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CPD 行事から

2014 年 9 月 19 日開催，原子力・放射線部会講演会から

高レベル放射性廃棄物（HLW）の地層処分事業について考える
Thinking About the Geologic Disposal Project of High Level Radioactive Waste（HLW）
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原子力発電により発生する使用済燃料を再処理した後に残る，高レベル放射性廃棄物（HLW）等の最終処
分（地層処分）事業は我が国のエネルギー政策において重要な課題である。
本事業の実施主体である原子力発電環境整備機構（NUMO）の講師による，現状の地層処分の技術と活動
内容について講演会を開催したのでその概要を紹介する。
The geological disposal project of high level radioactive waste（HLW）is one of the important
problems in the energy policy of Japan. We show the outline of the lecture about the current
technologies and activities for the geological disposal project by an invited speakers of Nuclear
Waste Management Organization of Japan（NUMO）, which is in charge of the project.
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概

要

収納された状態（図 1 参照）であり，表面の放射
線量は製造時には約 1 500 Sv/h に達する。ガ

講演は原子力発電環境整備機構（NUMO）の

ラス固化体は崩壊熱の冷却・放射線の遮へい・放

安保秀範氏，井上むつ美氏を講演者に迎えて開催

射性物質の閉じ込め機能のある地上の施設（図 2

した（参加者は約 50 名）
。講師 2 名により地層処

参照）で貯蔵保管されている。

分技術と事業に係る対話活動についてそれぞれ説
明 1）が行われた。当日のアンケートの質問欄を利
用して，講演会後に双方向性のある議論も行った。

2

HLW 地層処分の技術（安保氏）

高レベル放射性廃棄物（HLW）の問題は私た
ちの世代で解決しなければならない課題である。
ここでは HLW の処分方法とその安全性，処分事
業の進め方，技術開発，諸外国における状況 4）-6）
などを説明した。

図1

高レベル放射性廃棄物（HLW）1）

図2

ガラス固化体の地上の貯蔵施設 1）

日本における原子力発電所の使用済燃料（SF）
の累積量は世界第三位である。過去約 40 年間の
原子力発電により既に SF が発生しており，地上
で保管している。各国で地層処分場の立地に取り
組んでいるが，安全審査まで進んでいるのはフィ
ンランドとスウェーデンのみである。
SF を再処理し，その廃液をガラスと一緒に溶
かし合わせて固めたものがガラス固化体である。
ガラス固化体は高さ約 1.3 m，直径約 40 cm，

ガラス固化体は，国内では既に約 2 000 本を

重さ約 500 kg のステンレス鋼製キャニスターに

貯蔵管理しており，現在原子力発電所などで保管
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されている約 17 000 トンの使用済燃料分を合
わ せ る と， 約 25 000 本 の ガ ラ ス 固 化 体 と な
る。NUMO では約 40 000 本を処理できる施設
を計画中である。ガラス固化体の放射能は数万年
から 10 万年で天然のウラン鉱石レベルになる
（図 3 参照）。
図4

図3

地層処分の考え方 1）

ガラス固化体中の放射能の減衰 1）

地上の恒久的な保管は，地表は地下に比べ自然
現象に左右されやすく，また，人の行為にも影響

図5

レファレンスケース 1）

図6

地層処分場の構造例 1）

されやすいので，数万年の間，安全性を確保する
のは難しく，将来世代に負担を残すことになる。
そのため処分が相当と考えられ，処分方法とし
て，宇宙処分，海洋底処分，氷床処分なども検討
されたが，国際的に「地層処分」が最適な処分方
法であるとの共通な認識である。
日本は火山や活断層が多いので，これらを避け
て処分場を立地される。また，地層処分は地下環
境が本来持っている閉じ込める性質を活用する。
放射性物質（放射性核種）の人間生活圏からの隔

