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（１）原子力政策大綱（平成１７年１０月１４日閣議決定）
「我が国においては、核燃料資源を合理的に達成できる限りにお
いて有効に利用することを目指して、安全性、核不拡散性、環境
適合性を確保するとともに、経済性にも留意しつつ、使用済燃料
を再処理し、回収されるプルトニウム、ウラン等を有効利用する
ことを基本的方針とする。」 【第３章 原子力利用の着実な推進】

（ ） ネ ギ 基本計画（平成 年 月 閣議決定）

1.1．施策の目的・政策的位置付け

（２）エネルギー基本計画（平成２２年６月１８日閣議決定）
「（前略）供給安定性、環境適合性、経済効率性の３E を同時に
満たす中長期的な基幹エネルギーとして、安全の確保を大前提
に、国民の理解・信頼を得つつ、（中略）原子力発電を積極的に
推進する。また、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウ
ム・ウラン等を有効利用する核燃料サイクルは、原子力発電の
優位性をさらに高めるものであり、『中長期的にブレない』確固た
る国家戦略として、引き続き、着実に推進する。」

【第３章 目標実現のための取組】



我が国の核燃料サイクル
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・我が国の基本方針は核燃料サイクルの推進。
・再処理により使用済燃料から資源を回収・再利用し、残った

高レベル放射性廃棄物は、地層処分する方針となっている。

（30～50年間貯蔵） （300m以深）

貯蔵管理中
１, ７０２本

（２０１０年８月）

既に発生
約２３,１００本

相当
（200９年１２月末）

将来発生累計
約40,000本
（202１年ごろ）

高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）

※再処理工場及び燃料加工工場から発生する
低レベル放射性廃棄物（TRU廃棄物）の一部も地層処分対象

※
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（３）原子力政策大綱（平成１７年１０月１４日閣議決定）

・原子力の社会に対する貢献や寄与を継続・拡大していくために
は、国あるいは研究開発機関が、革新的な技術システムを実用
化候補にまで発展させる段階までを中心に、他の科学技術分野
に比べてより大きな役割を果たしていく必要がある。

【４－１．原子力研究開発の進め方】

・研究開発機関等は、放射性廃棄物の効果的で効率的な処理・
処分を行う技術の研究開発を先進的に進めるべきである。

・国、研究開発機関及びＮＵＭＯ（原子力発電環境整備機構）は、
それぞれの役割分担を踏まえつつ、密接な連携の下で、高レベル
放射性廃棄物の地層処分に係る研究開発を着実に進めていくこ
とを期待する。

・国及び研究開発機関等は、全体を俯瞰して総合的、計画的かつ
効率的に進められるよう連携・協力するべきである。

【２－３．放射性廃棄物の処理・処分】
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（４）特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針

（平成２０年３月１４日閣議決定）

「特定放射性廃棄物の最終処分に係る技術の開発のうち、（前
略）当該技術開発等の成果については、最終処分事業や国の安
全規制において有効に活用されることが重要である。このため、
国及び関係研究機関は、全体を俯瞰して総合的、計画的かつ効
率的に当該技術開発等を進められるよう連携及び協力するものと率的に当該技術開発等を進められるよう連携及び協力するものと
する。

さらに、最終処分に関する国民との相互理解を深め、最終処分
事業を円滑に推進するための社会的側面に関する研究開発も進
めていくことが重要である。また、国は、最終処分に関する研究者
や技術者を養成し、確保する方策について、関係研究機関と協力
しつつ、検討していくことが重要である。」

【第５ 特定放射性廃棄物の最終処分に係る技術の開発に関する事項】



地層処分基盤研究開発調整会議

①研究開発全体計画の策定
②研究開発の連携に関する調整
③成果の体系化に向けた調整

実施主体

経済産業省
資源エネルギー庁

・原子力委員会
・総合資源エネルギー調査会：

原子力部会：放射性廃棄物小委員会
放射性廃棄物処分技術WG

情報発信

・原子力安全委員会：
特定放射性廃棄物処分安全調査会

情報発信

大学等有識者意見
（地層処分基盤研究開発
検討評価委員会、等）

統合ＷＧ

規制機関
(オブザーバー）

運営会議
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地層処分に関する研究開発の体制

資源エネルギー庁調査等

事業実施機関

計画等の
提示

成果提供

(独）日本原子力

研究開発機構

（JAEA)

実施主体

国の基盤研究開発

計画等の
提示

成果提供
規制支援機関

（独）原子力安全
基盤機構

実施主体の
技術開発

（経済性・効率性）

国の規制支援研究

※発生者等の視点で電気事業者
や日本原燃が適宜参加

地質環境ＷＧ

工学技術ＷＧ

性能評価ＷＧ

ＴＲＵ廃棄物ＷＧ

分野別ＷＧ

原子力発電
環境整備
機構

（NUMO)

