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1.  はじめに 

原子力発電環境整備機構（以下，NUMO という）は，2000 年の設立以来，第一種特定

放射性廃棄物（以下，高レベル放射性廃棄物という）および第二種特定放射性廃棄物（2008

年から追加，以下，地層処分低レベル放射性廃棄物という）を対象とした地層処分事業の

推進のために必要な技術開発を進めています。NUMO が行う技術開発は，既存技術や国の

基盤研究開発機関などが整備する基盤技術をもとに，地層処分事業の安全な実施に向けた

技術として実用化・合理化することです。 

NUMO は，2010 年度にそれまでの技術開発成果について 100 年にわたる事業全体を俯

瞰し，安全確保に向けた事業推進計画（安全確保ロードマップ）とそれを支える技術開発

計画（技術開発ロードマップ）を提示しました。（NUMO，2011） 

さらに，NUMO は，技術開発ロードマップを踏まえ，20 年程度に及ぶサイト選定段階

における NUMO と基盤研究開発機関などの技術開発のより詳細な技術開発計画を策定し

ました。これらは，「地層処分事業の技術開発計画 －概要調査段階および精密調査段階に

向けた技術開発－」（NUMO，2013）（以下，中期技術開発計画という）として 2013 年 6

月に公表しました。 

NUMO は，この中期技術開発計画を基本としつつ，地層処分を含む原子力政策の動向な

ど，地層処分事業をとりまく状況変化に柔軟に対応しながら，技術開発を進めています。 

 

1.1 2014年度の技術開発方針 

2012 年 5 月から国の審議会（総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子

力小委員会 放射性廃棄物WG（以下，放射性廃棄物WG という））で，立地選定・社会

的合意形成に向けた取り組みの強化が議論されるなど，地層処分事業の進展に向けての環

境が整いつつあり，NUMO 全体でサイト選定に向けた取り組みをさらに強化していく計画

です。 

このため，「一日も早い文献調査の開始」に向けた取り組みを強化するとともに，事業

推進に向けて，着実に技術開発を実施していきます。 

これを踏まえて，2014 年度の方針は以下の通りとしています。 

① 立地活動を推進する業務の強化 

 ・地層処分の技術的信頼性の確認(包括的技術報告書の取りまとめ) 

② 事業推進に向けた業務の着実な実施 

 ・段階的な技術開発 

 ・その他(規制対応，基盤研究開発へのニーズの提示) 

なお，技術開発の成果や得られた技術情報については，技術報告書やホームページを通

じ，また，成果報告会の開催や学会発表などにより積極的に公表していきます。これらに

ついては，品質や信頼性の確保に向けて品質マネジメントシステムを適切に運用していき

ます。さらに，技術情報への理解が促進されるよう，さらなる工夫や検討を進めていきま
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す。また，関係機関との技術協力を通じて，地層処分に必要な技術を的確かつ効率的に整

備・更新していきます。 

 

