃棄物処分場で発生する重金属（Ni，Cd，Cu，Cr）を評価対象元素として
設定した。結果として，処分場に存在する Cd の生物圏への移行は環境中の Cd 濃
度を増加させることはなく，Cd の生態へのリスクは無視し得るものと判断されて
いる。また，Ni，Cu，Cr といったその他の重金属についても同様の結果が得られ
ている。

3.1.6 ドイツ
Buchheim, et al.（1992）によれば，ドイツでは，Konrad 処分場への処分が予
定されている非発熱性の放射性物質の放射性毒性に加えて，化学毒性に関する検討
も実施されている。Konrad 処分場に定置される放射性廃棄物中に存在する可能性
がある無機化学毒性物質のうち，最も量の多いものは Pb で，γ線の遮蔽に用いら
れる。次いで多いのは，Ni，Cr，Cu，V である。
評価の結果から，1000〜10,000 年経過後に，Konrad 処分場にある放射性廃棄
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物の放射性毒性は，天然の 3 wt%ウラン鉱で充填された同じ処分場の放射性毒性よ
りも低いという結果を得ている。一方，化学分析より母岩中に化学毒性元素が存在
することが示されており，これらの結果から，定置された廃棄物の化学毒性は，元
来母岩に存在したハザードにはあまり寄与していないとの結論を得ている。

3.1.7 英国
英国では，今日まで，原子力放射性廃棄物会社（Nirex）による性能評価プログ
ラムで，廃棄物の放射線影響に関する問題に取り組んできた。一方で，廃棄物や人
工バリア材料に含まれる化学毒性物質によるリスクも考慮すべきであることが認
識されてきており，Nirex では化学毒性物質評価に必要な作業を開始している。

3.2 評価対象物質の選定
ここでは，高レベル放射性廃棄物処分施設含有される物質の化学毒性評価を実施
するために，評価対象とする元素のスクリーニングを行った。

3.2.1 検討の対象とする人工バリア材料
本検討では，以下の部材に含有される物質を，高レベル放射性廃棄物処分施設に
含まれる非放射性物質として検討の対象とした。
ガラス固化体
キャニスタ（ステンレス鋼）
オーバーパック（炭素鋼，チタン−炭素鋼，銅−炭素鋼）

3.2.2 評価対象物質のスクリーニングの手順
以下の手順により評価対象のスクリーニングを行った（図 3-1）
。
① 各元素の存在量の算出
② 暫定的な水中濃度の算出
③ 含有量の少ない元素のスクリーニング
④ 国内の規制基準及び毒性情報による判定基準の設定
⑤ Toxicity Index の算出
⑥ 評価対象の選定
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元素の絞込み
H、He、Li、Be、B、C、N、
O、F、Ne、Na、Mg、Al、Si、
P、S、Cl、Ar、K、Ca、Sc、
Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、
Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、
Se、Br、Kr、Rb、Sr、Y、
Zr、Nb、Mo、Tc、Ru、Rh、
Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、
Te、I、Xe、Cs、Ba、La、
Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、
Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、
Yb、Lu、Hf、Ta、W、Re、
Os、Ir、Pt、Au、Hg、Tl、
Pb、Bi、Po、At、Rn、Fr、
Ra、Ac、Th、Pa、U、Np、
Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es：
99元素

検討対象材料に
含まれる元素

各元素の存在量
の算出
暫定的な
水中濃度の算出

暫定的な濃度が
10‑4mg/l以上
He、Li、B、C、N、O、F、
Na、Al、Si、P、S、Ca、
Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、
Co、Ni、Cu、Zn、Ge、
As、Se、Br、S、Rb、Sr、
Y、Zr、Nb、Mo、Tc、Ru、
Rh、Pd、Ag、Cd、In、
Sn、Sb、Te、Ba、La、
Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、
Gd、Tb、Dy、Ho、W、Pb、
Bi、Th、U、Np、Pu、Am、
Cm：64元素

B、N、F、Na、Al、P、
Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、
Ni、Cu、Zn、As、Se、
Br、S、Y、Mo、Rh、Ag、
Cd、In、Sn、Sb、Te、
Ba、W、Pb、U：32元素

H、Be、Ne、Mg、Cl、Ar、K、Ga、
I、Xe、Cs、Pm、Er、Tm、Yb、Lu、
Hf、Ta、Re、Os、Ir、Pt、Au、Hg、
Tl、Po、At、Rn、Fr、Ra、Ac、Pa、
Bk、Cf、Es：35元素

評価対象
から除外

NO

化学毒性情報
YES

ｴｺｹﾐｽﾄﾘｰ研究会
国内の
規制基準
あり

毒性ﾗﾝｸあり

NO

ACGIH

NO

TWAあり

YES

YES

YES

規制基準による
判定基準の設定

毒性ランクによる
判定基準の設定

ＴＷＡによる
判定基準の設定

NO

評価対象
から除外
He、Li、C、O、
Si、Ca、Sc、Ge、
Kr、Rb、Sr、Zr、
Nb、Tc、Ru、Pd、
La、Ce、Pr、Nd、
Sm、Eu、Gd、Tb、
Dy、Ho、Bi、Th、
Np、Pu、Am、Cm：
32元素

Toxicity Index
の算出

Toxicity
Index≧1
B、Al、P、Ti、V、
Cr、Mn、Fe、Co、
Ni、Cu、Zn、Se、
Br、S、Y、Mo、
Rh、Ag、Cd、In、
Sn、Sb、Te、Ba、
U：26元素

評価対象
から除外

NO

N、F、Na、As、W、Pb：
6元素

YES

評価対象の決定

図 3-1

評価対象のスクリーニングフロー
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3.2.3 高レベル放射性廃棄物処分施設に含まれる元素のインベントリ算出
高レベル放射性廃棄物のガラス固化体に含まれる元素及び人工バリア材に含ま
れる物質について，以下のようにインベントリ評価を行った。

(1) 各元素の存在量の算出
(a) ガラス固化体
燃料およびその放射壊変に起因する各元素の存在量については，
「高レベル放
射性廃棄物ガラス固化体のインベントリ評価」
（石原

他, 1999）に記載されて

いる JNFL ガラス固化体の仕様及びガラス組成をもとにして，高レベル廃液及
びジルカロファイン中に含まれる元素の存在量を算出した。その他のガラスを
構成する物質については，同報告書に記載されている JNFL ガラス固化体の仕
様及びそのガラス組成を参考に設定した。

(b) 人工バリア材
人工バリア材（キャニスタ，オーバーパック）に含まれる元素については，
「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性−地層処分研
究開発第２次取りまとめ−総論レポート」
（核燃料サイクル開発機構, 1999）を
もとに設定した。