経済産業省
原子力安全
・保安院

・国、研究開発機関（ＪＡＥＡ等）、実施主体（ＮＵＭＯ）の役割分担を明確にする。
・国として、基盤研究開発を効果的かつ効率的に推進し、成果をＮＵＭＯに提供。



①科学的知見の拡充

目的／反映先 全体目標

技安
処 技
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国の基盤研究開発の全体目標

国の責任のもとで技術基盤の継続的強化を図り、客観性をもって技

術の信頼性や処分の安全性を高め、もって国民の理解を促進すると

ともに、事業や規制に先行する形での技術の整備を通じ、処分事業

や安全規制を含む我が国の処分計画全体の着実な進展に資する。

①科学的知見の拡充
-地質環境や人工バリアシステムに係る長期現象の理解

-客観性のある評価モデルやデータベースの整備・・・等

②技術的実現性の提示
-安全評価，地質環境評価，設計に係る評価手法の適用
性確認

-工学技術の実証（デモンストレーション）

-活用しやすいツール整備・・・等

③先進的新技術の導入
-先進性・革新性のある新技術／柔軟性を高める新技術の
開発と適用（新材料，計測技術，遠隔操作技術）・・・等

国
民
理
解
の
促
進

技
術
基
盤
の
継
続
的
な
強
化

処
分
事
業
の
基
盤

安
全
規
制
の
基
盤

処
分
計
画
全
体
の
着
実
な
進
展

技
術
的
信
頼
性
・
安
全
性
の
向
上
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究

1.2．施策の構造（研究開発の構造）

放
射
性

JAEAにおける研究開発
（文部科学省）

深地層の科学的研究や
安全評価手法の高度化など

廃
棄
物
の

地層処分技術
の確立 ①地層処分

技術調査

地質環境の調査技術、人工バリア等の製作
や遠隔操業技術等の工学技術、ＴＲＵ廃棄
物地層 に の

の
安
全
な

②放射性廃棄物

物地層処分についての長期評価技術 ど

地層処分技術及び管理型処分技術に共
通する生物圏の核種移行プロセス調査、

な
処
理
・

余裕深度処分
技術の確立

③管理型処分

通技術調査

余裕深度処分施設の施工性や性能

物
国内外の関連動向や技術の調査など

処
分
方

技術調査 認に関する技術開発 ど

経済産業省資源エネルギー庁における
放射性廃棄物 開発法

の
確

放射性廃棄物処分技術開発

資源エネルギー庁の研究開発では、処分事業等の動向や関係研究
立機関の取り組み等との整合性を図りつつ、大きく３つの事業に分けて

実施している。
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放射性廃棄物の処分方法 参考

0m
浅地中トレンチ処分 浅地中ピット処分

低

低レベル放射性廃棄物

１．浅地中処分
①浅地中トレンチ処分

25m

50

ウ
ラ
ン
廃
棄

長
半
減
期
低
発

発
電
所
廃
棄
物

①浅地中トレンチ処分
（人工構築物を設けない浅地中埋設処分）
（例）コンクリート、金属の廃棄物等

②浅地中ピット処分
50m

棄
物発

熱
放
射
性
廃
棄
物

物

余裕深度処分

（人工構造物（コンクリートピット）を設けた浅地中へ
の処分）

（例）廃液、フィルター、消耗品（手袋等）等の廃棄物

100m

300m

物

放
射
能
レ
ベ
ル

（

廃
棄
物

T
R
U

２．余裕深度処分
（一般的な地下利用に対して十分余裕を持った深
度への処分）

（例）原子炉の制御棒、炉内構造物等の廃棄物

地下300mより深い地層

高

ル
物
）

３．地層処分
（ＴＲＵ廃棄物のうち、放射能レベルの高いものなど

地 00m 地 中 処分 高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃

地層処分

高レベル放射性廃棄物

を地下 00m り深い地層中に処分
（例）制御棒の部品、廃液、フィルター等の廃棄物

廃
棄
物

高

４．地層処分
（地下300mより深い地層中に処分）
（例）ガラス固化体



高レベル放射性廃棄物の地層処分の概要（イメージ）

地下深くの安定した地層（天然バリア）に、複数の人工障壁（人

工バリア）を組み合わせることにより、放射性物質を閉じ込め、

人間の生活環境への影響を十分小さくする。

10

参考

放射性物質
を地下水に
溶け出しに
くくする。

約２０cm厚の炭
素鋼の容器。当
面１０００年間
は確実に地下水
から隔離。

約７０cm厚の粘土。
地下水と放射性物質
の移動を遅くする。



１）地層処分技術調査
【評価期間：平成18年度～平成21年度】
（基本的に、平成19年度以降のテーマ構造に
基づき評価）

①地層処分共通技術
深地層の地質特性等を地表から調査する技術の開発
・ボーリング技術高度化開発
・岩盤中地下水移行評価技術高度化開発
・地質環境総合評価技術高度化開発
・沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発

２）管理型処分技術調査
【評価期間：平成20年度～平成21年度】
余裕深度処分施設の施工性や性能確認に
関する技術開発

・地下空洞型処分技術性能確証試験

３）放射性廃棄物共通技術調査
【評価期間：平成19年度～平成21年度】

本技術評価で対象となるテーマ
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沿岸域塩淡境界 断層評価技術高度化開発

②高レベル放射性廃棄物処分関連技術
人工バリア等に係る工学技術や安全評価技術の開発
・先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発
・処分システム化学影響評価高度化開発
・処分システム工学要素技術高度化開発
・地下坑道施工技術高度化開発
・人工バリア材料照射影響評価※

③ＴＲＵ廃棄物処分関連技術
ＴＲＵ廃棄物の固有現象や核種の評価技術開発
・人工バリア長期性能評価技術開発
・ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発
・硝酸塩処理・処分技術高度化開発

【評価期間：平成19年度 平成21年度】

生物圏核種移行プロセス調査，国内外関連
動向や技術調査 等

・放射性廃棄物重要基礎技術研究調査
・放射性核種生物圏移行評価高度化調査

※事業が終了した平成18年度について評価



年度 2005 2010 2020～

安全規制(国)

処分事業
(ＮＵＭＯ)

安全審査基本指針

概要調査
地区選定

概要調査

精密調査
地区選定

精密調査

最終処分施設
建設地選定

事業許可
申請

建設～

安全審査指針

処分場の技術基準精密調査地区選定要件

安全審査

最終処分施設建設地選定要件

文献調査

2015
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国、関係研究機関及びＮＵＭＯは、それぞれの役割分担を踏まえつつ、密接な

連携の下、概要調査地区等の選定に関する計画を勘案し、特定放射性廃棄物

の最終処分にかかる研究開発を着実に進めていくこととする。（最終処分計画）

※

1.3．施策の目的実現の見通し

基盤研究開発

処分場の技術基準精密調査地区選定要件 最終処分施設建設地選定要件

国民・社会 地層処分に対する国民・社会の理解と認知（技術や安全性に関する信頼感・安心感の醸成）

地層処分の技術基盤の継続的な強化
＝技術的信頼性・安全性の向上（科学的知見の拡充／技術的実現性の提示／先進的新技術の導入）

第１フェーズの成果 第２フェーズの成果 第３フェーズの成果

地上からの調査研究
（第１段階）

坑道掘削時の調査研究
（第２段階）

地下施設での調査研究
（第３段階）

【深地層の研究計画】

【処分概念や地質環境条件等の研究対象】

ジェネリック サイトスペシフィック

※ NUMOが行う処分事業のスケジュールについては，最終処分計画（2008.3閣議決定）にて規定
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座長