機関により積立てられている。

離のために天然バリアと人工バリアを組み合わせ

処分場の立地については，文献調査，概要調

た多重バリアで閉じ込める対策をとるとしている

査，精密調査の3ステップが規定 5）されており，

（図 4 参照）。安全評価のシナリオとしては，概括

約20年間かけて調査を実施し，処分地を選定す

検討

により接近シナリオ，地下水シナリオ等

る。調査結果は逐次公表され，知事，市町村長の

の多数が検討された。安全評価のレファレンス

意見を聞くこととなっている（図7参照）
。しか

ケースとしては地下水による放射性核種の移行シ

し，高知県東洋町からの応募及びその後の取り下

ステムを主なシナリオとした核種移行シナリオを

げがあったものの，現状は文献調査にさえ着手で

選定し，評価している（図 5 参照）。レファレン

きていない。2011年の東日本大震災の後，国によ

スケースによる年間被ばく線量の最大値は約 80

りワーキンググループ 8）を設置して再検討し，可

万年後に 0.005 µSv ／年であり，自然放射能の

逆性・回収可能性を担保すること，国が適性の高

10 万分の 1 以下である。

いところを選定して地域に申し入れることなどが中

6）

地層処分場は，数km2 の広さで数百万m3 の総掘
削量となる（図6参照）
。処分事業の総費用は約

間報告としてとりまとめられた。また，直接処分な
どの代替オプションも調査・研究するとされた。

に基づき原子力発電に

NUMOは電気事業者によって設立された経済

よる電力量等に応じて電気料金として徴収し，外部

産業大臣による認可法人であり，処分の実施主体

3.5兆円と算定され，法律

7）
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図7

地層処分場の選定評価プロセス 1）

であり，技術開発と対話活動に取り組んでいる。
国内外の関係機関との共同研究なども実施してお
り，2015 年度末に包括的技術レポートの取りま
とめを予定している。広報活動，国民との情報共

シンポジウム

有のためわかりやすい資料も作成するとしている。

3

HLW 処分事業の対話活動（井上氏）

写真 1

トークサロン

近年開催されたシンポジウム等 1）

は 1 割，③安全性については，
「どちらかといえ
ば」を入れても 3 割強だった。

NUMOでは，現在，シンポジウム開催を中心に

本講演で NUMO は，今後は全国レベルに安全

対話活動を実施している。しかし，事業を進める上

性と必要性を伝える機会を作りたい，また，科学

でNUMOへの信頼構築，安全性への不安の払拭が

的有望地が選定，公表された際には，さらに対話

できていないことが依然として課題である。過去

活動を積極的に実施すると締めくくった。

にテレビコマーシャルやフォーラムなどさまざまな

4

取り組みがされていたが，東洋町の取り下げの

全体質疑

後，強化策として，対話型の活動を拡充してきた。

講演の終了後，約 30 分間の質疑応答を実施

さらに2011年の震災以降，必要性や安全性に重

し，部会・他部会の参加者より多方面から客観的

点を置き，対話活動の原点に立ち返って実施して

な質問が寄せられた。本稿ではその概要だけを以

いる。全都道府県でのシンポジウムを計画し，

下に示すが，会場からの質疑（「

2014 年度は30カ所でシンポジウムを開催する予

7 件あり，NUMO が回答（『

定である。パネルディスカッションでは，地元の人

全体質疑の詳細は部会ホームページ（HP）の講

やジャーナリストを入れている。そこでは，全ての

演会レジュメ 2）を参照されたい。

」で表記）は

』で表記）した。

質問に回答するようにしている。さらに，シンポジ

長期間の隔離性を担保しなければならない処分

ウム開催地近郊のショッピングモール等で3DCG

場への人間侵入について，
「ピラミッドの墓泥棒

（3次元コンピュータグラフィックス）や模型展示

のような人為的な介入を防ぐ構造物が作れるの

車なども利用したトークサロンを開催している（写

か」との質問には，
『悪意を持って掘ることを完

真1参照）
。一方で大学等では次世代向けに教育

全に防ぐことはできないが，鉱物等の価値がある

ワークショップやディベートなども実施している。

ものの近いところに埋めることは避けるようにし

本講演の冒頭では，参加者に「①地層処分は必

ている』と回答した。

要か？」，「②地元の立地でもよいか？」，「③安全

また，同じ視点の「1 万年後の人類のスタイル

だと思うか？」の 3 つの質問がされ，それへの会

を考慮する必要があるのでは」との質問に，
『人

場の回答は，①必要は 6 割，②地元受け入れ賛成

類は存在しないかもしれないが，現状の生活様式
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が続いていると仮定するなど，幅をもって設定し

力が認められ，科学技術の発展を図ることをその

て安全性を評価している』と回答した。

主旨としている。個々の技術士（原子力分野以外

さらに，「地層処分ありきだが，根本的に危険

も含む）には一般市民にリスクの総体を伝えるとい

なものを危険でないものに変える方法（例：核種

う課題に取り組むことを期待している。今回のよう

変換）も考えるべき」との質問に，『核変換につ

な双方向性のある一連の活動により必要な技術情

いては，基礎研究として継続的に検討されてい

報の一部でも提供することができれば幸甚である。

る。将来世代が選択できるよう可逆性を担保して
地層処分事業を進めていく』と回答した。
その他に，当日の会場からは「海外の立地は想
定していないのか」，「火山地域へ立地すれば火砕
流は避けられないのではないか」，「地域との対話
で立地地域への利益（ベネフィット）はどのよう
に説明しているか」，「福島第一の事故を踏まえた
反省点として想定外の想定はどうするのか」
，
「処
分場のイメージ図が風光明媚な地域に偏ってい
る」等の質疑・コメントがあった。

5

個別質疑

講 演 会 終 了 後， 安 保 氏 と 井 上 氏 の 他， 同 じ
NUMO の藤原啓司氏，出口朗氏の合計 4 名で，
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