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原子力・放射線部会 

令和元年度 11 月例会レジュメ 

日 時 ：2019 年 11 月 15 日(金) 18：00～20：00 

場 所 ：日本技術士会 機械振興会館 6 階 6-67 号室 

講 師 ：兵藤  英明氏 原子力発電環境整備機構（NUMO）技術部 

         横内健太郎氏 原子力発電環境整備機構（NUMO）地域交流部 

演 題 ：高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する科学的特性マップ 

ファシリテーター：坂本 S 幹事 

レジュメ ：網野部会員 

参加者 ：44 名（会員・講師 web 聴講者 8 名を含む） 

 

１．講演概要 

東京電力福島第一原子力発電所（1F）の事故以降、我が国の原子力利用をどうするかがクローズア

ップされている。一方で、これまでの原子力発電により既に相当量の高レベル放射性廃棄物が存在し、

今後原子力を継続利用するしないにかかわらず、廃棄物処分の問題は避けては通れない課題となって

いる。2017 年 7 月に日本全国の地層処分に関する地質環境等の「科学的特性マップ」が国等から提

示された。地層処分を行う場所を選ぶ際にどのような科学的特性を考慮する必要があるのかが、大ま

かに俯瞰できる内容となっている。本講演では高レベル放射性廃棄物の処分の必要性、処分方法や安

全性、科学的特性マップの意義、立地に向けた地域対話や広報活動などが解説された。 

講演要領と講演概要および当日の質疑応答を以下に示す。 

 

２．講演要領の説明（ファシリテーター：坂本 S 幹事）  

冒頭にファシリテーターから講師２名の経歴の紹介があり、講演と質疑応答の進め方を説明した。 

講演後に、最初に技術的な内容の「３．科学的特性マップの要件・基準について」について、その

後に講演内容全体に関する質疑・コメントを議論するとの説明があった。さらに、専門性の非常に高

い質問など、本日十分な回答（理解）が得られない場合にはアンケートに記入、後日回答することと

した。 

 

３．講演内容 

３．１ 科学的特性マップを中心とした技術的説明（NUMO：兵藤氏） 

３．１．1  我が国における地層処分事業について  

日本では、原子力発電所で発生した使用済燃料は、資源の有効利用、廃棄物の減容化の観点から、

資源として利用できるウランとプルトニウムを回収する「再処理」を行うことを基本的な方針として

いる。この再処理の過程で、どうしても再利用できない放射性廃液をガラスと混ぜて固化した高レベ

ル放射性廃棄物「ガラス固化体」とし、これを最終処分するために、地下深くに埋設する「地層処分」

を行うこととしている。 

（１）高レベル放射性廃棄物の最終処分までの流れについて 

過去半世紀近くに及ぶ原子力発電の利用の結果、既に国内貯蔵分及び海外からの返還分を合わせる

と約 2,500 本相当のガラス固化体が発生しており、さらに約 18,000 トンの使用済燃料を各発電所等で
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保管しており、合計ではガラス固化体換算で約 25,000 本相当が発生していることになる。地層処分施