河田 東海夫

評価検討会名称
放射性廃棄物処分関連分野に係る技術に関する

施策・事業評価検討会

中野 政詩
東京大学 名誉教授

1.4．評価検討会について

委員

河田 東海夫
原子力発電環境整備機構 顧問

北田 貴義
株式会社三菱総合研究所 経営コンサルティング本部
主席研究員

鳥居 和之
金沢大学 理工研究域 環境デザイン学系 教授

渡邉 邦夫
埼玉大学地圏科学研究センター 教授

評価検討会委員
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施策の総合評価および今後の研究開発の方向等に関する提言

①総合評価
・本施策は、国が主体となり、長期にわたって継続すべき事業であり、化石燃料
の枯渇と地球温暖化防止が叫ばれている現在、原子力エネルギーの利用推
進という我が国の国益にかなう、非常に重要な事業であると位置付けられる。

・地層処分実施と安全規制との関係、第三者による基盤研究開発の評価や助
言のシステム全体等も整合性があり、適切に実施されている。

・研究投資の額に比べて、多面的な成果が得られている。

事業の統廃合や施策の目的 構造を不断に再整理し続ける とが必要である・事業の統廃合や施策の目的・構造を不断に再整理し続けることが必要である。

②今後の研究開発の方向等に関する提言
・放射性廃棄物関連の予算確保には、国民の理解と信頼を得ることが不可欠で
あり、長期的かつ戦略的な視野に基づく研究開発を期待したい。

・個別要素技術の達成目標を明確にして、目的が概ね達成されたものは極力省
くことや、予算を有効に活用するために研究項目の整理が求められる。

・地層処分に関する国民の理解と醸成に係る広報活動のあり方を、社会科学的
な観点から検証することは意義がある。

・長期の処分事業を念頭に、人材育成の計画策定及び実施が重要である。
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２．技術に関する事業の概要

2.A.地層処分技術調査
2.B.管理型処分技術調査
2.C.放射性廃棄物共通技術調査
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2.A-1.地層処分技術調査の概要

概 要

実施期間

予算総額

平成１０年度～ （平成２３年度に見直し予定）

３６８．７億円（平成１０年度～平成２２年度）
（平成２０年度：３６．８億円 平成２１年度：３６．５億円

地層処分技術の信頼性と安全性の一層の向上を目指し、深地
層の地質や地下水等の調査技術、地層処分システムの性能評価
技術、人工バリアの製作・施工等の工学技術、処分坑道の施工技
術、及びＴＲＵ廃棄物の処理・処分技術等の高度化開発を行う。

※委託費算 額

実 施 者

プロジェクト

リーダー

（平成 年度 億円 平成 年度 億円
平成２２年度：２９．５億円）

（独）日本原子力研究開発機構 （JAEA）
（公財）原子力環境整備促進・資金管理センター （RWMC）
（財）電力中央研究所 （CRIEPI）
（独）産業技術総合研究所 （AIST）
（財）産業創造研究所（平成１８年度のみ）

ボーリング、岩盤中地下水 ：木方 建造 （CRIEPI研究参事）
地質環境、先進的地層処分 ：梅木 博之 （JAEA地層処分研究開発部門 研究主席）
沿岸域塩淡境界 ：丸井 敦尚 （AIST地下水研究グループ長）
処分システム化学、地下坑道 ：油井 三和 （JAEA地層処分研究開発部門 副部門長）
処分システム工学、材料照射 ：朝野 英一 （RWMCチーフ・プロジェクト・マネージャー）
人工バリア長期、ヨウ素・炭素 ：朝野 英一、大和田 仁 （RWMCプロジェクト・マネージャー）
硝酸塩処理・処分 ：亀井 玄人 （JAEA地層処分研究開発部門 研究主席）



ボーリング技術高度化開発

地下水移行の調査・評価に係るコア要素技術の高度
化開発のため、割れ目調査やトレーサ試験等の岩盤中
物質移行特性評価技術、地下水年代測定技術、海底
地下水湧水探査技術について、原位置での総合適用
試験や体系化を実施する

岩盤中地下水移行評価技術高度化開発

花崗岩
（結晶質岩）

淡水系

硬 岩

瑞浪ＵＲＬ

泥 岩
（堆積岩）

塩水系

軟 岩

幌延ＵＲＬ内陸環境

①地層処分共通技術
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少数のボーリングで地質環境特性を精度良く調査す
るためのコントロールボーリング技術の高度化開発を、
沿岸域での実証試験として実施する。

深地層の研究施設（ＵＲＬ）を
活用した科学的・体系的な研究開発

（イメージ図） （イメージ図）

処分事業へ

水理学的
塩淡境界

地質構造
と断層

地下水の
流動・滞留

地下水上昇
と海底湧水

塩淡境界評価技術

海底湧水探査・
評価技術

コントロールボー
リング調査技術

沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発

地質環境総合評価技術高度化開発

試験や体系化を実施する。

沿岸域環境

沿岸域サイトの地質環境評価において重要な塩淡境
界及び断層の調査方法論として、データベースの活用
と物理探査・ボーリング調査の効果的な組合せによる
総合評価手法を構築する。

処分事業の各段階において、地層処分システムの設
計や安全評価に資するためのデータや情報を適切かつ
信頼性をもって提供するため、地質環境調査に係る一
連の作業を支援することができる地質環境総合評価シ
ステムを構築する。

地質調査技術の高度化開発

処分事業へ
技術を提供



HLW,
TRU,
(SF)

短寿命ＦＰ

核変換

マイナーアクチニド，
長寿命ＦＰ

燃料製造

LWR

発電

FBR

発電
核変換

再処理

燃料製造

先進的
再処理

高速増殖炉
サイクル

加速器駆動
核変換システム

軽水炉
サイクル

先進的処分概念先進的処分概念（（HLW/TRUHLW/TRU併置，先進サイクル対応等）併置，先進サイクル対応等）

分離

②高レベル放射性廃棄物処分関連技術
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先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発 処分システム工学要素技術高度化開発

軽水炉サイクルシステムから将来的な高速増殖炉サイクル
システムまでを念頭に、様々な廃棄物に対応できる先進的
かつ合理的な処分概念開発、性能評価、及び最適化に係る
技術の開発・高度化を実施する。