3.2.4 暫定的な水中濃度の算出
本検討では，評価対象の選定において，含有される物質の全量が一定量の水によ
って希釈された場合の濃度をスクリーニングの目安として使用した。希釈水量とし
ては，第２次取りまとめ（核燃料サイクル開発機構, 1999）のレファレンスケース
における生物圏評価に使用されている河川による希釈水量（108ｍ3）を使用した。

3.2.5 含有量の少ない元素のスクリーニング
本検討では，化学物質に関する国内の規制基準もしくは毒性情報（エコケミスト
リー研究会）などから，
最も厳しい基準が 1×10-4mg/ℓのオーダーであることから，
上記で求めた暫定的な水中濃度が 1.0×10-4mg/ℓ以下の物質を評価対象から除外す
ることとした。
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3.2.6 国内の規制基準及び毒性情報による判定基準の設定
本検討では，化学物質の安全性の指標として，原則として環境基準等の国内の
規制基準を使用することとした。また，国内の規制の対象となっていない物質に
ついては，国内外の信頼性の高い化学毒性情報をもとに判定基準を設定した。さ
らに，情報がない物質については評価が困難であるため，評価対象から除外した。
3.2.7 Toxicity Index の算出
本検討では，ここまでのスクリーニングで絞り込まれた元素に対して，(1)式を
用いて Toxicity Index を算出した。以下に示すように，化学物質を 108m3 の水量
で希釈した濃度（mg/ℓ）と判定基準（mg/ℓ）との比により求めた。

（化学物質を10 8 m 3の水量で希釈した濃度（mg / l））
…(1)
Toxicity Index =
（判定基準（mg / l））
ガラス固化体，キャニスタ及びオーバーパックの各部材毎に対して算出された
Toxicity Index に対して，いずれかの Toxicity Index が 1 を超える元素を本検討
における評価対象として選定した。検討の結果，表 3-1 に示す 26 元素が評価対象
として選定された。

表 3-1

評価対象として選定された元素

区分

選定された元素

国内の規制基準により判定された元素

B，P，S，Cr，Mn，Fe，Ni，Cu，Zn，Se，

（14 元素）

Mo，Cd，Sb，U

化学毒性情報により判定された元素

Al，Ti，V，Co，Br，Y，Rh，Ag，In，Sn，

（12 元素）

Te，Ba
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3.3 化学毒性物質の物質移行解析
ここでは，わが国の高レベル放射性廃棄物に含有される化学毒性を有する物質が，
人間に対して及ぼす影響の大きさについて定量的な評価を行った。
評価は，第２次取りまとめ（核燃料サイクル機構，1999）における放射性物質を
対象とした核種移行解析のレファレンスケースを参考に評価モデルを設定した。な
お，
ニアフィールド・ファーフィールドについては核種移行解析コード GoldSim を，
生物圏については AMBER を，それぞれ用いて解析を実施した。

3.3.1 ニアフィールド及びファーフィールドの移行解析
(1) 評価モデル
評価モデルは，第 2 次取りまとめにおける放射性物質を対象とした核種移行解
析のレファレンスケースとした。ただし，人工バリア材からの対象物質からの放
出モデルおよび評価期間の２点についてはレファレンスケースから変更した。
パラメータについては，元素に依存するパラメータおよびソース部からの放出
速度に関するパラメータ以外は第２次取りまとめのレファレンスケースと同じと
した。放出モデルに関する金属の厚さおよび腐食速度に関するデータは，第２次
取りまとめにおいて使用されている値をなるべく使用し，評価では物質は寿命の
間に均一に放出されるとした。
緩衝材中での溶解度については，第２次取りまとめ及びＴＲＵ処分概念検討書
（核燃料サイクル開発機構ほか，2000）での中性付近での溶解度の設定値が存在
すればそれを使用し，設定されていない場合は保守的に可溶性とした。
人工バリアおよび天然バリアでの分配係数については，第２次取りまとめ及び
ＴＲＵ処分概念検討書での設定値があればそれを使用し，ない場合は他の文献あ
るいは化学的に類似する元素の値を使用した。パラメータの変動幅については，
データが比較的多くあるものについては，いくつかの文献における値の幅から最
小値と最大値を設定し，データが少ないものについては，設定値の上下２桁を変
動幅とした。
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(2) 評価結果
化学毒性物質の人工バリアおよび母岩からの移行率を図 3-2 および図 3-3 にそ
れぞれ示す。

人工バリアからの元素移行率
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図 3-2
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人工バリアからの核種移行率（ガラス固化体１本あたり）

母岩からの元素移行率
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[Ag] [g/yr]
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図 3-3
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1E+7

1E+8
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母岩からの核種移行率（ガラス固化体１本あたり）
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3.3.2 生物圏における物質移行解析
(1) 評価モデル
評価モデルは，第 2 次取りまとめにおける放射性物質を対象とした核種移行解析
のレファレンスケース（河川水放出ケース）とした。

(2) 評価に使用したパラメータ
コンパートメントに関するパラメータ及びコンパートメント間の移行プロセス
に関するパラメータは，第 2 次取りまとめと同じとした。また，各元素の分配係
数は，第２次取りまとめ及びＴＲＵ処分概念検討書での設定値があればそれを使
用し，ない場合は他の文献あるいは化学的に類似する元素の値を使用した。パラ
メータの変動幅については，データが比較的多くあるものについては，いくつか
の文献における値の幅から最小値と最大値を設定し，データが少ないものについ
ては，設定値の上下２桁を変動幅とした。

(3) 評価指標
本検討では，下記に示すような，我が国における水質汚濁及び土壌汚染に係る
環境基準の基準値と，生物圏における各元素の土壌・水中濃度とを比較すること
により，その安全性を評価した。
水質基準に関しては，国内で規制基準が設定されていない物質については，エ
コケミストリー研究会が取りまとめた PRTR 法対象物質の経口長期毒性に関する
情報を活用した。また，大気中濃度については，適切な基準がわが国には存在し
な い た め ， 米 国 産 業 衛 生 専 門 家 会 議 （ ACGIH ： American Conference of
Governmental Industrial Hygienists）の作業環境の許容濃度（TWA）と比較を
行うこととした。

