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4.2.3 安全評価におけるバリア性能研究

Barri告rP記rfo即 anceR信searchesfor the Safety Ev畠luation

東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻
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新 堀雄-
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Abstract 
80 far， many researches were conducted to propose a scientific evidence (a safety case) 

for the realization of geological disposal in J apan. In order to regulate the geological disposal 
syste血 ofradioactive wastes， on the other hand， we need also a holistic approach to 
integrate various data related for the performance evaluation~ of the engineered barrier 
system and the natural barrier system. However， the scientific bases are not su節cientto 
establish the safety regulation for such a natural system. For example， we often apply the 
speci宣cprobability density function (PDF) to the uncertainty of barrier system due to the 
essential heterogeneity. However， the applicability is not clear in the regulation point of 
view. A viewpoint to understand such an applicability ofPDFs has been presented. 

1. はじめに

わが国における高レベル放射性廃棄物の地層処分について見れば， 1999年に H12レポート

が核燃料サイクル開発機構(JNC)より提出され，わが国における地層処分の技術的信頼性が

ジェネリックな視点から示された. 2002年 12月には実施主体である原子力発電環境整備機

構(NUMO)が「高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募」を

開始し，ほぼ 1年が経過した.その間も，各研究機関において，処分場性能評価の高度化と

いった枠組みのなかで，引き続き性能評価関連の研究が活発になされている，それらは，サ

イト固有な問題への取り組みをも想定し，地図環境そのものの理解，核種と地圏環境との相

互作用，セメントの利用によるニアフィールドへのアルカリ影響など処分場システム全体の

性能評価に関する研究が含まれている@

サイトの選定については所定の期間が必要である.その聞に，処分場レイアウトの最適化

手法の検討9 サイト選定後の当議事業の時系列を想定した準備も必要となる e 一方，米国の

取り組みにもあるように，実施主体側と規制側といった側面での処分技術の見方も必要にな

ってくる@また，放射性廃棄物は高レベルに限ったことではなく， TRU廃棄物やいわゆる Ll
廃棄物等の処分を含んだ処分事業全体の整合性について，性能評価の観点からも F 内外への

説明を要する@本報では，安全規制に係る研究において核種移行などの性能評価に着目し，

また，やや広い視点から処分事業を概観し，研究の一部を紹介しながら安全規制に係る処分

性能研究についての意見をまとめてみた.なお，本報の意見は一例に過ぎず，今後の多くの

議論を経る必要がある‘

2，廃棄物処分の安全規制に係る研究について

地層処分のように地下を利用する場合の特徴は，システム(系)の定義そのものが難しい

ことにある.地下は開放系であるという言い方も，系の定義に任意性があることを意味する.

性能評価を具現化するためには，なんらかの形で系を定義することになるので，得られた結

果が，空間的にも 9 時間的にもより広い系を定義した場合にもロバストであるかといった視

点が安全規制の立場からも生まれる.そこには，個々の現象(要素)に着目するとともに，

システムとして系金体を見ることが必要になる.そのバランスは簡単ではないが，着目する

要素についてのp 均一性と不均一性の取り扱い，静的事象と動的事象の取り扱い，離散的事

象と連続的事象の取り扱い，さらに，その非線形性の有無(強弱)などの検討は，系金体の

挙動を念頭に行うことが規制側の研究には特に要求される@また，不確実性についての議論
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も単純ではないが，地園環境の利用にあたっては，性能評価においても処分場でのデータお

よび従来の研究や地下研から得られるより広い視点での知見との整合性によりチェックア

ンドレビューを繰り返す必要があり，その意味でも段階的なアプローチが必要になる.

さらに広い視点に立っと，放射性廃棄物は，前述のようにいくつかの種類に分類される，

安全性に及ぼす廃棄物の種類P 処分サイト p 廃棄物の量，そして処分深度の影響についての

整合性を性能評価の視点からも整理する必要がある.実施主体は，基本的には各廃棄物によ

って異なるため，性能評価技術の水平展開も容易とは言えないが，規制側から見れば処分事

業全体の整合性を求められる@さらに，環境影響(インパクト)や化学的毒性については，

処分事業の進展との関係において答えが求められると考える.そのためには，人聞を対象と

した線量やリスクの安全指標のみならず， H12レポートにも触れられている補完的指標の適

用性についてもより一層議論を深める必要があるかもしれない.