廃棄体の搬送・定置技術、人工バリアの品質評
価技術、モニタリング技術等の処分システム設計・
操業等の工学技術に係わる要素技術開発を体系
的に展開する。

処分場

地上施設 人工バリアの
遠隔搬送・定置技術

オーバーパックの
遠隔溶接・検査技術

HLW TRU

処分システム化学影響評価高度化開発

地下坑道施工技術高度化開発

放射線、微生物、バリア複合
の影響などの処分システムの
長期性能に影響を及ぼす不
確実性要因並びに核種移行
遅延評価に関し、現象理解に
基づく定量的評価手法を構築
する。

我が国のような地下水の多い地質環境や処分場の
長期性能を考慮して、地下坑道の掘削・施工における
湧水抑制対策技術（グラウト）の開発・高度化を行う。

オーバーパック

岩盤

緩衝材 ガラス固化体

微生物影響

放射線影響

高温影響

核種移行
遅延影響

バリア複合影響

変質影響

THMC連成

岩盤

①新グラウト材料の開発

②注入方法等の施工技術開発

③岩盤へのグラウト影響
（変質・劣化）評価

④人工バリアへのグラウト影響評価

割れ目

埋め戻し材

緩衝材
（ベントナイト）

廃棄体
（オーバーパック）
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19

ヨウ素・炭素処理・
処分技術高度化
開発

緩衝材・埋め戻し材

コンクリート支保 構造躯体（鋼製）

廃棄体

【処分坑道断面】

【処分坑道断面】

ＴＲＵ廃棄物の安全評
価上特に重要な核種で
あるヨウ素・炭素対策と
して、現実的評価のため
のデータやモデル整備、
固定化や閉じ込め技術
の総合的な開発を実施

ＴＲＵ廃棄物地層処分
の長期評価に係る重要
課題として、①セメント／
ベントナイト長期影響評
価、②ガス影響評価手
法について、地質環境の
多様性や、併置処分へ
の対応を念頭に、データ
整備や評価手法の信頼

人工バリア長期性
能評価技術高度化
開発

11.20m

BNGS500Lドラム缶

5.70m

グループ２：BNGS500Lドラム缶

85.60m

39
.6

m84.80m

グループ２：キャニスター

45.60m

グループ４：BNGS500Lドラム缶

9
8.

0m

3
0.

0m

60.0m

グループ３：200Lドラム

135.00m

130.50m

グループ３：200Lドラム

角型容器

39
.6
m

5
0.

4m
40

.0
m

39
.6

m
3
9.

6m

27.50m

5
.0

m

ＣＳＤ－Ｂ廃棄体 グループ１

アクセス斜坑へ

立坑

50
.4
m

グループ４：200Lドラム

83.20m

グループ２：キャニスター

222.60m

190.60m

グループ２：キャニスター

190.60m

222.60m

グループ４：角型容器

グループ４：200Lドラム

5.20m

グループ３
硝酸塩含有廃棄体

グループ１
廃銀吸着材：I-129

グループ２
ハル・エンドピース：C-14

グループ４

【処分坑道断面】の総合的な開発を実施
する。

【ヨウ素固定化技術】
☆ I-129の固定化技術の
開発として、固化技術や
長期性能の基礎試験・成
立性を評価

【炭素移行評価・閉じ
込め技術】

☆ハル・エンドピースからの
C-14の浸出・移行挙動
の究明による性能評価の
信頼性向上と、代替技術
としてのC-14長期閉じ込
め容器（コンクリート＆金
属）の開発

整備や評価手法の信頼
性向上を図る。

ＴＲＵ廃棄物の併置処
分を念頭においた際の
最重要課題である「硝酸
塩」の対策として、①硝
酸塩影響評価の信頼性
向上（データ・モデル整
備と硝酸塩総合評価シ
ステム）、②硝酸塩分解
技術（代替技術）の基礎
的検討を実施する。

硝酸塩処理・処分技
術高度化開発



202.A-2.成果、目標の達成度

要素技術 最終時点の目標 中間時点の目標 主な成果
中間目標に

対する達成度

ボーリング
技術高度
化開発

少数のボーリングで地質環境
特性を精度良く調査するための
コントロールボーリング技術の
高度化開発を、沿岸域での実
証試験として実施する。

あらかじめ設定された孔跡に
沿って方向性を制御しながら掘
削するコントロールボーリング
技術及び孔内調査技術を確立
する。

コントロール掘削技術をシステム化し、軟堆積岩
及び断層を対象とした掘削に成功した。また、掘
削孔井内で実施する技術として、掘削時検層の
技術開発を行い、実用化の目途を付けた。

達 成

岩盤中地
地下水移行の調査・評価に係
る技術の高度化開発のため

岩盤の溶質移行特性の評価技
術開発 数万～百万年を評価

トレーサ試験技術、割れ目特性調査技術を開発
し 試作した原位置試験装置の基本性能を確認 達 成

評価期間の中では、技術の高度化やデータの整備などに
おいて、ほぼ当初目標どおりの成果が達成された。

①地層処分共通技術

岩 中
下水移行
評価技術
高度化開
発

る技術の高度化開発のため、
岩盤中物質の移行特性評価技
術、地下水年代測定技術、海
底地下水湧水探査技術につい
て、原位置での総合適用試験
や体系化を実施する。

術開発、数万～百万年を評価
可能な地下水年代測定技術の
適用試験、海底での地下水湧
出探査機器の開発及び探査フ
ローの構築を行う。

し、試作した原位置試験装置の基本性能を確認
した。また、複数の地下水年代測定手法により、
数万～百万年程度の古い地下水年代の評価に
成功した。地下水湧出探査機器の海底での適
用性を確認すると共に，沿岸～海域の全体像を
考慮した海底地下水湧出探査フローを示した。

達 成

地質環境
総合評価
技術高度
化開発

処分事業の各段階において、
地層処分システムの設計や安
全評価に資するためのデータ
や情報を提供するため、地質
環境調査に係る一連の作業を
支援することができる地質環境
総合評価システムを構築する。

地質環境調査・評価に係るノウ
ハウや様々な判断・意思決定
等のための知識の分析・整理
方法をエキスパートシステムと
して体系化し、地質環境調査を
総合的に支援するシステムを
構築する。