1.1.1 地層処分の技術的信頼性の確認にかかわる技術開発 

東北地方太平洋沖地震のような日本においてこれまでの想定をこえる巨大地震の発生を

踏まえて，2012 年に公表された原子力委員会の提言では，「地層処分の技術的な信頼性に

ついて， 新の科学的知見を反映した再評価を行うことが必要」との主旨の指摘がなされ

ています。NUMO は，同地震の発生以降， 新の知見を反映した地層処分の技術的信頼性

の確認に取り組んできました。2013 年 10 月に設置された国の審議会（総合資源エネルギ

ー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 地層処分技術 WG）では，NUMO の取

りまとめ成果を基にして，専門家による地層処分の技術的信頼性に関する現段階の評価と，

今後の研究開発課題が審議されました。その中で，次のような主旨の結論が示されていま

す（経済産業省，2014）。 

「段階的なサイト調査を適切に行うことにより，全ての天然現象の長期的変動の影響を

踏まえても尚，おのおのの好ましい地質環境とその地質環境の長期安定性を確保できる場

所をわが国において選定できる見通しが得られたと判断できる。」 

また，地層処分の技術的信頼性向上に向けた取り組みとして研究課題も明示され，今後

の地層処分事業の取り組みと並行した技術開発の必要性もあわせて示されました。 

NUMO は，技術的信頼性のさらなる向上を図るため，地震・断層活動による地層処分シ

ステムへの影響や回収可能性を確保するための技術など，国民のみなさまが懸念や関心を

寄せる事項や，国の審議会で示された技術課題などについて，重点的に検討することとし

ます（経済産業省，2014）。さらに， 新の科学的知見や技術を踏まえて，操業中ならびに

処分場閉鎖後の長期における安全確保の具体化に向けた検討を進めていきます。これらの

検討や技術開発の成果については，わが国における地層処分の技術的信頼性の定期的な確

認と安全性に関する全体像を体系的に示す包括的技術報告書（以下，包括的技術報告書と

いう）として，今後 2 年程度かけて取りまとめることとします。 

このような地層処分の技術的信頼性の確認にかかわる技術開発として，2014 年度は，断

層の施設への影響評価手法に関する検討，わが国の地質環境の特性を踏まえた処分場の設

計・安全評価の試行と信頼性向上に向けた検討，廃棄体の回収技術の検討などを実施しま

す。 

 

1.1.2 サイト選定段階に向けた段階的な技術開発 

サイト選定段階は，①文献調査に基づき概要調査地区を選定する段階（文献調査段階），

②概要調査に基づき精密調査地区を選定する段階（概要調査段階），③精密調査に基づき処

分施設建設地を選定する段階（精密調査段階）の三段階があります。このうち，文献調査

段階および概要調査段階に必要となる，サイトを特定しないジェネリックな技術開発（幅
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広い地質環境の条件に対して共通的に必要となる技術などの開発）については，2013 年度

までに終了しました。今後は，精密調査段階を主な対象とした技術開発を進めていきます。 

2014 年度は，操業安全，閉鎖後長期安全評価シナリオ，および評価対象となる核種の選

定方法にかかわる検討など，現段階で必要となる技術開発を優先して実施します。 

 
1.2 本書の構成 

中期技術開発計画では，サイト選定段階に応じた多岐にわたる技術を，以下に示すよう

に幾つかの技術開発分野として分類設定し，技術開発の対象とする段階ごとに展開してい

ます。 

 

○技術開発分野 

・地質環境の調査・評価 

・工学的対策 

・閉鎖後長期の安全性評価 

・事業期間中の安全確保 

・廃棄体とインベントリ 

・モニタリング 

 

このうち，前述の通り概要調査段階に向けた技術開発は 2013 年度に終了しました。 

本書は，1.1 で述べた技術開発方針に基づき，上記の分類に沿って，2014 年度の技術開

発計画を記述しています。なお，中期技術開発計画で技術開発分野として設定されていな

い「地層処分に関する技術協力・連携」を，本書の第 8 章に加えています。 

 
2. 地質環境の調査・評価 

文献調査段階では，過去および現在において火山・火成活動，地震・断層活動，隆起・

侵食などの自然現象による地層の著しい変動が生じている場所を避け，事業期間中および

閉鎖後長期にわたって安全が確保できると考えられる適切な場所を選定します。 

概要調査段階および精密調査段階では，地質環境特性にかかわる調査などで得られる情

報に基づき，前段階（文献調査および概要調査）における評価の妥当性を確認します。あ

わせて，閉鎖後長期の安全性の評価に向けて，自然現象に伴う地質環境特性への長期的な

影響に関する情報を収集・整備します。 

 

2.1 地質環境特性の把握にかかわる調査・評価技術 

（1）考慮事項策定・調査計画立案にかかわる検討 

処分施設建設地選定上の考慮事項は精密調査を行う上で必要となるものです。本考慮事
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項は，精密調査地区の中から法定要件に適合すると判断でき，かつ地層処分にとってより

適切な技術的・社会的な条件を有すると判断される区域を，処分施設建設地として選定す

るために設定するものです。2013 年度までに，前段階である概要調査に必要な精密調査地

区選定上の考慮事項を検討してきましたが，今後は，処分施設建設地選定上の考慮事項の

設定に向けて，同様の検討を進めていきます。 

2014 年度は，地層処分の技術的信頼性の確認にかかわる技術開発として，地下施設に対

する断層の影響に関し，考慮すべき断層の調査・評価手法や，地下施設への力学的・水理

学的影響を評価する手法について検討を行います。 

 