設としてはガラス固化体を 40,000 本以上、TRU 等廃棄物を 19000m3以上地層処分する施設の建設を

計画している。処分場用地規模は地上施設で 1～2km2・地下施設で 6～10 km2 であり、坑道の総延長

は 200km 程度以上と見込んでいる。HLW 処分事業は調査から建設・操業・閉鎖まで 100 年間以上

の長期間の管理を要する事業である。 

（２）地層処分の概念と現状について 

高レベル放射性廃棄物の最終処分においては、数万年以上の長期間にわたり人間とその生活環境に

放射性廃棄物の影響が及ばないようにすることが求められる。そのため、地層処分では地下深部に放

射性廃棄物を埋設することで、放射性物質が、生活環境から隔離（物理的隔離機能）され、さらに長

期にわたってその放出や移行が抑制され処分場周辺に閉じ込められるようにする（閉じ込め機能）。こ

の間に、放射性廃棄物に含まれる放射能の大部分が減衰するため、人間とその生活環境が放射性廃棄

物に由来する放射線の影響から防護される。 

世界各国でさまざまな処分方法が検討されてきたが、「地層処分」が最適な方法であることが、国際

的に共通な認識となっている。地表は地下に比べて自然現象に左右されやすく、また、人の行為に影

響されやすい。このため、数万年もの間、人間の管理によって安全性を確保することは非常に難しい。

また、将来の世代に負担を残すことになる。一方、地下は長期間にわたり人間の生活環境から隔離す

るのに適している。地下深部は、①生活環境から隔離されていること、②酸素が少なく、ものが変化

しにくいこと、③ものの動きが非常に遅いこと 等の特徴があり長期間安定した処分を行うのに適し

ている。各国で地層処分場の立地に取り組んでいるが、日本では未だ調査前段階であり、建設中のフ

ィンランド及び安全審査中のスウェーデンが先行している。 

（３）地層処分事業における具体的安全確保のシステムについて 

人工バリアと地層の天然バリアで多重バリアシステムを構築することで、地下水の接触や仮に遠い

将来、バリアシステムの浸食等により地下水に接触した場合においても放射性物質の移動を最小限に

抑えることが可能となる。適切に設計された人工バリアであるガラス固化体、鋼製オーバーパック及

び緩衝材等が期待された性能を長期にわたり発揮するのに適した特性を有し、かつ、定置された放射

性廃棄物の周囲の地質環境（天然バリア）が放射性物質を閉じ込め、これら多重バリアシステムが、

放射性物質の移行を抑制するのに適した特性を有することが必要である。図１に多重バリアシステム

と地層処分の概要を示す。 

  
図１ 地層処分の多重バリアシステムの概念と地層処分の概要 
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日本では火山や活断層が多いことを心配する声が多いが、地質の特性を調査し、好ましくない場所

を避けることにより、安全に処分することが可能であると考えている。過去の数百万年間、火山の場

所は変っておらず、火山などの影響を避けて立地することが可能であると考えられる。また、断層活

動も過去数十万年間にわたり同じ場所で活動を繰り返しているので、活断層の影響を避けて立地する

ことが可能であると考えられる。さらに、地下の揺れは地表に比べて小さく、地下深部に埋設するこ

とで周辺の岩盤と一体となって揺れることから地震の揺れによる処分施設への影響は小さくなる特徴

があり、工学的な耐震対策で対処可能と考えている。 

放射性物質が人間の生活環境に運ばれる典型的な原因は地下水である。これは、地下水シナリオと

して評価しているが、国際的な安全レベルを十分下回ることが可能であると考えている。操業期間中

の地上施設や輸送時の安全性は、すでに実績があるシステムにより安全の確保を図ることとしている。 

 

（４）段階的な処分地選定について 

最終処分法では、ＮＵＭＯが三段階の処分地選定調査を実施することとしている。文献調査では、

概要調査地区として選定しようとする地区及びその周辺の地域について、過去の地震等の履歴、活断

層・火山の状態、地層の状態及び鉱物資源の賦存状況等が調査される。概要調査においては、概要調

査地区内の処分を行おうとする地層及びその周辺の地層について、物理探査やボーング調査等により、

岩石の性質と状態、活断層の位置や性状、過去の地震等の履歴及び破砕帯や地下水の概要等が調査さ

れる。精密調査においては、地下調査施設を建設することにより、岩石・岩盤の力学的特性、地質環

境の化学的性質及び水理特性や地下水質等の詳細が調査される。図２に最終処分地選定に係る段階的

調査の進め方を示す。文献調査、概要調査、精密調査と段階が進むごとに、調査対象となる範囲を段

階的に絞り込み、詳細度と信頼度が増していく。これに伴い、処分場の設計や安全評価などから成る

総合的評価は精緻化され、それらの信頼度も向上していく。約 20 年かけて三段階の技術調査（文献調

査、概要調査、精密調査）を進めることを計画している。 

  

図２ 最終処分地選定に係る段階的調査 

 

３．１．２ 科学的特性マップについて 

日本全国の地域の科学的な特性をマップの検討にあたり、国等の機関では、その提示の意義・目的に

ついて以下整理している。 

【目的】 安全性の確保の観点から相対的に適性が低いと考えられる地域を予め調査対象から除外する
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ことによって、安全を第一に処分地選定を進めることに資する。また、広く全国の国民・地域に最

終処分問題を認識・理解してもらう契機・材料を提供する。また、より適性が高いと考えられる地

域に対し、その後の重点的な理解活動に繋げる。 

 

３．１．３ 科学的特性マップの要件・基準について 

国は、地層処分を行うために、どのような科学的特性を考慮する必要があるかについて、その要件・

基準をとり纏め、「地層処分に関する科学的特性マップ」として 2017 年に公表した。図３に処分地選定

に係る「地層処分に関する科学的特性マップ」と当該マップに用いた要件・基準一覧を示す。  

地層処分の候補地を選ぶ際に考慮が必要な科学的特性として、火山活動や断層活動といった自然現象

の影響をオレンジ、将来の掘削の可能性が考えられる鉱物資源についてはシルバーで示しており、これ

らを「好ましくない特性があると推定される」地域に区分している。これらがいずれも該当しない地域

は、「好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い」地域としてグリーンで示し、なかでも海岸から

の距離が 20km 以内を目安として、“輸送面でも好ましい（グリーン沿岸部）”として区分している。 

  

