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4.2.6 地層処分事業に対する信頼構築
Confid告nceBuilding in Impl告悶告銅器tionofG告。logicalDisposal 

原子力発電環境整備機構

Nuclear Waste Management Organization of Japan 

梅木博之

Hiroyuki UMEKI 

Long-term safety of the disposal system should be demonstrated to the satisfaction of the stakeholders. 
Convincing arguments are therefore required that instil in the stakeholders confidence in the safety of a 
particular concept for the siting and design of a geological disposal， given the uncertainties that inevitably 
exist in its a priori description and in its evolution. The step-wise approach associated with making safety 
case at each stage is a key to building confidence in the repository development programme. This paper 
discusses aspects and issues on confidence bui1ding in the implementation ofHLW disposal in Japan. 

1. rまじめに

産業や医療，発電用に広く原子力を利用しているすべての国において放射性廃棄物が存在して

いる。高レベノレ放射性廃棄物は，特に原子力発電の結果，必然的に発生する。すべての放射性廃

棄物に対して責任のある対策をとるのは，現在及び将来の地球環境を健全に維持するために倫理

的に行動すべき社会の義務である。原子力発電計画を有している他の国と同様，将来の原子力発

電の利用に関する意思決定とは無関係に，日本においても相当量の高レベル放射性廃棄物がすで

に存在しており，今後も原子力の利用が続けばそれに応じて継続的に発生する。これらの廃棄物

を安全に管理し，将来の世代に過度の負担を押し付けないようにするのは，原子力によってJ恩恵

を被っている現世代の責任である。これは，一般に世代聞の公平性の原則として知られている。

この原則を満たし，将来の世代の健康や環境にとって悪影響を及ぼさないように安全に処分する

方法として考えられているのが地層処分である。

地層処分の安全性は，実施機関，規制当局，幅広い専門家，政策決定者，地域住民及び一般公

衆(これらを利害関係者 (stakeholders) と呼ぶ)にとって満足のいくものとなるように示される

必要がある。地層処分システムは，長期にわたる時間スケーノレと不均質な地層を含む広大な空間

スケールとを対象としており 9 システム全体の安全機能について通常の意味での実証を行うこと

は困難である。このため，地層処分の安全性に関して信頼を持つことができるよう議論を尽くす

ことが極めて重要となる。

ここでは，国際的に検討が行われてきた放射性廃棄物対策の基本原則，選択肢としての地層処

分の合理性，地層処分計画に求められる要件など，わが国の地層処分計画を事業として進めてい

くうえで信頼を構築するために重要となる論点について述べる。

2.選択肢としての地層処分の合理性.放射性麗棄物管理の基本原劉と倫理的視点

国際原子力機関 (IntemationalAtomic Energy Agency :以下) rIAEAJ) は，放射性廃棄物管理

(radioactive waste management)に関する九つの基本原則 1)の中で r放射性廃棄物は，受け入れる

ことが可能なレベノレで人間の健康や環境の防護が行われるように管理されなければならない」

(原則 1及び 2) とし， r受け入れることが可能なレベルJについては，倫理的観点から「将来の

世代の健康に及ぼすと推定される影響は，現世代が受け入れることができる影響のレベルを超え

ないように管理されなければならなしリ(原則 4) としている。原則 4に関連して，さらに「放射

性廃棄物の管理にあたっては将来世代に対して過度の負担をかけることのないように対策を施さ

なければならなしリ(原則 5) とし，原子力の恩恵を被っている現世代が，将来世代の防護と環境

の保全のために採るべき対策の基本的指針を示している。必要とされれば，例えば処分場に関す

る制度的管理 OnstitutionalcontroI)のような限られた範囲の活動については，将来の世代に引き

継がれることもあり得ることが併せて示されている。しかし，仮に将来世代が長期間の制度的な

手段や行為(例えば，処分場のモニタリングや処分場閉鎖後における廃棄物の回収など)を利用

することを決定したとしても 9 放射性廃棄物管理の安全性に関する要件としてこのような制度的

手段や行為に依存すべきではないとされている。専門家はともかく，他の利害関係者にとって，

地層処分という受動的なシステムの理解は容易ではないことから 9 確信をもって受け入れられる
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までの聞は，理解の不足を補完し事業の責任を明らかにするため制度的管理を導入するという考