最新の知識工学の技術を活用し、地質環境調
査・評価に係る専門家のノウハウや様々な判
断・意思決定等に係る知識をルールベースや事
例ベース化することによってエキスパートシステ
ムの構築を試行するとともに、地質環境調査を
総合的に支援するシステムの基本要件と全体
構成を明らかにした。

達 成

沿岸域塩
淡境界・断
層評価技
術高度化
開発

沿岸域サイトの地質環境評価
において重要な塩淡境界及び
断層の調査方法論として、デー
タベースの活用と物理探査・
ボーリング調査の効果的な組
合せによる総合評価手法を構
築する。

塩淡境界や断層等地質構造を
把握し、沿岸域特有の地下水
流動特性を評価する。このため、
海陸に跨る物理探査技術、地
下水の流動特性把握のための
化学的解析技術を確立し、DB
を構築する。

海陸接合のための海底電磁探査手法並びにそ
の解析手法を確立し、実用化を果たした。深部
の地質・地下水試料から、地下水の再流動のた
めのデータを取得し、安定性評価を行った。全
国レベルの沿岸域地質・地下水DBを構築した。

一 部
達 成
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要素技術 最終時点の目標 中間時点の目標 主な成果
中間目標に

対する達成度

先進的地
層処分概
念・性能評
価技術高
度化開発

軽水炉サイクルシステムから将
来的な高速増殖炉サイクルシ
ステムまでを念頭に、様々な廃
棄物に対応できる先進的かつ
合理的な処分概念開発、性能
評価、及び最適化に係る技術
の開発・高度化を実施する。

様々な廃棄物特性等に対応で
きる先進的かつ合理的な地層
処分概念を開発し、それらの特
徴を適切に捉えることが可能な
性能評価技術等の高度化を行
う。

種々の条件に対応した処分概念の選定・創出
の支援、最新の知識工学を適用した性能評価、
最適化問題の設定と求解、先進サイクルの導入
等に応じて発生する廃棄物の特性の定量的評
価などに係る技術・ツール（技術パッケージ）の
プロトタイプを構築した。

達 成

処分システ
ム化学影
響評価高
度化開発

放射線、微生物、バリア複合の
影響などの処分システムの長
期性能に影響を及ぼす不確実
性要因並びに核種移行遅延評
価に関し、現象理解に基づく定
量的評価手法を構築する。

地層処分システムの長期安全
性に影響を及ぼす可能性のあ
る放射線、微生物影響及びバ
リア間複合作用による化学環
境変化や現実的な核種移行等
に関し、現象理解に基づく定量
的影響評価手法を開発する。

地下水に対する放射線分解、地下水中の微生
物特性、高温環境でのバリア材の腐食や変質、
微細空隙と核種移行挙動に関する信頼性の高
いデータを取得し、それらをもとに定量的影響評
価手法の構築のための原型モデル・データベー
スを提示した。

達 成

廃棄体の搬送・定置技術 人工 処分場操業に係る遠隔操作技 オーバーパックの遠隔溶接・検査技術と遠隔搬

処分システ
ム工学要
素技術高
度化開発

廃棄体の搬送・定置技術、人工
バリアの品質評価技術、モニタ
リング技術等の処分システム
設計・操業等の工学技術に係
わる要素技術開発を体系的に
展開する。

処分場操業に係る遠隔操作技
術、人工バリア品質評価技術
及び処分システム状況等のモ
ニタリング技術について適用性
確認試験等を行い、技術選択
肢の整備に向けた知見を取得
する。

オーバーパックの遠隔溶接・検査技術と遠隔搬
送・定置技術に係る適用性確認試験を実施し、
処分システム案を提示した。モニタリング技術に
ついては、国内外の動向を踏まえたモニタリン
グの意義の整理、技術メニューの枠組みと基礎
データの整備を行うと共に、中核的な技術の適
用性を確認した。

達 成

人工バリア
材料照射
影響評価

人工バリア材料であるガラス、
炭素鋼の放射線による劣化挙
動について、照射欠陥の生成
の測定データを蓄積するととも
に、理論計算手法を検証するこ
とで、材料の寿命予測モデル
構築のための基礎を確立する。

ナノサイズでの人工バリア材料
放射線照射損傷データを蓄積
すると共に、照射誘起析出物
生成シミュレーション手法の有
効性を提示する。

中性子照射したモデル合金について陽電子消
滅法と３次元アトムプローブ法によりCuナノ析出
物を観察し、Cu、Mn、Ni等の析出物クラスター
の形成データを蓄積した。また、析出物の数密
度、固溶Cu濃度についてNumerical 模型シミュ
レーションの有用性を提示した。

達 成

地下坑道
施工技術
高度化開
発

我が国のような地下水の多い
地質環境や処分場の長期性能
を考慮して、地下坑道の掘削・
施工における湧水抑制対策技
術（グラウト）の開発・高度化を
行う。

わが国の地下深部の特徴を踏
まえ、地層処分システムの長期
性能への影響を最小限に抑え
た処分場の建設・操業に不可
欠なグラウト技術を体系的に構
築する。

低アルカリ性セメントなど種々の注入材や地下
深部の環境に適した注入管理工法、長期性能
への影響評価手法などを開発し、地層処分グラ
ウト技術の体系化を図り、プロトタイプを構築し
た。

達 成
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③ＴＲＵ廃棄物処分関連技術

要素技術 最終時点の目標 中間時点の目標 主な成果
中間目標に

対する達成度

人工バリア
長期性能
評価技術
開発

ＴＲＵ廃棄物地層処分の長期評
価に係る重要課題として、①セ
メント／ベントナイト長期影響評
価、②ガス影響評価手法につ
いて、地質環境の多様性や、併
置処分への対応を念頭に、
データ整備や評価手法の信頼
性向上を図る。

人工バリアの変質等に伴う長
期挙動評価、及び金属の腐食
等で発生するガスの移行挙動
評価の技術開発を行い、人工
バリア性能評価に係る技術基
盤を確立する。

セメント－ベントナイト界面での二次鉱物の析出
や、セメントの変質に伴う力学・物質移動特性の
変化等について、実験と解析に基づき、より適
切なモデルを構築した。ガス移行挙動について
は、各種試験の再現解析やシナリオの整理等
により、移行挙動モデルを構築するとともに、工
学規模試験を開始した。