サイト決定後の事業進展とその期間にも着目したい.処分事業は9 環境調査，掘削，処分

場の施工，廃棄物の搬入p 定置，部分的な埋め戻し，処分場全体の埋め戻し，そして閉鎖お

よび国への事業の引渡し等がある e その一方で，モニタリング，当該サイトに関する科学的

データの採取，さらに，実施主体の品質保証体制のあり方，技術伝承のあり方，処分事業の

透明性，追跡性なども具体的に検討し，実施しなければならない.このような事業の進展と，

規制の視点との関係においてキーワードとなるのが事業の可逆性と回収可能性の範囲につ

いての議論であろう@例えば，処分事業の範聞において施工不良が仮に見つかれば，定置後

であっても一度廃棄体を移動させることもある@その程度の範囲においては，当該処分事業

に限ることではない@問題は9 可逆性の範囲が埋め戻しまでなのか9 処分場の閉鎖までなの

かにあって 9 今後の議論を要するところである，さらに9 米国の事例にもあるように，処分

事業に対して何らかの訴訟が起こされた場合についての技術面からの対応も実施側，規制側

において考えておく必要があると認識している.

以上，やや広い範囲で処分事業についての考えを述べたが，処分が具体化するにつれて性

能研究に求められる視点も逆に多様化する可能性がある.いずれの場合も，データ量や解析

手法の限界と現象との事離を，処分場の安全性という視点の中で埋めていくことになる.

3e確率密度関数を適用した性

能評価について

最近の性能評価では，様々な

地下の物性について確率密度

関数を用いて処分場の性能を

評価することが一般的になっ

ている.たとえば，地下の浸透

性を見ても，性能評価へのコア

からの浸透率の適用は不十分

であり，亀裂の浸透性とその構

造(ネットワーク)が地下全体

の浸透性を理解するために重

要となる.しかしながら，井戸

を用いた亀裂の透水性の試験

データは限られており，またそ

の地下における構造は不明な点も多い.したがって 9 限られた情報を補間するものとして，

浸透性のばらつきを特定の確率密度関数に置き換え，それを性能評価に適用し，その結果が

安全を担保する範囲に収まるか否かを知る試みがなされている.

Figure 1は2次元の移流一分散方程式を用いて，浸透性の分布と系金体のトレーサー応答

との関係を示したものである@この浸透性の分布は，対数正規分布に従うと仮定した場合と

離散的な確率密度関数(ベルヌーイ試行列)に従うと仮定した場合を示している.両者の分
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Figure 1浸透率の分布(左図)とトレーサー応答(右図)との関係

t9 一主f-
U. 

PDFとして対数正規分布を用いた場合とベルヌーイ鼠行測を用いた場合
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布は，算術平均値，標準偏差および歪度(後述(3)式)について各々等しい値を取る.その

場合，得られる応答の平均値はほぼ一致する.これに対して，両者の分布が取る算術平均値

と標準偏差は等しいとしても，歪度が異なると応答は大きく異なる.このような比較を様々

な種類の確率密度関数を用いて確かめた結果，当訟の応答は確率密度関数(PDF)の種類に依

存せず，分布の算術平均値，標準偏差および歪度に依存することが分った.特に歪度は応答

に大きな影響を及ぼす.

o 0.5 1.5 0.5 1.5 
Di附附@ぬlessS鞠ndardI陣viation，a Dimensionless Standard Deviation，。

Figure 2算術平均値を1とした場合の各PDFの饗準偏差と歪度との関儀

(左図:ベJレヌーイ試行夢'Ij、打ち切り正規分布、右図:ベータ分布、対数正規分布~三角分布)

Figure 2に様々な種類の PDFにおいて標準偏差と歪度との関係を解析的に求めたものであ

る1)ここで，変数は浸透率のように非負であることを想定し，また，算術平均値が 1にな

るように分布の変数を正規化している@たとえば9 ベータ分布を次式のようにこの問題に適

用すると，
1 __ K ιz ι。(K)=(一一Y-l(l一一一)日 (1) 