（2）調査・評価技術の体系化・実証 

精密調査段階〔前半〕で実施する地上からの調査では，概要調査技術の他に，三次元物

理探査技術，ボーリング孔間調査・試験技術，地質環境モデルの精緻化が必要です。さら

に，調査・評価の精度および信頼性の向上を図る必要があります。また，主要な技術の適

用性と調査結果の信頼性について，実際の調査で使用する前までに，確認・評価しておく

ための実証が必要となります。 

地質環境特性の把握にかかわる調査・評価技術の体系化および実証として，2006 年度よ

り一般財団法人電力中央研究所（以下，電力中央研究所という）との共同研究において，

地上からの調査技術に関する現場適用性を確認するための実証に取り組んでいます。2011

年度までに，概要調査段階において実施する物理探査技術，ボーリング調査技術，地下水

モニタリング技術の実証を行い，2012 年度からは，精密調査段階〔前半〕に実施する地上

からの調査技術の実証に着手しました。2013 年度までに，これまで構築した地質環境モデ

ルの妥当性の確認，調査結果に基づくモデルの更新を進めました。ボーリング調査技術の

実証では，ボーリング孔周辺の地質・地質構造や水理特性を把握するために，新規に掘削

するボーリング孔と既存のボーリング孔の孔間を利用した調査・試験などを行いました。

このボーリング調査技術の実証は，崩れやすい地質の影響で当初計画より工程が遅延して

います。そのため，2014 年度は，ボーリング調査技術の実証を継続して進めるとともに，

地質環境モデルを更新するためのボーリング孔間調査や地下水の流れ方を推定する解析な

どを実施し，地質環境調査・評価技術の体系化を進めます。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 

○地質環境の調査技術・評価手法の実証の総合評価に関する検討 

 ・ボーリング調査技術，ボーリング孔間調査技術の実証 

・地下水流動解析技術の実証 

 ・モニタリングデータの収集・分析 

 ・地質環境モデルの構築・更新の実施および妥当性確認 

 ・研究成果の取りまとめ 
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（3）情報管理技術の整備 

NUMO は，2013 年度までに，概要調査から精密調査段階〔前半〕に向けた地質環境情

報の管理支援システムの整備を行ってきました。今後，精密調査開始前までに，地質環境

情報と地質構造モデルの管理が可能なシステムを整備します。2014 年度は，地質構造モデ

ル管理機能などの機能改良や，操作マニュアル等の整備を実施し，実運用に即したシステ

ム構築を進めます。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 

○地質環境に関する調査・解析情報の管理支援システムの整備 

 ・調査・観測データの管理支援システムの整備 

 ・地質環境モデルの管理支援システムの整備 

 ・地質環境データ管理システムとの連携 

○原環機構地理情報システムのメンテナンス 

 ・改訂資料および新規発行資料の収集 

 ・情報の電子化・データベースの更新 

 

3. 工学的対策 

サイト選定段階における人工バリアの設計・施工については，まず，人工バリアが担保

すべき安全機能とその担保期間を明確にします。その上で，当該サイトでの調査によって

把握される地質環境特性や材料間の相互作用などによる長期的な人工バリアの性能の変化

を踏まえ，人工バリアの材料選定や寸法設定などの仕様設定を行います。 

 

3.1 人工バリアの設計・施工技術 

（1）バリア材の長期挙動評価を踏まえた人工バリアの設計手法の整備 

NUMO は，2013 年度までに，概要調査段階で行う概念設計のための手順と具体的方法

を取りまとめました。 

2014 年度は，先に述べた包括的技術報告書の取りまとめに向けて，安全評価と連携した

試行的な設計を実施します。この際，ニアフィールド（人工バリアとその周辺岩盤）の長

期変遷を定量的に評価し，人工バリアの仕様の設定に反映します。これらに必要な解析モ

デル・パラメータの選定などに関する技術的な論拠は， 新の知見を踏まえて整備すると

ともに，評価結果の妥当性や解析モデルの適用性について検討します。以上の成果を包括

的技術報告書の取りまとめに反映させるとともに，技術的信頼性のさらなる向上に向けた

今後の技術課題を明確にしていきます。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 

○ニアフィールドの時間的変遷評価における考慮事項に関する検討 

 ・人工バリア再冠水における過渡期の状態設定に関する不確実性の抽出 

 ・セメント劣化，セメント系材料―緩衝材相互作用に関する不確実性の抽出 
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・PEM1方式（地上施設であらかじめ緩衝材と廃棄体を鋼製の容器内に一体化し，地下

施設に搬送・定置する方法）採用時の閉鎖後長期の状態設定に関する不確実性の抽出 

 