図３ 処分地選定に係る「地層処分に関する科学的特性マップ」及びマップに用いた要件・基準一覧 

（科学的特性マップの HP リンク） 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/kagakutekitokuseimap/maps/kagakutekitokuseimap.pdf 

 

（１）地下深部の長期安定性等の観点 

地下深部の長期安定性等の観点では、火山・火成活動、断層活動、隆起・侵食、地熱活動、火山性

熱水・深部流体を考慮し、好ましくない及び好ましい範囲の要件・基準を設定している。 

好ましくない範囲の要件は物理的隔離機能を喪失させる事象である。例えば、熱環境には「地熱活

動」、化学場には「火山性熱水や深部流体の移動・流入」が著しい影響を与えるおそれがある。また、

「断層のずれ」により、力学場、水理場、化学場に影響を与えるおそれがある。閉じ込め機能に加え

て、「人間の生活環境や地上の自然環境の影響を受けにくい」という隔離機能を喪失させる事象につい

て「マグマの処分場への貫入と地表への噴出」と「著しい隆起・侵食に伴う処分場の地表への著しい

接近」を抽出している。このように特定した事象を①火山・火成活動、②隆起・侵食、③地熱活動、

④火山性熱水・深部流体、⑤断層活動の天然現象に大きく分類した。図４に、地下深部のマグマ活動

等に起因する長期安定性等の観点に関する好ましくない事象等を示す。また、例として①火山・火成

活動について整理した要件・基準について示す（詳しくは NUMO の HP 等にて確認できる）。 
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図４ 地下深部のマグマ活動等に起因する長期安定性等の観点に関する好ましくない事象等 

 

① 火山・火成活動 

マグマの貫入・噴出は、地層処分システムの物理的な隔離の機能を広範囲にわたり喪失させる恐れ

があるため、その影響範囲を回避する必要がある。現象の考え方、検討すべき対象及び好ましくない

範囲について検討・整理し、以下の要件・基準が示されている。 

◆要件 

マグマの処分場への貫入と地表への噴出により、物理的隔離機能が喪失されないこと 

◆好ましくない範囲の基準 

第四紀火山の中心から 15 km 以内 

第四紀の火山活動範囲が 15 km を超えるカルデラの範囲 

※一部の火山については火山中心の精査が必要であることに留意が必要 

（２）将来の掘削可能性の観点 

放射性廃棄物の物理的隔離機能を損なわないためには、（１）の地下深部の長期安定性の検討とは性

質が異なることとなるが、最終処分施設に対する偶発的な人間侵入の可能性についてもできるだけ低

減させる必要がある。最終処分法上は、文献調査段階において「当該概要調査地区として選定しよう

とする地区内の最終処分を行おうとする地層において、その採掘が経済的に価値が高い鉱物資源の存

在に関する記録がないこと」の条件に適合していると認めるものの中から概要調査地区を選定しなけ

ればならないとされている。ただ、特に何が「経済的に価値の高い鉱物資源」であるかは時代や地域

性によって異なる可能性があり、そうした不確実性も認識しつつ、現在の経済的価値が高いものは、

できるだけ避けていくことが国際的にも議論されている。 

その他、地下施設・地上施設の建設時・操業時の安全性の観点や輸送時の安全性の観点などが考慮

されている。 

 

３．２．NUMO の対話活動について)（NUMO：横内氏） 

NUMO では「フェイス・トゥ・フェイスの対話活動」「次世代層向けの活動」「多様な方法による情報

発信活動」の３つの柱で対話活動を進めている。具体的な内容は以下のとおり（※以下、一部抜粋）。 
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（１）対話型全国説明会 