(4) 評価結果
図 3-4 に，基本ケースにおける各元素の水中濃度の最大値，土壌中濃度の最大
値，大気中濃度の最大値と基準値を示す。ここで，基準があるものについては図
中に基準値を示した。
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水中濃度は河川水コンパートメント中の濃度を，土壌中濃度は表面土壌・河川
堆積層・沿岸海域堆積層コンパートメント中の濃度を，大気中濃度は表面土壌コ
ンパートメント上部大気中濃度とした。
いずれの元素の河川水濃度，土壌濃度，大気中濃度とも，各々の環境基準より
も数桁小さい結果が得られている。また，パラメータの変動範囲を考慮しても基
準を大きく下回る結果となった。
本評価では，希釈水量として 108 m3/y を使用しており，サイト条件や評価シナ
リオによっては，さらに小さな希釈水量しか期待できない場合もあるが，本検討
の結果から判断すれば，おそらく安全性に及ぼす影響は小さいと考えられる。

3.4 考察および今後の課題
本検討では，高レベル廃棄物処分施設に含有される化学物質の影響について，放
射性核種の核種移行解析と同様のモデルを用いて解析した。その結果，どの化学物
質についても，評価結果は基準を大きく下回る結果となった。これより，化学物質
については安全であることの見通しは得られたと考えられる。
今後の課題としては，知見が乏しいために評価が不可能であるとして評価対象か
ら除外した物質，つまりランタニド，あるいはテクネチウムといった物質について，
その化学毒性に関する知見を収集する必要がある。また，対象物質についても，評
価で使用したパラメータを精査することにより評価の信頼性を向上させる必要があ
る。さらに，化学毒性評価の重要性についての議論を明確にするためには，放射性
核種の人間への影響との比較を容易にするために，リスクベースによる評価に関す
る検討も重要であると考えられる。その他にも，天然に存在するこれらの化学物質
の存在量と本検討結果を比較することにより，安全性に関する理解が深まると考え
られる。
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4. 気候変動を考慮した生物圏モデルに関する検討
地層処分の場合，地下水の流れが極めて遅いことに加えて，多くの放射性核種が移
動し難い化学形態となると考えられるため，地層処分の安全評価では，評価期間は長
期に及ぶ。従って，その間に生じる気候変動などの環境変化の影響を考慮したうえで
も処分の安全性が確保されていることを示すことが重要となる。
そこで本検討では，わが国における HLW 処分の安全評価での生物圏への気候変動
の影響を考慮する際に使用する手法を提言することを目的として，以下に記す検討を
行った。
まず，諸外国及び国際機関での安全評価における気候変動の取り扱いについて，規
制要件及び安全評価におけるアプローチ方法の観点から関連情報を調査した。次に，
欧州委員会（EC）において実施中である気候変動を考慮した生物圏評価手法に関す
るプロジェクトである BIOCLIM (Modelling Sequential BIOsphere Systems under
CLIMate Change for Radioactive Waste Disposal)について，その概要及び現状での
研究成果について調査した。最後に，これらの２つの調査から，わが国の HLW 処分
安全評価プログラムにおける生物圏への気候変動の影響を検討する際に使用可能な
アプローチについて検討した。

4.1 諸外国における気候変動に対する考え方に関する調査
現在，欧州においては，気候変動を考慮した生物圏評価手法に関する検討が，国
際的な共同研究プログラム(BIOCLIM)により進められている。これは，諸外国にお
いて安全要件として長期的な気候変動を考慮した評価が求められていることが背景
にある。一方わが国においては，地層処分に対する明確な安全要件は提示されては
いないものの，将来的に諸外国と同様に気候変動を考慮した評価が必要となる可能
性がある。よって本検討では，諸外国の安全要件における気候変動の取扱いを把握
し，それに対してどのような評価手法によって対応しているかを調査した。

4.1.1 生物圏評価における気候変動に関する規制要件および指針
本検討では，表 4-1 に示す国及び国際機関を調査対象として，各国の規制機関及
び国際組織における，放射性廃棄物処分の安全評価における気候及び生物圏の変化
を扱うための要件に関する情報をまとめた。その結果から，以下の結論が得られた。
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ほとんどの国において，気候変動あるいは環境変化を考慮すべきという
要件があるものの，多くの国々では，線量評価に対する明確なカットオ
フ時間が定義されていない。
大多数の規制者側では，将来の生物圏シナリオを詳細に規定していない。
しかしながら，規制者側は，レファレンスバイオスフィア等を使用する
ことが，長期間に及ぶ評価に対して適切であることを認識している。
10,000 年以上の時間スケールを考慮すべきであるという要件がなくて
も，多くの申請者が処分場の安全性に関する見通しを得るためにより長
い時間スケールについての検討を行っている。
長期間にわたっての，定量的な計算及び定性的な議論は，実際的な影響
の予測というよりも，性能及び安全性に関する指標にすぎないというこ
とが認識されている。

表 4-1

調査の対象とした国及び国際機関

国

国際機関

ベルギー

欧州委員会（EC）

カナダ

国際原子力機関（IAEA）

フィンランド

経済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA）

フランス
ドイツ
スペイン
スウェーデン
スイス
英国
米国
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4.1.2 生物圏評価における気候変動の表し方
ここでは，表 4-1 に示す諸外国及び国際機関において，気候変動の影響を理解し
て生物圏評価に反映させるために用いられている手法をまとめた。その結果，以下
のことが明らかになった。

HLW 処分については，本検討において調査対象とした多くの国におい
て，現在も調査段階にある。生物圏のモデル化の進捗状況，特に気候変
動を扱うために用いられている手法の検討状況は，各国の評価プログラ
ムの状況によって異なっている。
評価に含まれる生物圏システムは，簡単な飲料水井戸のみを検討してい
る場合（例えば，フィンランドの評価，NEA の指針）から，レファレ
ンスケースにもかかわらずより詳細な生物圏を検討している場合（例え
ば ， UK Nirex の 評 価 (NIRX, 1997) ， IAEA BIOMASS ERB
2B(BIOMASS, 2001a)）まで，多岐に及んでいる。
一部の国では（例えば，カナダ，米国），処分候補地における現在の状
態を踏まえた，ただ一つの生物圏システムを検討している（例えば，カ
ナ ダ (AECL, 1994) で は 寒 帯 気 候 ， 米 国 (DOE, 2000) で は Yucca
Mountain の乾燥性気候）
。
大多数の国々は，気候変動を踏まえた，様々な将来の生物圏条件を考慮
している（例えば，英国，フランス，ドイツ，スペイン）。
現在のところ，気候変動を考慮する場合，気候変動を非連続的に扱う離
散的な生物圏を仮定するというアプローチを用いている（例えば，UK
Nirex (NIREX, 1997)，IAEA BIOMASS ERB 3A (BIOMASS, 2001a)）
。
代替的な気候を選択する際に，通常，対象とする国／地域における過去
の状態を復元した結果を参考にしている。
代替的な将来の生物圏システムデータは，通常，現存する類似の環境を
参考にしている。