（2）閉鎖後所定期間の閉じ込め機能を付加した廃棄体パッケージの開発 

地層処分低レベル放射性廃棄物については，廃棄体を廃棄体製造者から受け入れた後に， 

NUMO 自らが製作する廃棄体パッケージに収納して処分する予定です。合理的に処分の安

全性を実現するためには，放射性物質の閉じ込めに必要な機能を，廃棄体と廃棄体パッケ

ージに適切に配分することが重要です。このため，放射性物質の閉じ込めを合理的に実現

するために，現段階において廃棄体の仕様設定に必要な事項を明確にしておく必要があり

ます。 

2013 年度までに，操業期間中および閉鎖後の所定の期間に閉じ込め機能を確保すること

が可能な，廃棄体パッケージの概念を検討しました。この検討の中では，廃棄体と廃棄体

パッケージ双方への要件を設定し，これを設計の根拠として廃棄体パッケージの概念的な

設計を試行しました。2014 年度は， 検討した概念について，これの成立性の確保に適し

た人工バリアシステム（構造躯体，廃棄体パッケージ間の充填材など）の検討を実施して

いきます。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 

○閉鎖後所定の期間の閉じ込め機能を付与した廃棄体パッケージの成立性確保のための

検討 

 ・要件に基づく廃棄体パッケージの閉じ込め期間設定に関する検討 

 ・人工バリアシステムの仕様設定例の提示 

 

（3）回収技術の整備 

NUMO は，精密調査地区の選定までに，人工バリアの搬送・定置技術のオプションに関

する有望な技術の絞り込みを行う予定です。 

これとともに，何らかの理由で地下に設置した廃棄体を回収する必要性が生じた場合に

対する技術的な実現可能性については，1.1 で示されている通り，地層処分の技術的信頼性

の提示に対して，相対的に重要度が高い技術開発項目と考えます。そこで 2014 年度は，廃

棄体の回収技術に対する検討を行います。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 

○地層処分事業における可逆性と回収可能性の検討 

 ・操業手順と想定される回収技術の検討 

 ・坑道開放期間の長期化に関する検討 

 

                                                 
1 Prefabricated Engineered barrier system Module の略 
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3.2 地下施設の設計技術 

NUMO は，2013 年度までに，上記の人工バリア設計とあわせて，地下施設の基本レイ

アウトを設計するための具体的手順と方法を取りまとめました。 

2014 年度は，包括的技術報告書の取りまとめに向けて，2013 年度までに整備した候補母

岩の選定技術を適用し，地質環境条件と安全評価との連携を通じた，地層処分システムの

仕様の設定に関する試行を行います。また，試行を通じて，今後の技術課題を明確にして

いきます。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 

○処分システム設計に関する検討 

 ・地下施設設置に好ましい領域の選定にかかわる検討 

 ・人工バリアの仕様にかかわる検討 

 ・地下施設の仕様にかかわる検討 

 ・シーリングシステムの仕様にかかわる検討 

 

4. 閉鎖後長期の安全性評価 

サイト選定段階では，段階的な調査の進捗に応じて得られる情報を用いた安全評価を実

施し，その結果を安全性を示す判断基準（目安値）などと比較することにより，安全性の

確認を行います。 

概要調査段階では，地質環境特性情報や地質環境モデル，処分施設の概念設計や想定す

る人工バリア基本仕様に基づき，時間的または空間的な不確実性を考慮した予備的な安全

評価を行い，事業者として長期の安全性が確保できることの見通しを提示します。 

精密調査段階〔前半〕では，処分施設の基本レイアウトや人工バリアの仕様を決定する

ため，精密調査地区のスケールに対する詳細化された地質環境モデルを踏まえて，安全評

価のシナリオや解析モデルの修正，ならびに入力データセットの更新を行い，安全評価を

実施します。これによって，長期安全性が確保できることを事業者として確認します。 

精密調査段階〔前半および後半〕では，事業許可申請に向けて，モデルやデータ，およ

びその設定論拠の更新を継続します。この論拠は，セーフティケースの一部として構築す

ることになるため，品質管理の体系も含めて，セーフティケース構築のためのフレームを

準備します。また，調査の進展に伴ってデータが増加するため，実際には安全審査の段階

まで，繰り返し安全評価を実施することになると予想されます。従って，安全規制などの

動向を踏まえて，安全審査を念頭に精密調査段階〔前半〕で繰り返し評価を実施しながら，

精密調査段階〔後半〕での安全評価の課題を抽出し，これらについて技術開発を実施する

必要があります。 

 

