
「放射性廃棄物処分技術ワーキンググループ中間とりまとめ（案）－地層処分研究開発に関する取組について－」

に対するパブリックコメントにおいて寄せられたご意見の概要及びそれに対する考え方

平成２１年５月２２日

資源エネルギー庁

１．実施期間等

（１）募集期間：平成２１年４月３日（金）～平成２１年５月８日（金）

（２）実施方法：電子政府の総合窓口（e-Gov）における掲載

（３）意見提出方法：電子メール、ＦＡＸ、郵送

２．提出意見数

意見総数 26 件（6 名）

３．寄せられた御意見の概要及びそれに対する考え方



「２．地層処分研究開発の現状と留意点」に関する意見（４件）

意見の概要 意見に対する考え方

① 日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）から
原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）へ
の技術移転について、本当に完成した
技術を確実に移転できるのか検証する
システムが必要である。

ＪＡＥＡ等で実施した基盤研究開発の成果については、将来的にはＮＵＭＯ等において用
いられることを想定した技術や知識の移転や継承が重要です。そのため、ＪＡＥＡでは、知識
マネジメントシステムを整備中で、ＮＵＭＯや規制機関のニーズも踏まえながら整備していく
とともに、整備に合わせ、主要なユーザーである実施主体や規制機関の関係者と緊密に連
携し、最新の技術情報が円滑に技術継承できるようにすることが重要です。また、ＪＡＥＡか
らＮＵＭＯへの技術移転については、具体的な方法としての実現性が検証される必要があ
ると考えています。

② 【第２次取りまとめの結論】の中で、「次
段階の研究開発」とあるのは、「第２段
階の坑道掘削による調査研究」のことを
指すのか。それとも別のことを指すの
か。何を言うのか具体的に説明してくだ
さい。

これまでの地層処分研究開発は、第１次取りまとめによる「地層処分の技術的可能性の
提示」、第２次取りまとめによる「地層処分の技術的信頼性の提示」を主要なマイルストーン
として、段階的に進められてきました。

次段階の研究開発とは、地層処分の技術的信頼性の更なる向上を目指して実施している
第２次取りまとめ以降の研究開発全体のことを示しており、主に地下研究施設で進められる
深地層の科学的研究や、放射性核種を用いた試験、評価などの地層処分研究開発等のこ
とを指しています。地下研究施設における第２段階の坑道掘削による調査研究についても、
次段階の研究開発に該当するものです。

③ 「第２次取りまとめ」は地層処分の技術
基盤を示したのか。

第２次取りまとめは、ＪＡＥＡが、それまでの研究開発成果を取りまとめたもので、これを原
子力委員会バックエンド対策専門部会が、「第２次取りまとめには、我が国における放射性
廃棄物地層処分の技術的信頼性が示されているとともに、処分予定地の選定と安全基準
の策定に資する技術的拠り所が与えられており、これが地層処分の事業化に向けての技術
的拠り所となる。」と評価しました。これにより、わが国において地層処分の安全性を確保し
得ることが示されました。

第２次取りまとめ以降の研究開発は、瑞浪（結晶質岩）と幌延（堆積岩）の具体的な地質環
境を対象とした深地層研究など、第２次取りまとめで示された技術の実証に主眼をおいた基
盤的な研究を行っています。この技術の実証の中で、詳細な地下の情報取得手法や、立坑
の湧水抑制技術等の課題を解決し、技術の高度化を図っていくこととしています。ここで得ら
れる成果は、ＮＵＭＯが実施する概要調査及び精密調査、並びに国が進める安全規制の両
面を支える技術基盤として整備されるものです。

上記については、本とりまとめ案にも記載しています。



④ ＪＡＥＡの瑞浪の地下研究施設は、「地
層処分技術の開発」や「地層処分研究
開発」の位置づけではないのではない
か。

ＪＡＥＡは、処分事業の段階的な進展に先行して、第２次取りまとめで示された技術の実
証に主眼をおいた基盤的な研究を、地層処分研究開発及びその基盤となる深地層の科学
的研究として実施しています。このうち、瑞浪の地下研究施設では、深地層の科学的研究を
実施しています。