Kmax F Kmax F KmaxB(a，b) 

a>Oラ b >0， 。く主二くl
Kmax 

ベータ分布は 8，bおよ/Caxの3つのパラメータを持つ。ここで，Kは算術平均値により正規

化した浸透率であり，無次元数になっている.また， /CaxはKの値の取り得る最大値，Bはベ

ータ関数である. 3つのパラメータを持つ場合， Fig.2右図の斜線部のように，算術平均値

と標準偏差の 2つの値を定めても歪度はある範囲 (Fig.2右図の斜線)に存在する.範囲(上

限と下限)を決めるのはパラメータの制約条件と変数の制約条件である@一方F 対数正規分

布の場合は3 関数を決めるパラメータが算術平均値と標準偏差 (logKから Kへの変数変換

を考慮)であるため，関数の持つ歪度は自動的に定まる.その場合， Fig.2右図にあるよう

に標準偏差と歪度との関係は 1本の曲線によって表され，ベータ分布の歪度に一致すること

はない.Fig.lに示したような歪度に依存する問題については9 適用する PDFの種類によっ

て異なった結果を示すことを Fig.2からも予見できる.Fig. 2は同様にベルヌーイ試行列(左

図)，正規分布(右図，変数は 0以上のため9 正確には打ち切り正規分布と呼ばれる入三角

分布(右図)も標準偏差と歪度との関係を示している.PDFの適用とその妥当性を確認する場

合，もしその現象が歪度に依存する場合には，どの確率密度関数を性能評価に適用している

かが問題になる.一方，データの分布において標準偏差の値が小さい場合には，対数正規分

布と正規分布の適用による各々の結果の差は小さいものの，ベータ分布，ベルヌーイ試行列，

三角分布などは分布の定義によって異なる応答を示す可能性がある.
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一例としてベルヌーイ試行列の持つ範囲の求め方を示す，標準偏差σと歪度品の定義は

ベ fF(K)(K-1)3dK 

σ2 = rF(K)(K -1)2dK， (2) ら=。
3 

σ 
(3) 

であり，ここで F(めは算術平均値によって無次元化された浸透率 Kの分布を示しており，無

次元の Kの算術平均値は常に 1とする.F(めのーっとしてベルヌーイ試行列FserCIo ，すなわ

ち，

FBer(K)= fδ(K -Ks)+(l-f)o(K -KL) (4) 

を用いる e この分布は離散的なものであり，小さな浸透率ζと大きな浸透率ιそして，Ks

を取る割合 fの 3つの変数により定義される(Ktの割合は 1-/).なお， (4)式中の 6はデル

タ関数である. (4)式を (2)式および(3)式に代入し9 整理すると

σ(SK-~S;+4) V _1  I a(SK+~S;+4) .i_1 I SK K，， =I+ 噌 A ‘ f乙=1+ 噌 A ¥ f =-=-+-r一一-
.) 2 2 2 2.J S; + 4 

を得る.また，Kの算術平均値は 1であること，および fの制約条件より

。孟Ks豆1， 1豆KL' 0豆f-5: 1 

であるから，たとえば小さい浸透率は，

σ(SK --JS; +4) 
。三1+~ v-A より σ_.::.--5: S v 

2 σι  

を得る。この作業を全ての制約条件について調べていくと

σーよ三SKく∞
g 

となり， Fig.2左図を表すことができる.さらに，他の PDFについても同様に標準偏差σと

歪度品との関係を求めることができる.

このような見方は，不飽和層における飽和率の分布とその浸透性との関係や遅延係数の空

間分布にも適用できる 2) 整理すれば， PDFの種類ではなく，モーメントの値自体が問題に

なる事象が存在する@このような視点を持っと，性能評価における特定の PDFの適用につい

てその妥当性の議論が容易になる.

4@ おわりに

規制側の視点から性能評価を見る際に今後の処分事業の進展を想定して著者の意見をま

とめてみた.また，一例として PDFの性能評価への適用と系金体の挙動との関係を把握する

一つの見方を紹介した.ここでの例では，適用される確率密度関数の種類についての議論が

意味のある場合とない場合が仕分けでき，データや解析手法の限界と性能評価の妥当性との

聞を埋める可能性がある.不均一性や不確実性についてのアプローチは多様であり 9 異なる

視点からのさらなる発展を期待するとともに，要素データを統合化するアプローチの構築が，

規制側の立場からも大変重要となる@
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