4.1.3 調査のまとめ
本検討の調査結果を表 4-2 に示す。多くの国々において，規制機関は，地層処分
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場の長期安全性を評価する際に，気候変動及び環境変化の検討を要求もしくは期待
している。しかしながら，評価において気候変動及び環境変化を表現するに用いる
詳細なアプローチは規定されていない。それに対し，事業の申請者側では，気候変
動及び環境変化を扱うために同じようなアプローチ，すなわち，評価の対象となる
地域から得られるデータを基にして将来的に起こりえる気候を選定し，連続的に気
候が変化すること考慮せずに，その気候が継続することを想定した生物圏を使用し
ている。
また，IAEA の BIOMASS や現在進行中である EC の BIOCLIM プロジェクト
といった近年の国際共同プロジェクトでは，長期にわたる生物圏での気候変動及び
環境変化についてのよりわかりやすく，論理的なアプローチに関する実用的な方法
論に重点をおいている。わが国の安全評価においても，処分施設の安全性に生物圏
の変化が及ぼす影響について検討を行う場合は，これら 2 つのプロジェクトが提供
するガイダンスは有用であると考えられる。
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表 4-2

諸外国の安全要件における気候変動の取扱い (1/2)

国／国際機
関
ベルギー

規制側
実施側
規制要件／指針
評価期間
評価・目的
サイト
評価指標
仮定
アプローチ
該当なし。
言 及 さ れ て い な • SAFIR2
（基）Boom Clay レファレンスグループの 井戸，水路（water course）
，または 現在の慣習及びデータに準じた離散的な，一定
い。
(ONDRAF/NIRAS, （ 代 ） Ypresian 個人に対する年実効線量
土壌を放出レセプタとする。
のレファレンス生物圏。
2001a;2001b)
Clay
代替シナリオに，温室効果シナリオ・氷河シナ
リオが含まれているが，定量的な評価は行われ
ていない。
カナダ
気 候 変 動 に 関 す 数 学 モ デ ル に よ レ フ ァ レ ン ス シ ス テ 確定サイトなし
• 農場をベースとした決 定量的な計算を行わなければならな 現在の寒帯生物圏システム及びそれに関連した
る記載はあるが， る 評 価 を 行 う の ム の 閉 鎖 後 環 境 影 響
定グループメンバーへ い期間（すなわち，10,000 年）内で 人間のコミュニティ活動。全体的な生物圏シス
要 件 と さ れ て い は 10,000 年まで。 評価研究。
の個人線量
は，気候及び環境の変化は予想して テムは一定であると考えているものの，パラメ
ない。
• 10,000 年間のリスク基 いない。
ータ値のサンプリングも実施（グループの人数
準
はサンプリングパラメータ）。
• 化学リスク
フ ィ ン ラ ン 考 慮 す べ き 事 項 少 な く と も 数 • TILA-99
• Hästholmen
• 低確率事象に対しては 被ばくを受ける個人は標準的な生活 離散的な，単純な（例えば，飲料用井戸）
，一定
ド
に 掲 げ ら れ て い 1,000 年。線量率
(Vieno, 1999)
• Olkiluoto
個人線量及びリスク
様式であると仮定。
のレファレンス生物圏。現在の慣習及びデータ
る。
の 計 算 は 〜
• Kivetty
• 数千年以上の期間に対
に準じた様々な放出レセプタ，人間のコミュニ
10,000 年。
• Romuvaara
しては，処分場からの放
ティ活動（農業，漁業）を含む。
出率（地質環境−生物圏
フラックス）
フランス
考 慮 す べ き 事 項 少 な く と も 公 式 的 な 評 価 書 は な Meuse ／ Haute 恐らく，一つの指標とし
現在の温帯気候と，将来の寒帯気候・草原気候・
に 掲 げ ら れ て い 1,000,000 年。
い。
Marne エリア
て，個人線量
ツンドラ気候での，離散的な，一定のレファレ
る。
ンス生物圏。アナログに基づく広範な人間のコ
ミュニティ活動を考慮。
ドイツ
該当なし。
指 定 さ れ た 評 価 • GSF-91
Gorleben エリア
自給地域コミュニティメ
現在の気候及びさらに暑い気候での離散的なレ
期間はないが，
ンバーに対する個人線量
ファレンス生物圏。アナログに基づく様々な集
10,000 年または
団活動を考慮。
100,000 年 と 予
想。
スペイン
一 部 の 試 行 的 な 1,000,000 年 ま • ENRESA 97
ジェネリックなサ 個人年線量
ENRESA 97 では，生物圏と気候は 現在の気候（地中海性気候）及び将来の草原気
評 価 で は 気 候 及 で。
(Pinedo, 1998)
イト
時間による変化はなく，現在のスペ 候での離散的なレファレンス生物圏。アナログ
び景観の変化を
• ENRESA 2000
インの特徴を有する（すなわち，地 に基づく人間の地域の集団活動を考慮。
仮定しているが，
中海性の生物圏システム）と仮定。
規制側による指
ENRESA 2000 では，レファレンス
定はない。
シナリオ及び気候シナリオ構築のた
めのシナリオ作成が行われた。
ス ウ ェ ー デ 考 慮 す べ き 事 項 • SSI の規制： • SR-97
3 ヶ所のジェネリ 個人の線量率
評 価 期 間 は ， 〜 100,000 年 及 び 現在の温帯／寒帯気候，及び将来の永久凍土・
氷期の気候での，離散的な，一定のレファレン
ン
に掲げられてい
閉 鎖 〜 1,000
(SKB, 1999)
ックサイト
100,000 年〜としている。
る。
年，1,000 年〜
SR 97 への入力情報として，汚染地 ス生物圏。スウェーデンの実際の地域での人間
• SKI の要件：
下水から，湖，流水，沿岸域，農地， 活動及びデータを使用。
少な く とも
泥炭地への放出を仮定した，線量が
10,000 年。
算出されている。線量評価のための
生物圏のモデルは，今日と同じ変わ
らない状態にあるものと仮定してい
る。
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表 4-2
国／国際機
関
スイス

英国

米国

EC

IAEA

NEA

1

諸外国の安全要件における気候変動の取扱い (2/2)