達 成

ヨウ素・炭
素処理・処
分技術高
度化開発

ＴＲＵ廃棄物の安全評価上特に
重要な核種であるヨウ素・炭素
対策として、現実的評価のため
のデータやモデル整備、固定
化や閉じ込め技術の総合的な

ヨウ素固定化処理技術並びに
C-14の長期閉じ込め技術を開
発するとともに、C-14の放出挙
動を評価し、非収着性核種によ
る被ばく線量を低減させる技術

ヨウ素固化体を3種選定し、各々についてヨウ素
放出挙動モデルを考案した。また、各固化体の
製造プロセスにおける課題を抽出すると共に、
実用化に向けて必要なデータ（廃銀吸着材から
のヨウ素脱離率等）を取得した。また、2種類の

一 部
達 成

度化開発
開発を実施する。 基盤を確立する。 C-14の長期閉じ込め用廃棄体容器について6

万年間の閉じ込めが可能であることを示した。
さらに、ハル・エンドピース中のC-14のインベン
トリ設定の合理化及び長期浸出試験によるC-
14の浸出挙動の検討に着手した。

硝酸塩処
理・処分技
術高度化
開発

ＴＲＵ廃棄物の併置処分を念頭
においた際の最重要課題であ
る「硝酸塩」の対策として、①硝
酸塩影響評価の信頼性向上
（データ・モデル整備と硝酸塩
総合評価システム）、②硝酸塩
分解技術（代替技術）の基礎的
検討を実施する。

高レベル放射性廃棄物とTRU
廃棄物の併置処分における相
互影響因子である硝酸塩に対
し、処分後の硝酸塩の影響評
価システムの構築及び放射性
廃液を対象とした硝酸塩の除
去技術の確立を通じて、処理・
処分の両面から安全評価の信
頼性の向上を図る。

硝酸塩による処分環境変化の評価に必要な地
層処分施設内外の還元性物質及び微生物によ
る硝酸イオンの化学的変遷モデルについてプロ
トタイプを作成し、硝酸塩による処分環境の変遷
を考慮した核種移行データを取得した。また、膜
分離技術等を用いた廃液からの硝酸塩除去技
術に見通しを得て、硝酸イオン分解プロセスと組
み合わせた除去システム構築を進めている。

達 成
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2.A-3.総合評価および今後の研究開発の方向等に関する提言

①総合評価
・本事業は、研究の進展や成果も妥当であり、計画通りの成果が得られている。

・地層処分事業だけでなく技術開発のツールが、他の事業や研究開発に波及す
る効果も見込まれる。

・研究開発の国際貢献や技術協力の意義も認められる。

・効率的な組織運営及び効果的な研究開発のあり方を、検証する必要がある。

・研究開発の進捗に応じて、技術開発テーマの達成すべき技術水準の見直し・
明瞭化が望まれる。

②今後の研究開発の方向等に関する提言
・確実な処分事業推進のためには、十分な人材が必要であることから、人材育
成計画について検討することが必要である。

・効率的な研究開発及び成果の活用のため、研究テーマを絞って集中的に研
究投資する必要がある。

・処分以外にも活用できる成果が多いので、新たな活用策の検討が望まれる。

・社会科学的側面の研究の拡大について、検討が求められる。
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2.A-4.評点結果

評点の結果、本事業の目的・政策的位置付けや目標は、極めて妥当である。
成果の達成度や費用対効果も妥当であり、事業化や波及効果が期待できるもの
である。

3.00

2 80

3.00
3.00

3.50

4.00

（各項目：３点満点）
平 均 点

【評価項目の判定基準】
１．事業の目的・政策的位
置付けの妥当性～
５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体
制・資金・費用対効果等
の妥当性

３点：非常に重要又は非

標準偏差

2.80
2.60 2.40 2.60

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

【評価項目の判定基準】
６．総合評価

（中間評価の場合）
３点：事業は優れており、
より積極的に推進すべき
である。
２点：事業は良好であり、
継続すべきである。
１点：事業は継続して良い
が、大幅に見直す必要が
ある。
０点：事業を中止すること
が望ましい。

常によい
２点：重要又はよい
１点：概ね妥当
０点：妥当でない

地層処分評価技術の評点結果
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2.B-1.管理型処分技術調査の概要

概 要

実施期間

予算総額

昭和６２年度～ （平成２３年度に見直し予定）

低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に関し、大空洞型処分
施設の施工技術や性能に係る確証試験を実施し、今後建設・操
業が予定されている余裕深度処分事業の円滑な実施に資する。

※委託費

２０６．０億円（昭和６２年度～平成２２年度）
（平成２０年度：５ ４億円 平成２１年度：３ ７億円予算総額

実 施 者

プロジェクト

リーダー

（公財）原子力環境整備促進・資金管理センター （RWMC）

寺田 賢二 （RWMCチーフ・プロジェクト・マネージャー）

※委託費（平成２０年度：５．４億円 平成２１年度：３．７億円
平成２２年度：３．０億円）



TRU廃棄物や発電所廃棄物等の余裕深度処分において検討されている「地下空洞型処分施
設」を対象として、トンネル形状の空洞内にコンクリートピットを構築し、その外側をベントナイトで
充填する地下空洞型処分施設の総合的な性能確認を目的とし、実規模大の空洞を利用した人工
バリア等の施工性や性能の総合的な確証を行う。

試験位置 概念

管理型処分技術調査内容
26

余裕深度処分において検討されている「地下空洞型処分施設」を対

象とした総合的な性能確証試験を行う。

地下空洞型処分施設性能確証試験

試験状況試験位置の概念

トンネル支保

底部・側部
埋戻し材

コンクリートピット

低拡散材

充填材

廃棄体

緩衝材
（ベントナイト）

上部埋戻し材

試験状況

底部
緩衝材
施工
状況

コンク
リート
ピット
施工
状況
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2.B-2.成果、目標の達成度