4.1 安全評価の技術 

2013 年度までに，シナリオの構築，解析モデルの選択，ならびにデータの取得と設定な
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どに関する一連の手順を体系化し，予備的安全評価の手法の整備を行いました。この中で

は，文献調査段階の結果の取り扱いに関する考え方や人工バリアの変質などに関する長期

変遷の評価，核種移行評価，および生物圏での被ばく評価など，定量的な評価を行うため

の一連の解析コードに必要な機能をまとめました。また，現象解析による処分場環境条件

の設定をその環境における核種移行解析条件と整合させるための手順などについても例示

とともに取りまとめました。 

2014 年度は，包括的技術報告書の取りまとめに向けて，2013 年度までの成果に基づいて，

地質環境特性の設定や，人工バリアや地下施設の工学的設計と連携した試行的な安全評価

を実施します。この過程で，安全評価シナリオや安全評価モデルの構築に必要となる FEP1

データベースや個別現象の解析モデル，解析コード，熱力学・収着データベース，生物圏

評価に必要となるデータベースなどの定量的評価の実施に必要なツールの整備を進めます。

また，安全性の判断基準として，線量以外の代替的判断指標についても，適用の可能性を

検討します。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 

○地質環境を特定しない地層処分対象放射性廃棄物の安全評価  

・現段階での情報に応じた安全評価に用いる環境条件の設定 

 ・評価対象とする事象の枠組みに応じた性能・安全評価の実施 

 ・安全評価指標・基準の適用性についての検討 

 

4.2 安全性の論拠の拡充 

安全評価では，評価に用いられるシナリオ，モデルならびにデータについて，その設定

根拠や判断の内容を評価の過程とともに記録・管理することが重要となります。NUMO は，

概要調査段階で実施する予備的安全評価の段階から，長期安全性を踏まえたシナリオ，モ

デルならびにデータの論拠を中核的な情報として，処分場の安全性に関する事業者として

の主張をセーフティケースとして構築していきます。精密調査段階〔前半〕でも同様の作

業を継続しますが，同段階は概要調査段階に比べて評価対象とする空間領域が限定される

一方，取得データが増加するため，データ処理や不確実性の取り扱いについての追跡性と

判断の透明性の重要性が増します。 

2013 年度までに，ベントナイトと坑道の支保工などに含まれるセメントと，またベント

ナイトとオーバーパックなどの鉄との間に起こる相互作用反応，地下水が人工バリアに浸

潤する過程の再冠水挙動などについてのプロセスを時間的・空間的に整理しました。これ

らは，核種移行時の環境条件を決定するうえで重要な事象です。しかしながら，生じる現

象が複合的かつ複雑であるため，定量的な解析が困難であり，安全評価を実施するうえで

重要な課題となっています。 

                                                 
1 地層処分システムの各要素の特性（Feature），特性に影響を与える事象（Event），地層処分システムの時間的変遷の過

程（Process）の略称 
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2014 年度は，これら安全評価上の影響の大きい事象について，有識者の知見や実験結果

を取りまとめ，性能・安全評価上のこれら事象の取り扱い方法について検討を行い，包括

的技術報告書の取りまとめに反映していきます。 

精密調査段階〔後半〕では，事業許可申請に向けて，地下調査施設での調査によって把

握された詳細な地質環境特性や，実証試験などを通して妥当性が確認された人工バリアと

地下施設の設計を踏まえ，シナリオ，モデルならびにデータの更新を行います。これらを

用いて安全評価を行い，閉鎖後長期の安全性を事業者として確認・提示します。そのため

には，ニアフィールドにおける放射性物質の挙動を踏まえた閉じ込め性能を評価する技術

および採用したモデルやデータの妥当性について主に原位置で実証するための技術が必要

です。さらに，緩衝材の仕様や廃棄体の定置位置の妥当性を判断するために，処分場スケ

ールでの地下水流動モデルの構築技術や，緩衝材の流出・変質などとの関係も考慮した物

質移行評価技術が必要となります。 

基盤研究開発機関では，引き続きモデル化技術やデータベース整備などに関する個別技

術の高度化が行われるとともに，モデルやデータの妥当性確認に資するための地下調査施

設での実証手法が開発されます。NUMO は，精密調査段階〔後半〕およびその後の事業許

可申請に向けて，高度化された個別技術を踏まえた安全評価の体系の更新・改良を念頭に，

基盤研究開発機関との連携を行います。 

2013 年度までは，基盤研究開発機関との共同研究において，シナリオ構築やパラメータ

の設定，あるいは母岩の水理場評価の観点から，安全評価のための解析技術の改良を実施

してきました。2014 年度においても，基盤研究開発機関との連携を強化し，さらなる評価・

解析技術の高度化を検討していきます。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 

○地層処分の安全評価のための情報基盤のデータベース化 

 ・FEP データベースの整備 

 ・予備的安全評価に用いるデータセットの整備 

  （ただし，ジェネリックな段階での整備，変更・確認はサイト決定後） 

 