地層処分の仕組みや地域の科学的特性、処分の実現に向けた地質環境に関する調査プロセスなどに

ついてより一層の理解を深めていただくことを目的に、各都道府県の県庁所在地や第二、第三の都市

において、フェイス トウ フェイスによる双方向の対話に取り組んでいる（2018 年度実績：全国 54

カ所の市町村等、計 54 回、のべ参加者 約千人）。参加者への地層処分に関するアンケート結果では、

グループ質疑などでの説明も奏功し、参加者からは一定の肯定的評価を頂いている。以下に参加者か

らの主な意見を示す。 

■地層処分全般についての参加者意見 

・まず原子力発電を止め、これ以上廃棄物を増やさないようにすべきではないか。 

・現に廃棄物は存在するので、原発推進、脱原発にかかわらず地層処分事業は必要。 

■説明会の運営等についての参加者意見 

・とても分かりやすく興味深かった。1 人 1 人の質問にもしっかり答えてくれ、良い印象を受けた。 

（２）次世代層を対象とした広報活動 

全国の小学校、中学校、高専、大学等の授業に NUMO 職員が出向き、高レベル放射性廃棄物の処

分に関する説明を行う出前授業（2018 年度実績：20 都府県 計 49 回、のべ参加者 約 2 千人）、３D

映像や展示模型、実験などの体験型ツールを備えた移動展示車「ジオ・ミライ号」による全国各地で

の巡回展示、教育関係者向けの教育支援、ディベート授業（千葉大学等）などを実施している。 

（３）地域団体の学習支援活動 

地層処分について、「より深く知りたい」というニーズのある地域団体等の学習活動に対する学習の

機会提供事業（学習支援事業）を 2015 年度より実施している。2018 年度からは、より柔軟な活動を

支援できるように、複数年度にわたる活動を支援する「自主企画支援」を追加した。 

a) 自主企画支援（複数年度事業）（2018 年度実績 17 団体） 

過去に学習活動の実施実績がある団体を対象に、さらに理解を深めるための自主的な活動を募

集。最大 3 か年度にわたって活動を支援。 

b) 選択型学習支援（単年度事業） （2018 年度実績 66 団体） 

初めてでも申込みがしやすいよう、あらかじめ用意した メニュ-から学習活動を選択してもらう。  

（４）その他 

日本、フィンランド両国の原子力分野における経験と教訓に関する講演に加え、フィンランドで先

行する放射性廃棄物処分の取り組みについてパネルディスカッションを実施。 

講演会テーマ；「原子力と最終処分に関する日本・フィンランド共同セミナー」 

日 時 2018 年４月 12 日（木）13:00～17:30 

場 所 建築会館ホール（東京都港区） 

主 催 日本：資源エネルギー庁、原子力発電環境整備機構（NUMO） 

フィンランド：雇用経済産業省、Posiva、Fortum 

参 加 者 約 130 名 

 

４．質疑応答 

Q1 将来、採掘の蓋然性が高い立地として、鉱物等資源が埋設されている可能性のある所は避けるとの

ことであるが、国内に賦存している鉱山等の中には既に枯渇して採掘による経済的合理性がほとん
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ど認められない場所も多くあるが（例えば廃鉱金山等）、そのような立地も除外すると理解して良い

か。 

A1 スライドにあるように好ましくない範囲の基準は「技術的に採掘が可能な鉱量の大きな鉱物資源の

存在が示されている範囲」であり、例えば、炭田については、炭量が図示されている主要な炭田の

みをマップに示している。 

Q2 数万年後に人類が地下利用することもあると思うが、地層処分の深度３００ｍの妥当性は何か。ど

う決めたのか？ 

A2 人間の地下鉄、建物の基礎などによる地下利用は深度数十ｍであること、地下深度３００ｍより深

ければ還元性雰囲気を確保出来、容器が腐食しくいなど好ましい条件であることや海外の事例を参

考に、最終処分法で３００ｍ以深と定められている。具体的な深度は場所の地質の状況により異な

り、適切な岩体が分布する深度となる。未来の人間活動が３００ｍ以深に及ぶ可能性が全くないと

は言えない。法律的には処分場のあることは国が記録として残すことや掘り返すためには許可等が

必要となる制度が設けられている。 

Q3 例えば１０００年前の情報が現代にどう伝承されているかを考えると本当に数万年前の情報を、子

孫に正しく伝えることができるのか？ 

A3 例えば、劣化しない材料で作ったモニュメントを地上に残す方法などが国際的に研究・議論されて

いる。他には、日本では太古より神宮が残されてきたような長く伝承されているものを参考にした

らどうか、といった論文を見たことがある。 

Q4 地層処分は利用されない場所（現在及び将来）を考えているのであれば泥炭地などは適切な場所と

言えるのではないか？国有地に立地すればいいのではないか？(機械・長友) 