規制側
実施側
規制要件／指針
評価期間
評価・目的
サイト
評価指標
仮定
将 来 予 測 の 不 確 指 定 さ れ て い な • Kristallin-I
• 2 ヶ所の候補 • 自給農業コミュニティ 2 つの長期気候シナリオが提案され
実 性 の 記 述 は あ い。
(Nagra, 1994)
サイト
に準じた仮想的な決定 ている。
るが，気候に関す
• OPA
• オパリヌス 粘
グループメンバーへの • 氷期−間氷期サイクルが継続す
る記述はない。
(Van Drop, 2001)
土層
年間個人線量
るシナリオ
• リスク基準は低確率事 • さらに暑くかつさらに湿度の高
象に適用
い状態を引き起こす CO2 濃度の上
昇を考慮したシナリオ
• 年間個人線量
• Nirex 95：5 つの気候状態（氷期，
HLW に関しては 指 定 さ れ て い な • NIREX 95
• リスク
周氷河，寒帯，温帯，より温暖な
該当なし。
い。
(NIREX, 1995)
気候（地中海性気候）
）の各々に対
• NIREX 97
して様式化されたレファレンス生
(NIREX, 1997)
物圏を設定。
• GPA
• Nirex 97：温帯，寒帯，及び周氷
河気候に対して様式化されたレフ
ァレンス生物圏を設定。
• GPA：寒帯に対して様式化された
レファレンス生物圏を設定。
考 慮 す べ き 事 項 適 合 性 評 価 で は DOE
(2000) ・
年間個人線量
• EPRI は，気候変動シナリオとし
に 掲 げ ら れ て い 10,000 年。
EPRI(1998) に よ る
て，降雨量の増加による人工バリ
る。
試験的評価
アを通過する地下水流量の変化の
影響を考慮。
• DOE は，気候変動を考慮してい
ない。
• NRC は，降雨量の増加の影響と
処分場にある処分容器（disposal
package）の湿量増加の影響のみ
を考慮
個人線量またはリスクの
特 別 な 要 件 は な 定 義 さ れ て い な EC が直接実施した
算出に用いられる放出率
い。
い。
評 価 は な い 。
であると仮定。
BIOCLIM
／
BioMoSA 1 (2001) か
らの指針
指 針 の み 提 示 さ 定 義 さ れ て い な 特定の評価は実施さ
100,000 年までの期間に対
れている。
い。
れ て い な い 。
しては個人線量及び／ま
BIOMASS からの指
たはリスクを仮定。
針。
特 別 な 要 件 は な 定 義 さ れ て い な NEA 自身による評 （ 各 機 関 の 項 参 通常，決定グループメンバ （各機関の項参照）
い。
い。
価はない。各国の参 照）
ーへの年間個人線量。
加機関による評価

アプローチ
現在の気候（間氷期），及び将来のさらに暖かい
湿度の高い／乾燥した気候・さらに寒い周氷河
期の気候での，離散的な，一定のレファレンス
生物圏。アナログに基づく人間のコミュニティ
活動及びデータを使用。

現在の温帯気候，及び将来のさらに暖かい気候
（温室ガス効果による）・さらに寒い寒帯気候，
周氷河期の気候，氷期の気候での，離散的な，
一定のレファレンス生物圏。アナログに基づく
自給農業／狩猟採集と関連した人間のコミュニ
ティ活動を考慮。

現在の農業活動及びデータを基にした，現在の
乾燥性気候（Yucca Mountain における）での，
離散的な，一定のレファレンス生物圏。雨量の
増加（廃棄物容器の再飽和に影響を及ぼす）も
しくは代替的な GBI を考慮。

将来の気候及び植生について，気候モデルを個
別にも動的にも作成することを公布。気候の遷
移状況を外挿し広域スケールに縮小，安全評価
との関係を考慮。（BIOCLIM プロジェクト）
BIOMASS のレファレンスバイオスフィアの方
法論を適用することで，離散的なまたは連続的
な気候及び環境変化を考慮。
性能評価への統合，及び単独モデルの作成によ
る代替的な，一定の生物圏システム推定のため
に，離散的な，簡単な（例えば，飲料用井戸），
一定のレファレンス生物圏を設定。

EC において実施されている生物圏評価に関するプログラムであり，BIOMASS において構築した評価手法がサイト特有な条件に対しても適用可能であることを確認することを目的としている。
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4.2 BIOCLIM での検討状況に関する調査
4.2.1 BIOCLIM プロジェクトの目的および概要
BIOCLIM プロジェクトは，2000 年 10 月から３年間の予定で，欧州共同体（EC）
により，放射性廃棄物処分のための気候変動を考慮した連続的な（sequential）生
物圏システムのモデル化に関する国際的な研究プログラムとして発足した。
BIOCLIM プロジェクトでは，長期の気候変動が，放射性廃棄物地層処分場の安全
性に及ぼす影響を評価するための科学的根拠及び実際の方法論を提供することを
目指している。技術的な作業計画については，EC 規約の AnnexⅠに記載されてい
る（BIOCLIM，2000）。
BIOCLIM プロジェクトには， 6 カ国 12 機関が参加している。これらの機関の
共同作業により，ヨーロッパにおける将来の気候変動を長期の時間スケールでシミ
ュレートできるような気候変動モデルを開発中である。その後，あるヨーロッパ地
域で，気候が変化した結果，植生がどのように変わるかを推定する際に，これら作
成された気候モデルが使われることになる。そして，このような気候や植生につい
ての情報が，長期の安全評価において将来の生物圏システムを表すための情報提供
に使われることになる。
BIOCLIM プロジェクトの目標は以下の通りである。
規制側や廃棄物管理機関が，グローバルな気候変動を表すための方法や，
放射線学的安全評価における生物圏での気候変動の影響について，より
明確に理解すること。
上記問題を扱うため，
新しい長期気候モデル化戦略の整備に協力するこ
と。
気候変化を地域スケールに縮小するため，
気候モデルからのアウトプッ
トを利用すること。
長期気候変動とそれに対する生物圏システムの応答（特にグローバルス
ケール及び地域スケールでの植生パターン）とをリンクすること。
放射性廃棄物処分施設の性能評価に取り入れるのに適した気候及び生
態系の変化を明確に説明すること。
上記のような性能評価を実施する責任を負う，諸外国の機関を支援する
ために，プロジェクトの成果を広めること。
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BIOCLIM での作業は５つの作業項目(Work Package,以下 WP と呼ぶ)に分かれ
ており，そのうち４つの WP において，気候モデルの開発や性能評価での気候モ
デルの開発結果の利用を主題とした技術的な作業が取り扱われている。また，5 番
目の WP は，最終的な概要レポートや最終セミナーを通して，BIOCLIM での成果
を広めることを目指している。本プロジェクトでは，進捗に応じてレポートが作成
される。これらレポートは，プロジェクトの進行中に得られた成果や用いられた
様々な方法論に関する情報をまとめたものである。