 事業許可申請に向け，これまで NUMO は，安全確保の基本的考え方を構築する観点か

ら，閉鎖後長期に関する安全評価手法について検討してきました。 

2013 年度までに，地層処分の特性を考慮した基本となる評価シナリオ，状態設定などに

ついて検討し，安全評価のケーススタディなどを通じて，安全確保の基本的考え方の具体

化を進めてきました。 

2014 年度は，評価期間の考え方などの整理を進めるとともに，複数の地質環境における

ケーススタディなどを踏まえて，安全評価の基本的考え方をさらに具体化していきます。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 

○地層処分事業の安全確保の基本的考え方に係る検討のための技術情報整備 
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 ・わが国の地質環境の特徴を考慮したケーススタディの実施 

 ・閉鎖後長期安全評価シナリオにかかわる課題などの検討 

 

4.3 東北地方太平洋沖地震と福島第一原子力発電所事故を踏まえた検討 

2011 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震および福島第一原子力発電所事故を受け，

NUMO は 2011 年度より，東日本大震災を踏まえた地層処分事業の安全確保策について検

討してきました。 

2013 年度は，地震・断層活動による地層処分への影響について， 近の学術研究成果を

反映して，「断層のずれ」「地震に伴う地下水挙動の変化」「地震動」が地層処分システムに

与える影響を数値解析により検討しました。これにより，地震・断層活動に関する安全評

価解析用の状態設定を行い，安全評価の信頼性の向上を図りました。この結果，地震動が

長期にわたり地下の地層処分施設に対して影響を及ぼす可能性が低いことがわかりました。 

2014 年度は，これらの成果を踏まえて，地震・断層活動に対する安全性の根拠を包括的

報告書に取りまとめていきます。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 

○地層処分に適した地質環境の設定に関する検討 

 ・適切な地質環境特性の設定にかかわる情報整理と解析 

 ・将来の地質環境特性が自然現象により将来的に影響を受ける変動幅の検討 

 

5. 事業期間中の安全確保 

事業期間中の安全確保に関しては，一般労働安全の確保，放射線安全の確保，環境配慮

の観点から検討を行います。このうち，一般労働安全については，一般的な土木工事にお

ける安全対策を適用するとともに，原子力関連施設および鉱山施設などの類似施設に関す

る建設時や操業時の事故や災害情報を整理・分析し，処分施設の建設時においてより信頼

性の高い技術を用います。また，各調査段階の調査精度に応じた検討用地震動および津波

の想定を行い，事業期間中に発生する可能性のある地震，津波，地すべりなどの自然現象

による施設への影響を考慮した安全設計を実施します。 

また，環境配慮に関しては，文献調査段階における現況把握に始まり，概要調査段階以

降の各調査段階では，現地調査，事業による影響の把握，環境影響評価書の準備などの取

り組みを行います。このような段階的な調査の進展に伴う事業計画の詳細化による環境へ

の影響に関する予測精度の向上に伴い，適宜，環境保全措置を見直していきます。 

精密調査段階〔前半〕段階では，特定される地層処分施設の基本レイアウトや人工バリ

ア仕様，ならびに詳細化された地質環境モデルを踏まえて，その時点での 新の技術を適

用して事業期間中の安全性が確保できることを確認します。 

環境配慮にかかわる技術開発に関しては，既存の環境調査技術を適用して，応募地区周

辺の概略の状況調査に関する手順整備に向けた体系化を進める計画です。2014 年度は，現
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況調査に関する手順の検討を行い，精密調査段階における環境配慮の手順の整備を進めま