明確化の観点から、上記の考え方を反映して本とりまとめ案を修正します。

「３．地層処分技術の信頼性等のより一層の向上」に関する意見（７件）

意見の概要 意見に対する考え方

① ガラス固化体そのものの安全基準を規
制機関でつくり、研究はその結果を反映
するものとすること。

原子力安全・保安院によると、地層処分対象の放射性廃棄物については、地層処分事業
者の原子炉等規制法に基づく事業許可に係る安全審査において、製造・貯蔵されているガ
ラス固化体等の仕様に応じて組合せられるバリア等を含めた処分システム全体の安全性と
して評価されることとなるとしています。

また、ガラス固化体の製造者は、ガラス固化体の所有者、処分者等と連携し、ガラス固化
体の品質等について、学協会等の場で、有識者の協力を得ながら、検討を進めています。

② ２０１０年技術レポートの作成からレビュ
ー作業にあたっては、実施主体と規制機
関が入り交じったオールジャパンの体制
は止めるべき。

関係機関間の連携の更なる強化策のひとつとして、ＮＵＭＯの２０１０年技術レポートの作
成に当たっては、ＪＡＥＡ等の研究機関や大学と連携してオールジャパンの体制で臨むこと
が重要と考えています。なお、規制機関はこの体制には含まれておりません。また、2010 年
技術レポートのレビューは、第三者である学協会によりレビューされる予定です。

③ 地下研究施設のデータ等を処分事業と
安全規制の両方で使うべきではない。

原子力安全・保安院によると、「地層処分の安全性に関しては膨大な知見が必要であり、
有益な研究成果を共有するという観点から、規制支援研究の成果だけではなく、その他の
機関（例えば、国の基盤研究開発等）で実施している成果も規制として活用することが重要
である。そこで、国内外の研究（地層の調査も含む）の成果を保安院の判断根拠として使え
る品質にあるかどうかを、独立性を保ちながら確認し、蓄積・活用可能とする体制を整備し、
運用していくことが必要である。」としている（総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安
部会 廃棄物安全小委員会 放射性廃棄物規制支援研究ワーキンググループ資料 放射
性廃棄物規制支援研究ワーキンググループにおける検討状況（平成２１年４月６日））。

上記の主旨を踏まえて本とりまとめ案を修正します。



④ 回収可能性について、どうして実施する
のか、どこで実施するのかが不明であ
る。

原子力安全・保安院が、安全規制の基本的考え方の検討結果を示しました、総合資源エ
ネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会「放射性廃棄物の地層処分に
係る安全規制制度のあり方について（平成１８年９月１１日）」では、「安全確保のための対
策が適切に講じられた地層処分においては、基本的に廃棄体を回収するような事態が生ず
ることはないと考えられる。一方、処分場閉鎖までの間は、不測の事態への適切な対応、定
期安全レビュー結果を踏まえた対応手段の確保等のために、廃棄体の回収可能性を維持
することが必要と考えられる、事業実施主体の計画においてもこの点を考慮する必要があ
る。 （中略） 処分場の閉鎖について最終的に判断するまでは回収可能性が維持されるよ
う、開発段階において回収可能性に配慮した設計の採用や、具体的な回収手段を検討・確
保しておくことが重要である。」と指摘しています。

回収可能性に関する具体的な設計や手段については、今後、ＮＵＭＯにおいて検討して
いくことが重要と考えています。

上記については、本とりまとめ案にも記載していますが、明確化の観点から加筆します。

⑤ アメリカにおける処分事業の現状の中
で、ＷＩＰＰが取り上げられているが、高
レベル放射性廃棄物の処分場ではない
ので、別立てにすべき。

アメリカにおいては、軍事活動から発生するＴＲＵ廃棄物の地層処分場（廃棄物隔離パイ
ロットプラント：ＷＩＰＰ）を操業しています。高レベル放射性廃棄物ではありませんが、同じ地
層処分事業ということで取り上げています。別立てにする必要はないと考えています。