4.2.2 BIOCLIM の各 Work Package における技術目標及びアプローチ
ここでは，各作業項目（WP）の技術目標やこれら技術目標を達成するために用
いられた方法論について概要を記す。

(1) WP1
WP1 は，従来の安全評価において気候変動を考慮するためのアプローチを整理
し，このプロジェクトの参加者が将来的に安全評価において気候変動を表すため
に何を要求しているかについて理解することを目指している。本 WP は 2001 年
に終了しており，作業では，以下のような 2 つの見地での情報の調査に重点を置
かれた。
‑

気候変動を引き起こすメカニズム，気候変動の結果生じる地表環境の
変化，性能評価でこれらの変化をモデル化するために用いる方法論，
これまでの評価にこの方法論を使用する際に学んだ教訓。

‑

BIOCLIM で検討対象としている各ヨーロッパ地域（イングランド中
央部，フランス東部，スペイン中央部／南部，チェコ共和国）につい
ての現在の地域情報。特に，興味をもっているのは，気候と植生パタ
ーンとのリンクである。ヨーロッパ全域の一般的な植生カテゴリが提
示されており，3 ヶ所の主要地域に関して，より詳細な記述が提示さ
れている。これら記述は各々IAEA BIOMASS Theme 1 に基づいたも
ので，各地域について下記のような生物圏システム構成要素をまとめ
ている。
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サイト位置及び地域の地質
人間のコミュニティ及び土地利用
地形
気候
岩相層序
地表水
生物相
それぞれの成果は，前者については提出書類 1（D1）に，後者については D2
に既に報告されており，公開されている。
WP1 で照合された情報は，BIOCLIM プロジェクトの中で，2 つの中心的な目
的を果たしている。まず，安全評価に適用するために必要な情報の種類の理解，
及び長期間におよぶ環境変化のモデル化に関連した問題の理解に役立っている。
このような情報は，安全評価で長期気候変動を表すためのアプローチの指針とし
て，WP4 で用いられている。第 2 に，過去の気候変動が現在の地域の生物圏シス
テムにどのような影響を及ぼしているかを理解するための根拠として，過去の地
域の特徴に関する情報が他の WP への入力情報に用いられている。また，現在及
び過去のデータの照合も，WP2 及び WP3 でのダウンスケーリング・ルール作成
の入力情報として用いられている。ダウンスケーリング・ルールを作成すること
で，グローバルな規模での気候モデル化から，地域の気候及び植生パターンの導
出が可能となる。

(2) WP2
WP2 は，放射性廃棄物の地層処分に関連する時間スケール（すなわち，一般的
には 100 万年まで）での気候変動およびそれに付随する生物圏システムの表現方
法を構築することを目指している。この WP では，気候変動を連続的に扱うので
はなく，ある時間での気候および生物圏システムを取り扱うという，離散的な手
法について検討している。
この WP では，３種類のモデルについて検討されている。まず１つは，北半球
に対して単純な気候モデルを適用し，この WP での検討の対象とする時期を同定
している。次に，対象とする時期に対して，より詳細な気候の変動を検討するた
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めに大気大循環モデル（GCM：general circulation model）2が用いられている。
最後に，GCM モデルの結果を用いて地域スケールでの気候に関する情報を得る
ための，地域レベルの気候モデルを使用する。さらに，これらをもとに，モデル
から得られるグローバルな結果から地域情報を導き出すための，統計的なダウン
スケーリング方法について検討する。

(3) WP3
WP3 では，今後 200,000 年間の連続的な気候の変動を， Earth Models of
Intermediate Complexity（EMICs） と呼ばれる物理学的モデルを用いて予測す
ることを目指している。
このＷＰでは MoBidiC および CLIMBER という２つのモデルを使用している。
どちらのモデルも大気／海洋モデルと氷床モデルを連成させたモデルであり，
1,000 km 四方の評価期間における気候の変動を予測する。しかしながら，これら
のモデルは開発段階にあるため，このプロジェクトで使用することは挑戦的であ
るといえる。
さらに，上記のモデルにより得られる連続的な気候の変化を用いて，地域レベ
ルでの気候の変動を表現するためのルールベースでのダウンスケーリング手法に
ついても，この WP で開発する。

(4) WP4
WP4 では，長期の評価期間を必要とする性能評価のための生物圏システムを適
切に記述するため，及び環境変化の潜在的な影響を同定するために，WP1，2，3
から得られた知識や理解を利用することを目指している。特に，気候状態の遷移
による動的な環境変化の重要性について，生物圏での核種移行と関連づけて検討
される。本 WP では，IAEA BIOMASS Theme 1 プログラムで開発された生物圏
評価の方法論と同様の手法が適用される。
（BIOMASS，2002a；2002b；2002c）
。
WP4 の詳細な目的は次の通りである。
‑

2

性能評価で有用となる，その他の WP からのデータを統合できるよう

地球を取り巻く全球的な大気の振る舞いを物理法則に基づいて数値モデル化し，コンピュータ上での再
現を可能としたもの。
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な状況を作ること。
‑

性能評価に適した生物圏システムを記述するための，これらデータの
使用方法を示すこと。

‑

気候状態の遷移が及ぼす潜在的な放射線学的影響を検討すること。

‑

任意の地域に対して気候状態及び気候遷移に適切な生物圏の記述を作
成し，放射線影響評価のための概念モデルを作成する方法を提案する
こと。

‑

生物圏への気候変動の影響を生物圏評価でどのように考慮するかにつ
いて，提案すること。

(5) WP5
WP5 では，上記までの成果が有用となるように，広範囲な科学／技術及び放射
性廃棄物管理団体に対して最終セミナーを行い，作業の成果物，最終報告書を通
して，プロジェクトの結果を普及する。

4.3 わが国における気候変動を考慮した生物圏評価のアプローチの検討
ここでは，まず性能評価における気候変動の扱いに関する基本的考え方について
整理した後，わが国におけるアプローチ方法について検討する。