す。 

事業期間中の安全確保の基本的考え方については，別途，取り組んでいる東北地方太平

洋沖地震後に得られた知見を踏まえた地層処分の安全性に関する総合的な評価に関する検

討成果や，国および他の原子力事業者の動向も踏まえて，操業期間中における安全確保の

基本的考え方を整備してきました。 

2014 年度は，万一の事故に備えた事故影響のケーススタディを実施し，検討結果を踏ま

えて対策を検討することにより，操業期間中の安全確保の基本的考え方をさらに具体化し

ていきます。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 

○地層処分事業の安全確保の基本的考え方に係る検討のための技術情報整備 

 ・操業中の安全設計にかかわる詳細検討 

○地層処分事業における環境配慮に関する基礎的な検討  

 ・環境配慮に関する手順書（精密調査段階）の整備 

 ・環境関係の情報収集 

 

6. 廃棄体とインベントリ 

遮蔽などの設計や安全評価を行うには，廃棄体の核種インベントリ情報（放射性核種の

種類および放射能濃度などの情報）が必要となります。廃棄体の核種インベントリ評価方

法に関する検討は，廃棄物発生者の事業工程などにも密接に関係します。従って，廃棄物

発生者と協議を進めながら実施する必要があります。当該技術開発に関する上記の特徴も

踏まえ，概要調査を経て実施する予備的安全評価，および精密調査段階〔後半〕を経て実

施する安全評価など，その技術が必要となる節目を念頭に技術開発に取り組みます。 

また，NUMO では，処分場の操業中および閉鎖後長期にわたるより高い安全の確保およ

び地層処分の安全性に対する理解促進を目的に，事業者としての自主基準を設定します。 

上記を踏まえて，2013 年度までに，概念設計や予備的安全評価，さらに将来の事業許可

申請に向けた検討として，安全評価の結果に影響を及ぼす可能性がある高レベル放射性廃

棄物に関する重要な核種の選定方法の検討を進めました。また，操業中および閉鎖後長期

の安全性の観点から，高レベル放射性廃棄物および地層処分低レベル放射性廃棄物の受入

基準にかかわる予備的な検討を実施しました。 

精密調査段階〔後半〕の後には事業許可申請を受けた安全審査が実施されます。そこで

扱われる核種は，上記の予備的安全評価で抽出した核種に対して，より精緻で，より重要

な核種の選定が必要となります。核種の選定結果によっては分析方法などの開発が新たに

必要となる可能性もあることから，技術開発などの期間も考慮して，2014 年度も引き続き，

重要核種の選定方法および重要核種の予備抽出といった検討を進めます。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 
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○第一種廃棄物埋設事業における重要核種選定方法に係る検討のための技術情報整備 

 ・評価核種の抽出検討 

 ・第一種廃棄物埋設における評価対象核種選定方法の検討 

 

7. モニタリング 

事業者として実施するモニタリングは，①閉鎖後長期の安全確保に関するモニタリング，

②事業期間中の安全確保に関するモニタリング（一般労働安全の確保，放射線安全の確保，

周辺環境の保全）の二つに分類できます。 

前者は，事業許可申請時，事業期間中の安全レビュー，処分場閉鎖計画の申請，閉鎖措

置の確認ならびに閉鎖後事業廃止までの期間の各段階で，意思決定を支援する情報を提供

する役割を持ちます。後者については，坑道内の作業安全や良好な作業環境の確保を確保

するために必要なモニタリング，操業段階で放射性物質を取り扱うことに伴う環境指針な

どに沿ったモニタリング，事業の実施による周辺環境への影響などのモニタリングが挙げ

られます。 

サイト選定の各段階では，前段階までに作成した地質環境モデルの更新作業を行うため，

モニタリングのデータが示す地球科学的な情報（例えば，地下水位の変動など）は，地質

環境の理解を深めるための調査活動の一部としての役割を持つこととなり，また，モニタ

リングの実施が地層処分事業に対する社会的な受容や信頼性の向上にも寄与すると想定さ

れます。 

精密調査段階〔前半〕では，概要調査段階で実施される地上からのモニタリングを継続

します。また，精密調査段階〔後半〕における地下調査施設の建設によって地質環境が擾

乱を受ける可能性があるため，その前の状態を把握しておくとともに，地質環境や周辺環

境への影響を予測しておく必要があります。そのため，精密調査段階〔前半〕では，既存

の地下水の水圧・水質の長期モニタリングシステムなどの技術に加え，基盤研究開発機関

などで適用性が確認された技術や知見を組み合わせて，地上からのモニタリングを実施し

ます。また，地下調査施設でのモニタリングに関する実施計画の策定も行います。 

これまでに，地質環境特性の把握にかかわる調査・評価技術の実証におけるボーリング

孔による地下水モニタリングの継続を通して，水理地質構造や地下水流動特性などのモデ

ルを構築するとともに，2012 年度からは，精密調査段階〔前半〕で使用する個別技術を構

成する要素技術の実証を開始しています。 

2013 年度は，これらの実証を継続し，地下水モニタリングについては，地下水圧の年間

変動を引き続き計測し，地下水圧のベースラインの確認と近接したボーリング掘削の影響

について，水理地質構造と地下水流動特性に基づいた評価を行いました。 

2014 年度も引き続き，地下水圧の計測とボーリング調査の影響について評価を継続しま

す。 

2014 年度の具体的実施項目を以下に示します。 
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○地質環境の調査技術・評価手法の実証の総合評価に関する検討 