⑥ 国際的連携についての取組の中で、人
材育成に係る海外での取組 （例えば、
Ｉ Ｔ Ｃ School of Underground Waste
Storage and Disposal）についても把握
し、参考にする必要がある。

スイスにおいて設立された地層処分国際研修センター（ＩＴＣ）の研修には、ＮＵＭＯや、ＪＡ
ＥＡをはじめとする研究機関等から、設立当初から多くの研究者が参加しています。

ご指摘を踏まえて本とりまとめ案を修正します。

⑦ 国際的連携において、処分事業の進展
に伴う地下研究施設の位置づけや役割
の変化を把握する目的が不明である。

各国の地下研究施設において実施される研究開発や実証試験の成果については、わが
国の地下研究施設における研究計画の参考にすること等の観点で重要です。参考にする
際には、ジェネリック（幅広い地質環境を対象）か、サイトスペシフィック（特定の地質環境を
対象）かという地下研の位置づけや、地層処分システムの性能を評価する等の技術的な目
的を達成するためか、国民の理解促進のための広報を目的とするものかという地下研究施
設の役割がどのようなものであるかを理解したうえで、どのような目的で研究や実証試験が
行われているかを把握することが必要と考えます。

上記の考え方を踏まえて、本とりまとめ案を修正します。



「４．関係機関間の連携の更なる強化」に関する意見（２件）

意見の概要 意見に対する考え方

① 基盤研究開発のＰＤＣＡサイクルを有効
に実施することは可能か。

地層処分基盤研究調整会議では、基盤研究開発の進捗状況の確認、地層処分事業のス
ケジュール改定に伴う基盤研究開発全体計画の見直し等のＰＤＣＡ活動が実施されていま
す。ＰＤＣＡ活動の透明性を確保する観点で、今後、大学等の有識者に基盤研究開発調整
会議への参加を求めることが重要と考えています。

上記の考え方については、本とりまとめ案にも記載しています。

② 「4.3 人材の確保・育成と知識の継承・
移転 (1)人材の確保・育成に関する取
組」に関しては、我が国のみにとどまら
ず、周辺のアジア諸国も視野に入れた
国際貢献も踏まえた検討をしてほしい。

海外の実施主体や研究開発機関との共同研究や意見交換、国際機関が主催する会合
等への参加を通じて、国際的連携についての取組を行うことは重要と考えております。これ
らの取組は、国際的にも活躍できる人材の育成にもつながると考えております。

上記の考え方については、「3.2 国際的連携の推進 (2)国際的連携についての取組」に
あるように、本とりまとめ案にも記載しています。

「５．地層処分研究開発に関する国民との相互理解」に関する意見（１件）

意見の概要 意見に対する考え方

① 地層処分に関する国民への理解促進に
ついて、地下研究施設や体感施設等に
加え、移動型の展示設備を活用したＰＲ
活動についても考慮してほしい。

地層処分に関する国民への理解促進について、移動型の展示施設を活用したＰＲ活動
は有効と考えております。そのため、資源エネルギー庁では、平成１４年度から地層処分移
動展示車を用いて、全国各地でＰＲ活動を行っております。

その他の意見（１２件）

意見の概要 意見に対する考え方

① 本とりまとめに記載された内容が着実に
実施されることを委員会が確認し、地層
処分研究開発や処分事業の進捗に資す
るものとなるようにしてほしい。

本とりまとめ案において提言された取組については、各機関が責任を持って実施していく
ことはもちろんのこと、ご指摘のとおり、審議会等において、その実施状況をレビューするこ
とを考えています。



② ＴＲＵ廃棄物の処分技術について、固化
の研究もまだ進んでいないのに、本当に
安全に処分することができるのか。何を
処分するかが分からないのにどう処分
するかを研究することができるのか。