個別の試験実施工程は計画どおり進捗しており、目標とす
る成果が得られ、必要なレベルでの目標が達成された。

要素技術 最終時点の目標 中間時点の目標 主な成果
中間目標に

対する達成度

地下空洞

ＴＲＵ廃棄物や発電所廃棄物等
の余裕深度処分において検討
されている「地下空洞型処分施
設」を対象として、トンネル形状

地下空洞型処分施設を構成す
る各部材（緩衝材、低拡散材、
充填材等）の施工・性能確認試
験、及び、施設・周辺岩盤の挙

各部材（緩衝材、低拡散材、充填材、ピット）の
一部について施工・性能確認試験及び施工した
各部材・周辺岩盤の挙動計測等を実施した。
その結果、各部材で選定した施工技術、施工方

達 成

空洞
型処分施
設性能確
証試験

の空洞内にコンクリートピットを
構築し、その外側をベントナイト
で充填する地下空洞型処分施
設の総合的な性能確認を目的
とし、実規模大の空洞を利用し
た人工バリア等の施工性や性
能の総合的な確証を行う。

動計測等を行い、処分施設とし
ての要求性能を満たしている
か検証し、施設の施工技術を
確立する。

法等が現実の処分施設の施工において実現で
きることを確認すると共に、部材毎の要求性能
を満足していることを実証し、処分施設の施工
技術を確立した。
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2.B-3.総合評価および今後の研究開発の方向等に関する提言

①総合評価
・本事業は、処分場の要求性能を実証しており、安全規制を適正に進める上でも
有益であるため、国の施策として行う意義は高く、全体の研究計画や成果の妥
当性は高い。

・本事業の成果は、余裕深度処分事業やＴＲＵ廃棄物処分事業にも直接適用で
き、将来海外においても先導的技術として利用される可能性も期待できる。

・今後は、コンクリートによる放射線遮へい性の機能を考慮した全体構造系での
長期供用性能の検討も必要であると考える。長期供用性能 検討 必要 あ 考 。

②今後の研究開発の方向等に関する提言
・本事業における調査研究は、地中埋設コンクリート材の長期劣化・腐食等の予
測と防止法に関する研究開発が必要である。

・地下空洞の建設技術について、建設業界全体と情報を共有して、効率的かつ
効果的な研究開発と処分事業の実施が求められる。

・検証が必要なテーマ及びパブリック・アクセプタンス（社会的受容）を得るため
の研究を進めて、確実に実処分事業に反映させていくことが必要である。

・技術確証の後の設備を利用したモニタリング等の検討が望まれる。
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2.B-4.評点結果

評点の結果、本事業の目的・政策的位置付けや目標は、極めて妥当である。
今後も継続して実施して成果を得ることで、目標の達成が望まれる。事業化や波
及効果が期待でき、費用対効果も妥当である。

3.00 3.00

2.60
2 60

3.00

2 50

3.00

3.50

4.00

（各項目：３点満点）
平均点

標準偏差 【評価項目の判定基準】
１．事業の目的・政策的位
置付けの妥当性～
５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体
制・資金・費用対効果等
の妥当性

３点：非常に重要又は非

2.40
2.60

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

【評価項目の判定基準】
６．総合評価

（中間評価の場合）
３点：事業は優れており、
より積極的に推進すべき
である。
２点：事業は良好であり、
継続すべきである。
１点：事業は継続して良い
が、大幅に見直す必要が
ある。
０点：事業を中止すること
が望ましい。

常によい
２点：重要又はよい
１点：概ね妥当
０点：妥当でない

管理型処分技術調査の評点結果
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2.C-1.放射性廃棄物共通技術調査の概要

概 要

実施期間

予算総額

平成１０年度～ （平成２３年度に見直し予定）

放射性廃棄物の処分に係る共通的な技術に関連して、幅広い
知見を要する処分技術における重要基礎的課題に係る研究開発
を実施する。また、処分の安全評価において共通的に必要となる
生物圏における放射性物質の移行パラメータの整備を実施する。

※委託費

７８．７億円（平成１２年度～平成２２年度）
（平成２０年度：６ ４億円 平成２１年度：５ ４億円予算総額

実 施 者

プロジェクト

リーダー

（公財）原子力環境整備促進・資金管理センター （RWMC)
（独）放射線医学総合研究所 （NIRS)

放射性廃棄物重要基礎技術研究調査
田辺 博三、稲垣 裕亮 （RWMCチーフ・プロジェクト・マネージャー）

放射性核種生物圏移行評価高度化調査
内田 滋夫 （NIRS廃棄物技術開発事業推進室長）

※委託費（平成２０年度：６．４億円 平成２１年度：５．４億円
平成２２年度：４．４億円）



海外最新動向の情報

収集・分析 海外
法制度

海外

各放射性廃棄物に関する主要国の状況について情
報収集及び分析を行い、データベース等として整備・
発信する。

放射性廃棄物共通技術調査内容
31

放射性廃棄物海外総合情報調査
※研究開発ではないので評価対象外

放射性廃棄物重要基礎技術研究調査

放射性廃棄物処分技術及び研究開発動向に関
する国内外の最新の知見・情報の収集と分析を行
うともに、重要な基礎的研究テーマの抽出及び大
学等研究者を活用した研究を実施する。

【重要な基礎的研究テーマの抽出・実施】

地球化学バリア有効性確証調査

国内外における最新
の研究開発動向や処
分技術等の調査

事業推進・研究開発
実施における参考情報と
しての整備・公開

我が国特有の環境を考慮した農作物や土壌等に対す
る放射性核種の移行係数等の取得・データベース化と
生物圏評価手法の高度化を行う。
- 沿岸域データ取得とデータベース構築
- C-14やＩ-129などの線量支配核種の重要データ整備
- ラドン等の重要核種の整備