え方は自然である。

IAEAの基本原則において示されている倫理的側面は，経済協力開発機構原子力機関

(OECD/Nuclear Energy Agency :以下， fNEAJ)においても議論され，将来の科学技術の発展に期

待しつつ人聞が直接手を下して管理を続けることは将来世代の経済的負担も含め解決の先送りで

あるとの集約意見に基づいて，世代聞の公平性及び世代内の公平性というこつの原則として示さ

れている 2) 世代間の公平性の原則は， 19党年の環境と開発に関する国連会議 (UnitedNations 

Conference on the Environment制 Development: UNCED) リオ@デ@ジャネイロ合意書(いわゆる

Agenda 21) 3)の結果として広く知られている持続的発展の原則に関連したものである。

世代間の公平性に関する議論では，ただ将来世代に問題を先送りしないということのみならず

彼らの意思決定の自由を奪わないように配慮すべきであるということも視野に置かれている。専

門家の閣では，適切に立地，設計，操業，閉鎖，廃止措置がなされた地層処分場は，世代閣の公

平性を確かなものとするという目的にかなったものであるという合意が得られている 4)。実際に

これは，将来の人々に対して追加的な行動や資源の配分を求めない方法によって安全性を確保す

るという持続可能性を満たす解決法である。一方で，地層処分を選択することによって，将来の

世代の選択権をなくしてしまうことになるのではという疑問を生ずるかもしれない。放射性廃棄

物の回収に関する技術的可能性はどのような時期であっても(処分場の閉鎖後であっても)維持

されているという事実は9 地層処分が将来の選択肢に対して決定的な制約とはならないことを意

味している。また，地層処分の長期的安全性に関する不確実性から， Agenda 21に示された予防原

則に反するという指摘がある。この背景にある考え方は，科学的な疑問に対して答えが用意され

ない限り社会は拙速に処分を実施すべきではないということである。

このような状況を解決するうえで有効なものとして二つの議論がある。まず世代内の公平性の

原則は，現在の資源が公正に用いられるべきことを求めている。したがって，明らかに優れた解

決策があれば，ただそれを改良するために資源を投入することが唯一正当化されることである。

上述したように 科学技術の専門家の間では地層処分が現在最も有力な方法であるとの見解が示

されている。しかし実際に地層処分を実施するとなると，社会的要因や他の選択肢を考慮してさ

らに検討を行い，この見解が社会全体で共有されるものとなることが必要である。多くの国で現

在資源が投入されているのはこの領域である。第二の議論は，倫理的観点を説明するための方法

として計画を段階的に進める(段階的アプローチ:取p-wiseapproach) という考え方をとるとい

うものである 2)。各段階において安全性が高められ将来への負担は軽減されていくが，重要な意

思決定はそれを必要とする時期に居合わせる世代に委ねられる。

3.地層処分計画の進め方

3・1段階的アプローチと信頼の基盤

地層処分計画を具体的にどのように段階設定して進めるかについては，各国の国情などに応じ

て様々な考え方があるが 一般に計画の完遂には数十年といった長い期間を要する。このような

長い期間にわたって進められることによって，処分場概念の構築にかかわる作業がもっ新規性や

複雑性，計画に対する社会の受容性の変化，技術的課題や社会的受容性に関する注意深い進め方

への要求(上述した倫理的観点への配慮)などに対応することができる。

段階的なアプローチをとるためには，地層処分計画全体にわたって注意深く行われる技術的な

管理，利害関係者の関与を確実にするための透明性のある仕組み，さらには，頑健 (robust)で柔

軟性の高い処分概念の構築が必要となる。処分計画の各段階の終了時には，次の段階に進むかど

うかについて意思決定が行われる。意思決定において計画への信頼の基盤となるのは，

e 地層処分という選択肢の適切性に関する倫理的，経済的，政策的側面についての一般的な合意

。技術的な現実性と長期的安全性に関する信頼性

@組織，法規制の枠組み，計画の進め方に関する信頼性

である。技術的な現実性と長期的安全性に関する信頼性は9 セーフティーケースによって論じら

れる。各段階において達成された計画への信頼性の基盤については利害関係者間で十分に意思疎

通が行われ，次段階における課題解決の方策が明確に示される必要がある。

わが国の地層処分計画は， 2000年6月の「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律J(以下，