旧核燃料サイクル開発機構と電気事業者は、高レベル放射性廃棄物地層処分に関する
研究成果も活用して、２００５年９月に「ＴＲＵ廃棄物処分技術検討書－第２次ＴＲＵ廃棄物処
分研究開発取りまとめ－」（第２次ＴＲＵレポート）を取りまとめました。この中では、ＴＲＵ廃棄
物のうち、主に地層処分が想定されるものについて、安全に処分できる技術的な見通しが
示されるとともに、ＴＲＵ廃棄物の地層処分の合理化の検討として、高レベル放射性廃棄物
の処分施設の近傍に、ＴＲＵ廃棄物の処分施設を併設して処分を行う場合（併置処分）の相
互影響等についての検討が行われました。

原子力委員会長半減期低発熱放射性廃棄物処分技術検討会において、併置処分の相
互影響等について検討が行われ、併置処分とした場合においても相互影響を受けずに安全
に地層処分することが可能であり、併置処分を地層処分の処分方策の選択肢とすることは
適切であるとの方針が示されました（「長半減期低発熱放射性廃棄物の地層処分の基本的
考え方－高レベル放射性廃棄物との併置処分等の技術的成立性－（２００６年４月１８
日）」。また、今後継続的に取り組むべき研究開発等が示されました。

ＴＲＵ廃棄物に関する研究開発は、より一層の詳細化や合理化に向けた取組が行われて
おり、ＴＲＵ特有の核種のヨウ素や炭素についての処理処分技術の高度化開発や、併置処
分する際に評価が必要となる硝酸塩についての処理処分技術の高度化開発を行っていま
す。

明確化の観点から、現在実施しているＴＲＵ廃棄物に関する研究開発を本とりまとめ案に
おいて例示します。

③ 地層処分における地震に対する安全性
の研究がどれほど行われ、どのような成
果が得られているのか。日本列島の場
合地震活動に対する心配が強いので、
地震に対する安全性の研究、評価につ
いては十分な議論を尽くしてほしい。

第２回放射性廃棄物地層処分技術ワーキンググループにおいて報告がありましたよう
に、ＪＡＥＡにおいては、日本全国の活断層についての研究が行われています。ＮＵＭＯにお
いては、地下深部の耐震設計手法の検討等の評価手法の高度化開発が行われています。

廃棄体を処分する地下深部は、地表と比較して、地震による揺れが小さいことが知られて
います。加えて、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に定められていますように、
概要調査地区や精密調査地区の選定に当たっては、地震等の自然現象による対象地層等
の変動に関する事項について調査し、それによって地層の著しい変動が生じるおそれが少
ないと見込まれる地区を選定することとしています。



④ 本ワーキンググループではいったい何を
議論し、どういう役割を果たそうとしてい
るのかが不明である。国民理解に対す
る認識が異なるのではないか。

本ワーキンググループでは、地層処分に係る研究開発の進捗状況をレビューし、今後、
①信頼性・安全性、経済性・効率性のより一層の向上、②関係機関間の連携強化、③国民
との相互理解の促進、が課題であることを明らかにしました。同時に、これらの課題解決に
向けて各主体に求められる取組を示しました。

このうち、国民との相互理解の促進については、地層処分の安全性を確保する手法や地
層処分技術の研究開発を行った成果について分かりやすい情報発信に努めるとともに、地
下研究施設を積極的に公開すること等を通じて、地層処分の安全性等を実感する機会を設
けること等が重要と考えています。地層処分技術は専門性が高いため、技術について分か
りやすく発信するためには、スポークスマンやサイエンスライターなど、専門家と一般の人を
つなぐ役割を持つ人を活用すること等が有効と考えています。また、フォーラムの開催、分
かりやすいパンフレットの使用、ＨＰへの掲載など、様々な方法で国民全般が容易に情報を
入手できるようにすることが重要と考えています。したがって、ご指摘の「国民に理解させる
研究開発」という認識ではありません。

上記の考え方については、本とりまとめ案にも記載しています。

⑤ これまでの地層処分に関する研究開
発、広報等にかけられた実際の費用を
明らかにしてほしい。また今後、実際に
処分し、終了するまでにどのくらいの金
額を見積もっているのか。国民との相互
理解、信頼を築くには資金の問題も重要
である。