4.3.1 性能評価における気候変動の取扱いに関する基本的考え方
(1) 環境変化を考慮する必要性
放射性廃棄物は毒性が長期に及ぶため，放射性廃棄物地層処分の安全評価では
環境変化を考慮する必要がある。処分施設に廃棄物を集中的に集めるという方策
をとる際には，短期的にも長期的にも，放射性毒性を管理することで，公衆や環
境への影響を最小にすることが重要である。
処分システムの閉鎖後の安全性能に関する定量的評価では，将来核種が放出さ
れる環境（地質環境や生物圏）の特徴に加えて，廃棄体や人工バリアの長期劣化
を考慮している。実際に起きるであろう事象をモデル化する際に簡略化すること
は，地層処分の安全評価に不可欠である。ある前提条件の下では，時間変化のな
い生物圏モデルを取り扱うか，もしくは単に現在の条件のみを踏まえることが妥
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当である可能性がある。しかしながら，このような仮定には予想される環境変化
やその影響の理解についての正しい判断が必要である。環境変化の影響を考慮し
た安全評価を行った場合のみ，処分システムを適切に受け入れることが可能であ
るという確信が得られる。

(2) 重要な考慮すべき事項
複雑な環境システムの長期挙動に関連した，将来の環境への放出による放射線
影響を決定する全ての特質，事象，プロセス（FEPs）を正確にシミュレートする
ような評価は不可能である。したがって，安全評価を行う際には，採り入れられ
る仮定や簡略化を正当化し，それらの影響を理解するための科学的な知識を適切
に使用することを，評価内に直接このような知識を取り入れようとする試みと同
様に，重要視する必要がある。
生物圏で起こる変化は，事実上地下水流動や核種移行に対する動的な境界条件
となるので，地層処分システムの長期性能評価に直接関連するものである。した
がって，統合評価を行うという観点から，生物圏システムでの環境変化を表すた
めのアプローチとその他の領域で用いられたアプローチとで一貫性をとることが
必要である。
アセスメント生物圏は，地域集団とそれらの環境との関係に関して整合性の取
れた正しいと判断される仮定に基づいていることが必要であり，これは放射線影
響に関してロバストで代表的な指標を提供するという安全評価の全体的な目的と
一致している。このようなアセスメント生物圏は，生物圏システムの変化に影響
を及ぼす要因に関する科学的な理解と整合性が取れたものであるべきだが，処分
場からの核種放出時に実存する生物圏を予測するものとみなすべきではない。

(3) 評価のためのアプローチの検証
気候変動を考慮する場合に重要であるのは，与えられたアセスメントコンテク
ストのもとで行われる計算の妥当性である。放射線学的影響を指標とする安全評
価において，将来の生物圏変化をシミュレートしようという試みに重点を置かず
に，対象となる地域の長期的な変動について科学的に正しいと判断された記述を
もとに，評価期間における変化を同定することに重点を置くべきである。その際
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に，環境変化の特定な観点を，より詳細な調査・研究から得られる科学的な知識
を統合することにより，簡単で汎用的な評価ツールを利用する際の信頼性が構築
される。
評価レベルでのオプションは，離散的なアプローチと連続的なアプローチの２
つに大別できる。以下に，この２つについて概説する。

(a) 離散的なアプローチ
離散的な気候状態を用いるという手法は，放射性廃棄物処分施設の安全評価
において長期生物圏変化を表すために用いられてきた簡略化の一つである。離
散的な気候状態は，歴史上の記録，花粉や氷床コアの研究，気候条件が対象サ
イトでの将来の状態に類似しそうな既存のアナログサイトからのデータを基に
して決められている。気候の類似性を用いるという手法は，例えば植生パター
ン，気象データ，人間活動に関する関連情報を収集する有用な手段を提供し，
これら情報は評価のモデル化要件を満たすために必要なものである。

(b) 連続的なアプローチ
アセスメント生物圏の定義付けに連続的なアプローチを採り入れる目的は，
生物圏システムの構成要素の特性や特徴の時間変化を連続的にシミュレーショ
ンすることによって，生物圏システムの変化を明示的に表現することである。
連続的アプローチは，予想されるランドスケープの変化の初期段階での核種の
蓄積が，変化が起こった後での放射線影響に関与する可能性があると判断され
るような状況に特に適している。
一般に，一連の離散的なシステム状態として生物圏変化を表すと，予想され
る変化が実際に起こる期間中に起こり得る放射線影響を過大評価する傾向があ
る。離散的な状態が放射線影響に関して過度に悲観的な見積りをしている場合
は，生物圏変化をより現実的に表した（例えば，連続的な変化として）より複
雑なモデル化が必要とされる可能性がある。

4.3.2 アプローチの検討
気候変動は，生物圏変化を包括的に記述するための根拠として，全地球的および
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地域スケールで発生する環境変化のその他の原因と一緒に考慮することが必要で
ある。
評価内で気候変動の影響を表すための詳細なアプローチは，アセスメントコンテ
クストに左右されることになるため，本検討では気候変動の影響を扱うための方法
に関してかなり詳細なアプローチを提示することはできない。よって，本検討では
重要な一般的テーマの一部を明記し，推奨されるアプローチの基本的ステップの概
要を記す。

(1) アプローチの着目点
‑

一般に環境変化（および特に気候変動）の検討は，総合的な性能評価
を行う場合は考慮すべきである。このような変化を評価内で表現する
方法の妥当性を判断するために，変化のメカニズムやその影響につい
て適切な考察を加えることが不可欠である。

‑

環境変化とその影響を考慮するということは，性能評価内で変化を明
示的に表さなければならないということを必ずしも意味しているわけ
ではない。

‑

地域スケールで予想されるランドスケープ変化及び地質学的および地
球化学的事象・プロセスによって引き起こされる変化の影響に関する
記述は，性能評価全体での変化の扱いに確実に一貫性を持たせる際の
共通の基準点としての役目を果たす。

‑

アセスメント生物圏は，地域のランドスケープの変化の記述だけでは
決まらない。生物圏のアセスメントコンテクストに関連したその他の
要因も考慮することが必要である。

‑

科学的な理解および判断には，評価の対象となる期間を指定すること
が必要である。

(2) 推奨アプローチにおけるステップ案
気候変動および環境変化の影響を扱うための方策については，BIOMASS プロ
ジェクトで概要が説明されている（IAEA，2002）
。これら変化を扱う際にベース
となるものは，処分場サイト近傍で予想される地域のランドスケープ変化に関す