 ・モニタリングデータの収集・整理 

 ・地下水流動解析の実施および妥当性確認 

 ・技術開発成果の取りまとめ 

 

8. 地層処分に関する技術協力・連携 

NUMO は国内外の関係機関と当該機関が有する成果などについて積極的に情報交換す

ることによって， 新の技術開発の成果を統合し，サイトの選定段階で必要となる技術を

的確かつ効果的に整備・更新していきます。また，共同研究や国際プロジェクトへの参画

などによる人材育成や，基盤研究開発機関などによる技術移転を長期的な観点から進めて

いきます。 

上記の技術協力や連携に関する取り組みの全体概要，および 2014 年度の計画について以

下に示します。 

 

8.1 国内機関との協力・連携 

NUMO は，原子力政策大綱（原子力委員会，2005）で示された役割分担に沿って，安全

に地層処分事業を進めていく上で必要となる実務的な技術の整備を進めるとともに，経済

性や効率性を目指した技術開発を進めています。一方，国や基盤研究開発機関は，深地層

の研究施設などを活用して，深地層の科学的研究，地層処分技術の信頼性向上や安全評価

手法の高度化などに向けた基盤的な研究開発を進めています。 

NUMO は，自ら実施する技術開発に基盤研究開発を含めた，地層処分技術の整備に関す

る総合的なマネジメントを実施する役割を担っています。そのため，NUMO は基盤研究開

発の成果を事業に効果的に活用できるよう，地層処分基盤研究開発調整会議などにおいて

技術開発ニーズを提示し，得られた基盤研究開発の成果などを NUMO の技術開発成果と

地層処分事業の技術体系として統合します。また，基盤研究開発機関との共同研究などを

通じて，基盤研究開発の成果を効果的にNUMO に技術移転し，事業に活用します。 

NUMO は，基盤研究開発機関のうち，独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下，JAEA

という）および電力中央研 究所と技術協力協定を締結しています。JAEA とは，2013 年

度までに実施した設計・安全評価手法の高度化に関する共同研究成果などを踏まえて，2014

年度は，安全評価におけるシナリオ構築やパラメータ設定手法にかかわる検討を共同で行

います。電力中央研究所とは，同研究所の用地を利用した調査・評価技術の実証試験を，

2013 年度に引き続き，共同研究として実施します。これらの成果は，包括的技術報告書の

取りまとめに反映していきます。 
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8.2 海外機関との協力・連携 

（1）協力協定に基づいた会議の実施 

地層処分に関する技術は国際的に共有できるものも多いことから，NUMO は，海外の地

層処分事業の実施主体である SKB（スウェーデン），Nagra（スイス），ANDRA（フランス）

ならびに DOE（米国）などと協力協定を締結しています。2013 年度は，新たに台湾電力

公司との技術協力に関する覚書を締結しました。これらの海外の実施主体との間で，会議

を随時開催し，地質環境の調査・評価技術，処分場の設計，建設・操業技術，地層処分シ

ステムの長期安全性評価方法などに関する意見交換などを行います。 

 

（2）国際共同研究プロジェクトへの参画 

精密調査段階〔後半〕の地下調査施設で実施する地質環境の調査・試験および建設・操

業などの技術に関する実証に関して，海外の実施主体の地下研究施設における調査・試験

の管理技術やノウハウを取得します。2014 年度は，SKB が管理・運用するエスポ地下研究

所の国際共同研究プロジェクトに引き続き参画します。 

 

（3）国際機関などとの協力 

2014 年度は，各国の地層処分実施主体で構成される放射性廃棄物環境安全処分国際協会

（EDRAM）において，実施主体間における情報交換を行います。また，経済協力開発機

構原子力機関（OECD/NEA）が主催する委員会などへ参画し，各国の処分事業に関する情

報収集などを積極的に行います。 
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