地層処分に関する研究開発、広報等の費用については、毎年度、国、関係研究機関やＮ
ＵＭＯはホームページにおいて公表するなど情報公開に努め透明性を確保しています。

高レベル放射性廃棄物の処分事業に必要な費用（４万本相当）は、約３兆円と見積もら
れ、毎年度見直しを行っており、ホームページにおいて公表するなど情報公開に努め透明
性を確保しています。

⑥ 地層処分事業のどの段階で環境アセス
メントを行うのか。

ＮＵＭＯでは、処分事業の長期間にわたる継続性や広い敷地の地上と地下の利用といっ
た特徴を十分に考慮し、事業の各段階で生じる環境への影響について、文献調査段階での
情報収集を始めとして、各段階で調査や評価などを行い、適切な環境保全対策を講じること
としています。また、環境保全活動を行う項目等については、公募関係資料に記載し、ＨＰで
公表しています。

⑦ 環境アセスメントの研究を行い、環境ア
セスメントに必要な調査項目を明らかに
してほしい。



⑧ アメリカのユッカマウンテン計画の中断
やＧＮＥＰの見直しが報道されており、日
本の全量再処理-高レベル放射性廃棄
物の最終処分という硬直した核燃料サ
イクル政策を見直すべきなのではない
か。

２００５年１０月に閣議決定された「原子力政策大綱」（原子力委員会）の基本方針として、
①２０３０年以後も総発電電力量の３０～４０％程度以上の供給割合を原子力発電が担うこ
とを目指す、②核燃料サイクル路線を基本方針とする、などが示されています。２００６年８
月には、この基本方針の実現に向けた政策枠組みと具体的なプランとして「原子力立国計
画」（総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会）を策定し、その着実な推進
に取り組んでいます。また、エネルギー政策基本法（２００２年６月）に基づき、２００７年３月
に改定され閣議決定されたエネルギー基本計画において、「原子力については、そのリスク
を踏まえた厳格な安全管理が必要であるが、安定供給に資するほか、地球温暖化対策の
面でも優れた特性を有するエネルギーであるため、「原子力政策大綱」を基本方針として尊
重しつつ、安全の確保を大前提に、核燃料サイクルを含め、原子力発電を将来にわたる基
幹電源として推進する。」とされています。

高レベル放射性廃棄物等の処分に係る研究開発については、昭和５０年代より長年にわ
たって取組がなされ、平成１２年に、原子力委員会において、我が国においても安全な地層
処分が可能との判断がなされました。また、高レベル放射性廃棄物の最終処分について、
平成１２年に、処分実施主体の設立、費用の確保、処分地選定手続きなどを定めた最終処
分法が成立しました。

今後も、以上のような方針を踏まえ、原子力発電や高レベル放射性廃棄物の処分事業を
含む核燃料サイクル政策を推進するための取組を進めてまいりたいと考えています。

⑨ 核燃料サイクル政策そのものが良くな
い。日本の中に、安全に地層処分ができ
る場所は無いと考えるべき。原子力で地
球環境が保全できるとは思わない。

⑩ 原子力発電による大量発電、大量電力
消費の構造を変換すべき。

⑪ 本件パブリックコメントの意見提出方法
を改善してください。決められた用紙を
使用しなくても、要件さえ記入してあれ
ば問題ないのではないでしょうか。

意見提出方法については、これまでに経済産業省が行った他の例を参考に、円滑なパブ
リックコメント手続き等の必要性から本意見提出様式にしています。ただし、本様式を利用し
ていない場合でも提出意見として取り扱うこととしています。

⑫ 提出された意見の扱いについて
（過去に行われたパブリックコメントにお
いて、出された意見がどのようなもので
あったか、事務局の分類が適切かどう
か、知ることができなかったことなどがあ
る。）

寄せられたご意見につきましては、それぞれ趣旨を踏まえたものとなるように、意見及び
それに対する考え方を掲載しています。