A4 処分深度の岩盤が適切であれば地上部が泥炭地であっても処分場を設置することは可能である。国

有地の場合は、まず国の判断が必要である。また、国有地であってもいずれかの市町村内であるた

め、地元の理解が必要であることには変わらず、段階的に進めていかなければならない。 

Q5 親しい外国に土地を借りて地層処分を委託し、処分して貰うことは可能か。 

A5 基本的に現状では自国で発生した放射性廃棄物は自国で処分するとの条約があるので考えていない。

また原子力を進めてきた日本としては責任ある処分を進める必要がある。ヨーロッパの原子力小国

では共同処分するという考え方が議論されているようだが、あくまでも当事国の合意に基づいての

話であると考える。 

Q6 沿岸海底下に地層処分をする説明スライドの中にあった地上施設から斜め堀りして、設置すると想

定した場合、海岸線から１５ｋｍ程度以内と距離を決めている理由は何か？ 

A6 これまで第 2 次取りまとめなどでは、500m 深度や 1000m 深度の地下施設を検討している。地上か

ら地下へのアクセス坑道はらせん状に降りていくが、７％程度の勾配であり全長は 15km 程度であ

る。このようにこれまで建設可能と考えられているアクセス坑道の全長が 15km 程度であることか

ら決められている。 

Q7 沿岸海底下に地層処分をする説明スライドで、地上で垂直地下に設置する場合に比べて、現状地下

環境をどの程度正確に把握しているのか。調査技術はどんなのがあるのか？ 

A7 国内では産総研や海上保安庁水路部等が船による音波探査結果をもとに作成した地質図がある。浅

いところは船が寄り付けないので、データが少ない。陸域から近い大陸棚の範囲であれば陸域の地

質が延長していると考えられる。詳細に把握するには、海上にやぐらを組んでボーリングすること
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となるが、期間や費用が陸域より増大する。 

Q8 将来地層処分施設の建設及び操業時の安全性確保に関連して、ガラス固化体を定置する作業員等は

どのような教育を受けた方が行うのか？ 

A8 建設と定置を分けて答える必要がある。建設はトンネル工事等の一般土木工事と同じで、掘削時の

換気や温度対策が必要。定置はガラス固化体を内包するオーバーパックからの外部放射線があるの

で遠隔自動化を検討している。 

Q9-1 調査の段階の途中経過の結果次第で NUMO 側の理由で調査をやめる/撤退することはあるのか？  

A9-1 最終処分法に則り調査を進めるが、最終処分法には各段階で満足すべき要件が定めてある。火山

や活断層などの要件を満足できなければ撤退することとなる。要件を満足していても、複数の地点

で調査を進めており、比較の上、好ましい方を選んで次の段階へ進み、もう一方は調査を止めるこ

とはあり得る。 

Q9-2 調査実施を受入れを決定するまで、当該地域の見解が分裂するほどの議論を乗り越える努力をし

て進めているのに、NUMO の理由で止めるはないのではないか？どこかで計画等の中止があり得る

ことは説明しているのか？ 総じて地層処分が成立するのか心配している。 

A9-2 安全性を確保するという要件（法律要件）を満たさないものは、次に進まない。あくまで地質環

境等の科学的な結果に従い、安全性が確保できない地点からは、途中であっても撤退することにな

る。 

Q10 「100 年後のことは判る訳はない。NUMO は嘘を言っている」と主張する人々がいる。彼らに対

して分かりやすく説明して頂きたい。 

A10 時間をかけて説明すると理解していただける場合が多いが、時間が短い場合は十分に説明できない

ケースもある。説明方法の点でくり返し改善してきているが、短時間で分かっていただける工夫等、

まだまだ改善の必要はあると考えている。 

Q11 日本の NUMO は処分事業に良く取り組んでおり、一番頑張っていると思うが、学術会議の地層処

分に関する見解は「日本は地震国であり、現状の地層処分の方針等は抜本的に見直すべき」とのコ

メントをしている。これが反対派に力を与えている。これにどう対応するのか？(電気電子・古川) 

A11 学術会議の答申は原子力委員会が依頼したものである。ただ、学術会議の基本方針は地層処分であ

り、処分の前に方策を良く熟慮すべきという内容である。高レベル放射性廃棄物を地層処分すると

いう認識は同じと考えている。 

Q12 もう１つは海溝に処分できないかという点である。海溝の角度が５５度以下になると沈み込みは起

こらない。マリアナ海溝が該当し、硫黄島の近くまで海溝が伸びている。ここに処分することに実

現性はないのか？ 

 A12 処分方法は宇宙処分の事故確率低下を含めてさまざま議論はなされてきている。海洋処分は海洋

汚染の問題や海洋投棄の禁止条約等を考慮すると採用できない。また安全性、信頼性等でも地層処

分を上回る技術は今のところないと考えている。 

Q13 今後の工程と予算規模はどんな展望か？ 

A13 とにかく 1 日も早く調査を進めて当該処分事業を進めたいと考えており、全国各地にて理解をいた

だくための説明会等を実施している。予算は概算として、３．８兆円と見積もっている。 
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（ａ）講師の兵藤氏と横内氏            （ｂ）会場の風景 

 写真 当日の会場状況 

                                    以上 

 