f最終処分法J)の公布をもって事業の段階へと移行した。最終処分法に示された三段階のサイト

選定の進め方は，段階的アプローチが明示的に適用された
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旨として計画を進め9 適切な情報公開により計画の透明性を確保するとともに，概要調査地区等

の選定において関係住民等の理解と協力を得るよう努めることとされている。また，選定にあた

り経済産業大臣は都道府県知事，関係市町村長の意見を十分に尊重することとなっている。さら

に安全規制の観点からも，地層処分計画の進展に応じて段階的に技術基準や安全審査指針の整備

を行っていくことが示されている 5)。これを踏まえ，選定プロセスの透明性を高めるとともに必

要な安全確保に関する検討を着実に進める観点から，概要調査地区選定に際して環境要件をあら

かじめ提示し2判断の根拠が示されているへこのような計画の進め方は，国際的な議論と調和の

取れたものである。

3・2可逆性と回収可能性

制度的管理の実施あるいは技術的情報や政策的要因の変化に対応するため，計画の柔軟性の向

上を目的として可逆性(問versibility)と回収可能性 (re廿ievability) の概念を取り込むことについ

ての検討が行われている。このような検討は，段階的な計画の推進を保証し，地層処分に関する

より広範な社会的信頼性を獲得するための倫理的な側面として重要であると考えられている 2)，7)