−47−

JNC TJ8400 2003-018
る記述である。将来起こり得ることを全て採り入れようと試みるよりも，こうい
ったランドスケープ変化を記すときに，予想される環境変化が意味あるものとし
て例示されていることを判断するのに科学的な知見を用いているということが重
要視されている。これらの環境変化の例示が性能評価が示そうとしている決定プ
ロセスの指針として役立つような広範囲な将来像を十分に代表しているものであ
れば，評価結果は有意であると考えられる。
代表的なアセスメント生物圏を定義付ける際に考慮される要因は，気候および
ランドスケープの変化の考察に限定されていないことを認識することが重要であ
る。特に，アセスメント生物圏の同定および記述にも，性能評価の他の領域から
提供された核種放出の予想パターンに加えて，GBI の形状や位置を考慮すること
が必要である。
アセスメント生物圏の定義付けにおける主要ステップは以下のとおりである。
1) 気候変動および環境変化に関する気候変動以外の主要メカニズムの時系
列を特定する。
2) 特定された時系列ごとに，地域のランドスケープ変化について，様式的
な記述を作成する。
3) 各ランドスケープ変化に対するソースタームおよび GBI に関連したアセ
スメントコンテクスト情報をレビューする。
4) ランドスケープ変化の各記述に相当するアセスメント生物圏システム状
態の時系列を特定する。
5) 生物圏の変化において予想される核種挙動を考慮し，ある生物圏システ
ム状態から別の状態への遷移の影響をシミュレートする長所および短所
を検討する。

4.4 検討のまとめ
一般に環境変化（そして，特に気候変動）の検討は，包括的な性能評価において
は必要となる。このような変化を評価内で表すための方法が正しいと判断できるよ
うにするためには，変化のメカニズムやその影響を十分に検討することが不可欠で
ある。
しかしながら，環境変化およびその影響を適切に考慮するという要件は，性能評
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価モデル内で変化を明示的に表現しなければならないということを必ずしも意味し
ているわけではない。地域のランドスケープ内で予想される変化の記述により安全
評価に対して情報が与えられるが，このような全ての変化を明示的にシミュレート
しなければならないということを必ずしも意味しているわけではない。
わが国における放射性廃棄物処分安全評価における生物圏で，気候変動の影響を
考慮するためのアプローチの主なステップを図 4-1 および以下に示す。科学的な知
見や判断は，評価の対象となる期間を検討するために必要である。例えば，ある期
間内で起こることが予想される変化に関しては，連続的なアプローチを用いて将来
の完全な生物圏変化を表す必要性はない。このような場合では，包括的な評価の一
部として，ある期間に起こるシステム状態を表現した一連のアセスメント生物圏に
対して離散的な評価を実施することが適切であると考えられる。
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1. 地域の気候変動に関する
種々 のシナリオの定義

ランドスケープ
プロセス

2. ランドスケープの変化に関する
様式的な記述を作成

ソースターム
及び
地下水移行

3. 地質環境からの放出場所、 大きさ
の変化を記述

4. ランドスケープの変化に相当する
アセスメント生物圏系列の同定

固有の生物圏
システムダイナミクス

図 4-1

人間の行動

ソースターム
GBI

アセスメントコンテクスト

全地球的な気候
変動の予測
＋
ダウン
スケーリング法

位置
評価指標

5. 連続的なアセスメント生物圏と
非連続的な生物圏の
最適な組み合せの決定

生物圏評価において気候変動の影響を考慮するための一般的なアプローチ
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5. おわりに
5.1 具体的な地質環境が与えられた場合の GBI の設定方法に関する検討
本検討では，諸外国におけるＧＢＩ設定に関する文献調査結果を参考に，わが国にお
けるＧＢＩの設定手順について検討した。その結果，既往の評価事例および現状の地下
水流動のシミュレーション技術を勘案すれば，地下水流動解析で具体的な放出域を導出
するのはかなり困難であり，評価の保守性を維持するためには，地下水流動解析の結果
から比較的多数のＧＢＩ候補を選定し，そこから評価の前提条件に応じてより確からし
いＧＢＩあるいは保守的なＧＢＩを選択することが妥当であるとの結論を得た。

また，ＧＢＩを設定するために必要な調査項目および調査方法についても整理し
た。その結果，調査項目は，どの様なサイト環境においても，これらの調査項目は
共通であるが，それぞれの調査手法や詳細なデータ項目についてはの詳細について
は，サイトの特徴によって異なると考えられる。
今後は，本検討で開発したＧＢＩ設定フローおよび抽出した調査項目の妥当性を
確認し，必要に応じて改良する必要がある。そのためには，ある任意の地域に対し
て事例検討を行うことが望ましい。

5.2 放射性廃棄物に含有される非放射性物質の化学毒性影響に関する評価
ここでは，放射性廃棄物中に含有される化学的な毒性を有する物質の影響評価につい
て，諸外国における評価事例を調査し，その結果を参考にわが国におけるＨＬＷ処分施
設を対象とした化学毒性の影響評価を実施した。その結果，どの化学物質についても，
評価結果は基準を大きく下回る結果となった。これより，化学物質については安全であ
ることの見通しは得られたと考えられる。
今後の課題としては，知見が乏しいために評価が不可能であるとして評価対象から除
外した物質，つまりランタニド，あるいはテクネチウムといった物質について，その化
学毒性に関する知見を収集する必要がある。また，対象物質についても，評価で使用し
たパラメータを精査することにより評価の信頼性を向上させる必要がある。さらに，化
学毒性評価の重要性についての議論を明確にするためには，放射性核種の人間への影響
との比較を容易にするために，リスクベースによる評価に関する検討も重要であると考
えられる。その他にも，天然に存在するこれらの化学物質の存在量と本検討結果を比較
することにより，安全性に関する理解が深まると考えられる。
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5.3 気候変動を考慮した生物圏モデルに関する検討
気候変動を考慮した生物圏モデルの高度化を目的に，諸外国の安全要件における
気候変動の取り扱いを調査し，わが国において将来的な気候の変動を考慮に入れた
生物圏評価モデルの評価手法について検討した。その結果として作成された気候変
動の影響を考慮するためのアプローチは以下のとおりである。

気候変動および環境変化の主メカニズムの時系列を特定する。
特定された各時系列に対して，地域のランドスケープ変化に関する様式
的な記述を作成する。
各ランドスケープ変化の記述に対して，ソースタームおよび GBI に関連
したアセスメントコンテクスト情報をレビューする。
各ランドスケープ変化系列に相当するアセスメント生物圏システム状態
のいくつかの時系列を特定する。
変化する生物圏で予想される核種挙動を考慮したら，ある生物圏システ
ム状態から別の状態への遷移の影響をシミュレーションする長所および
短所を検討し，どのアプローチが最適であるかを決定する。

ただし，このようなアプローチを実行するにあたっては，その他の領域の性能評
価と完全に切り離すことは不可能である。したがって，統合的な評価を行うという
観点から，生物圏システムでの環境変化を表すためのアプローチとその他の領域で
の長期安全解析で用いられたアプローチとで一貫性をとることが必要である。
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