ここで可逆性Jとは，場合によっては処分場開発計画をある段階から以前の段階に戻すことが

できるようにしておく可能性を意味する。「回収可能性Jとは，一旦定置された廃棄物を物理的に

回収することができる可能性である。

可逆性と回収可能性の議論自体は新しいものではないへしかし，最近の議論においては，段

階的なアプローチに従った意思決定プロセスによって実際に処分場の開発計画を進めるうえでこ

れらを確保することの重要性が改めて認識されているD 計画の可逆性に基づく意思決定プロセス

の柔軟性は，廃棄物を安全に管理するための技術的な能力に対する信頼性とともに，より広範な

公衆の信頼性を得ることに貢献することができる。仮に地層処分が，一般的な意味であるいは特

定のサイトにおいて十分な解決法ではないことが判明すれば後戻りが可能でなければならない。

廃棄物管理計画には，このような可能性に対して準備ができていることを示す必要がある。ただ

し回収可能性が処分場の開発に関する意思決定を無期限に延ばすための口実となってはならな

い。処分場の閉鎖は，技術的，管理面，社会的側面から重要なマイルストーンであり，処分場が

期待通りに機能することを合理的に保証するための適切で確かなデータが整えられ，閉鎖に伴う

地下のモニタリングの中止と回収可能性の困難さの増大を許容することに関して充分な公衆の信

頼が得られて初めて，実施されるべきである。回収可能性に関する技術開発は，今後も継続すべ

きであり，特にその技術的な信頼性を高めるために実証を行うことが重要である。また，回収可

能性を考慮するのは主に閉鎖前の期間とすべきであり，技術開発もこの期間に焦点を絞るべきと
考えられている 7L
4.セーフティーケ-.;史的作成

セーフティーケースとは地層処分システムの長期的な安全性能を保証する論拠の総体であり，

その中心となるのは安全評価によって示された知見とその信頼性に関する記述である 9) (ここで

は地層処分に特徴的な閉鎖後長期間の安全性に関するもの (post-closuresafety case)を意味してい

るが，処分場の建設，操業など閉鎖前の活動に対しでも同様に定義可能 (pre-closuresafety case) )。

セーフティーケースは地層処分計画を段階的に進めるための意思決定の判断材料とされ9 各段

階において残された課題と次段階での対応策を明らかにしながら計画を通じて恒常的に信頼性が

高められていくものである。これは，地層処分の安全性が，従来の工学システムでは経験のない

数千年以上といった極めて長い時間スケーノレと天然の地層という不均質な要素を含むシステムを

対象として論じられることから，安全評価に伴う不確実性に対して格別の配慮が必要であること

による。処分場の開発におけるそれぞれの段階で意思決定の根拠となる理解度や利用可能な技術

的情報のレベルは異なる。このような意思決定において必要なのは，その段階に対して適切な信

頼性を有するセーフティーケースが作成されていること，及び，安全性を損なう可能性がある不

確実性に対し将来の段階においてこれに対処するための方策が示されていることである。

セーフティーケースの中心をなす安全評価では，処分場から放射性核種が移行すると想定され

るような状況はどのようなものか，またその発生の可能性はどの程度か，仮に放射性核種の移行

が生じた場合人間と環境にどの程度の影響を及ぼす可能性があるかといった点について検討を行

う。この際，処分場サイトの有する地質学的な特徴や設計された安全機能が放射性核種の移行低

減に如何に寄与するかについて明らかにする必要がある。このため，必要なデータの収集ととも

にモデル開発が行われ，安全
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人間や環境への影響に関する定量的な解析だけでなく 9 処分場性能の評価におけるデータや不確

実性などの包括的な分析，例えば人工物や天然の類似現象のような他の独立した証拠にもとづく

考察が含まれる。また，セーフティーケースが意思決定の材料となることを考えれば，これによ

って，すべての利害関係者に透明性のある理解しやすい形で，安全性がどのように達成されてい

るか，システムの動きに関する科学的知識の限界がもたらす不確実性にどのように対処している

かなどが説明されることが必要である。

セーフティーケースの作成にあたっては，地層処分計画の進展に伴って蓄積される情報(例え

ばサイトの地質環境)や最新の科学的知見を取り込むことによって信頼性の評価と強化を反復的

に進めることが重要である。安全性に関する信頼性の議論は9 地層処分システムの固有の安全性

(適切なサイトの選定と処分場の設計によって確保される)と長期的な性能に対する評価の双方

について行われる必要がある。このような議論には，例えば提案された地層処分システムの概念

やこれに関連するデータ及び知識，安全評価手法，性能評価モデル，性能評価解析に関する信頼

性，デザインやサイト調査へのフィードパックに基づく信頼性などが含まれる 10)。

5.おわりに

放射性廃棄物管理の原則 1)，Agenda 2e)などによって示された環境防護p 放射性廃棄物管理の基

本的考え方や安全性に対する取り組みが明確な国際的合意事項として確認されるとともに，地層

処分が高レベル放射性廃棄物管理の総仕上げとして「持続可能なJ解決策であることが広く認識

されている。こうした国際的な議論を踏まえて，技術面では着実な進歩が見られる一方，今後は，

技術面も含めた一般公衆からの信頼獲得が最も重要な課題であり，社会的9 政治的，法的及び経

済的側面からの配慮が必要である。このためには，利害関係者との対話を進め意思決定プロセス

への利害関係者の参加を得ながら，段階的に柔軟性のある計画を進めることが重要である。

わが国における高レベル放射性廃棄物処分事業も公平性と透明性の観点から公募という類のな

い方法によって進められている 11)。これは，事業における最初の重要な意思決定に利害関係者で

ある地域住民が積極的に参加する枠組みを整えたものであり，信頼構築のうえで重要な役割を果

たしている。同時に，今後選定される特定のサイトの条件に合わせて最適な処分場を設計し，安

全評価を行って信頼性の高いセーフティーケースを作成するために，継続的に研究開発を進めて

いくことが不可欠である。

地層処分を実施するうえでは，全段階においてあらゆる事象に対し万全の安全確保を図ること

が最優先課題である。ここでは主に処分場閉鎖後の長期安全性に焦点をあてたが，閉鎖前の処分

場建設，操業時においても，適切な放射線防護対策，一般労働安全対策とともに環境保護に関す

る諸対策を講ずることが必要であり，これが信頼構築にとって不可欠であるのは言を待たない。
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