水田移行モデル

水田土壌

表面水灌漑

大気・降雨

蒸散

浸透

落水

収着・脱着

籾殻 糠 白米

葉桿
（表面）

葉桿
（内部）

葉桿
（通過）

収穫

経根吸収

ウェザリング ×

転流

水田移行モデル

水田土壌

表面水灌漑

大気・降雨

蒸散

浸透

落水

収着・脱着

籾殻 糠 白米

葉桿
（表面）

葉桿
（内部）

葉桿
（通過）

収穫

経根吸収

ウェザリング ×

転流

水田土壌

表面水灌漑

大気・降雨

蒸散

浸透

落水

収着・脱着

籾殻 糠 白米

葉桿
（表面）

葉桿
（内部）

葉桿
（通過）

収穫

経根吸収

ウェザリング ×

転流

移行モデル移行モデル パラメータ

データ
ベース
データ
ベース

マッピング

国際データ
ベース
国際データ
ベース

統計解析データ管理機能
モジュール MdSoiL

政策課題への対応

・政策決定
・制度整備
・技術開発計画
・委員会情報提供等

・ホームページの更新

・技術情報冊子等の整備

データベース整備・公開

→情報共有・知識普及

主要

報告書

放射性核種生物圏移行評価高度化調査

-地球化学バリア有効性確証調査

-多重バリアの長期安定性に関する基礎情報の収集及び整備

-人工バリア材としてのセメント材料に関する基礎研究

-断層の水理特性に関する研究

-地下水水質への影響評価に関する基礎研究 等
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2.C-2.成果、目標の達成度

評価期間の中では、技術の高度化やデータの整備などに
おいてほぼ当初目標どおりの成果が達成された。

要素技術 最終時点の目標 中間時点の目標 主な成果
中間目標に

対する達成度

放射性廃
棄物重要
基礎技術
研究調査

放射性廃棄物処分技術及び研
究開発動向に関する国内外の
最新の知見・情報の収集と分
析を行うともに、重要な基礎的
研究テーマの抽出及び大学等
研究者を活用した研究を実施
する

国内研究開発動向や国外処分
技術等に関する情報収集・体
系的整理等を行うと共に、これ
らを活用した基礎的研究テーマ
の抽出及び実フィールドや大学
研究者等も活用した研究を実
施する

調整会議の全体計画整備作業を支援するととも
に、海外主要国の最新性能評価報告書等の情
報整理、取りまとめ・公開を行った。更に、人材
育成の視点も踏まえた大学研究者等を活用した
11件の研究実施に加え、海外調査フィールドを
活用した研究実施により基礎的知見等が得られ
た

達 成

する。 施する。 た。

放射性核
種生物圏
移行評価
高度化調
査

我が国特有の環境を考慮した
農作物や土壌等に対する放射
性核種の移行係数等の取得・
データベース化と生物圏評価
手法の高度化を行う。
- 沿岸域データ取得とデータ
ベース構築
- C-14やＩ-129などの線量支配
核種の重要データ整備
- ラドン等の重要核種の整備

我が国の生物圏における核種
移行評価の高精度化に資する
ため、沿岸域データ、ＴＲＵ廃棄
物処分に関わる主要核種等の
データ等を収集し、我が国の生
物圏における核種移行パラ
メータの整備・拡充を行う。

河口-沿岸域における移行パラメータデータベー
スの構築、C-14の土壌-農作物移行係数の取得、
日本列島各地の表層土壌のラドン実効拡散係
数の取得、土壌―農作物データベースの整備・
拡充等を行い、国際標準等に反映させた。

達 成
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2.C-3.総合評価および今後の研究開発の方向等に関する提言

①総合評価
・本事業は、地層処分事業における共通した技術開発に関して、学術的な基礎
研究や人材育成を継続的に支援するためにも、非常に意義がある。大学研究
者等を活用した研究の実施については、同分野の人材が将来的にも必要に
なることから、今後の事業展開に貢献できると考えられる。

・我が国の生物圏の特徴を踏まえた放射性核種の影響評価技術の高度化は、
処分事業の推進・規制の双方から期待される事項であり、実施意義が大きい。
基礎的な技術調査研究を実施することにより 有益なデ タが収集される基礎的な技術調査研究を実施することにより、有益なデータが収集される。

・基礎研究の成果をより幅広く公開して、処分事業に適切に反映させるとともに、
事業に対するパブリック・アクセプタンスにつなげることも必要である。

②今後の研究開発の方向等に関する提言
・本事業における調査研究について、他機関における研究資金との関係を整理
し、若手研究者への継続的な支援体制の確立が求められる。特に、大学を活
用した研究は人材育成に効果があるので、しっかり支援して地道に継続され
ることが望まれる。



3.50

4.00

（各項目：３点満点）
平均点
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2.C-4.評点結果

標準偏差

評点の結果、本事業の目的・政策的位置付けは、妥当である。基礎研究や人
材育成が中心であり、事業化への直接の反映を明確に示すことが困難な事業で
ある。このため、事業化、波及効果の評価点が低くなっていると推察される。今後
も地道に継続して実施し、人材を育成することで、将来的には事業化の反映に結
びつくと考えられる。

【評価項目の判定基準】
１．事業の目的・政策的位
置付けの妥当性～
５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体
制・資金・費用対効果等
の妥当性

2.60
2.40

2.20

1.80

2.00
2.40

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

【評価項目の判定基準】
６．総合評価

（中間評価の場合）
３点：事業は優れており、
より積極的に推進すべき
である。
２点：事業は良好であり、
継続すべきである。
１点：事業は継続して良い
が、大幅に見直す必要が
ある。
０点：事業を中止すること
が望ましい。

３点：非常に重要又は非
常によい
２点：重要又はよい
１点：概ね妥当
０点：妥当でない

放射性廃棄物共通技術調査の評点結果
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３．提言及び提言に対する対処方針
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3．提言及び提言に対する対処方針

今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針

○個別要素技術の達成目標を明確にし
て、効率的な研究開発及び成果の活
用のため、研究テーマを絞って集中的
に研究投資する必要がある。

○現在、地層処分基盤研究調整会議に
おいて、今後の研究開発について議
論を行っている。これまでの研究成果
を踏まえ、処分事業主体のＮＵＭＯへ
技術移転することも含めて、外部有識
者の評価を受けつつ、今後の研究内
容を精査していく方針である。容を精 方針 あ 。

○長期の処分事業を念頭に、人材育
成の計画策定及び実施が重要であ
る。

○地層処分に関する国民の理解と醸
成に係る広報活動のあり方を、社
会科学的な観点から検証すること
は意義がある。

○放射性廃棄物重要基礎技術研究調査
のように、大学を活用した基礎研究や
人材育成等を今後も継続して実施し
ていく。

○社会科学的な観点から見た地層処分
の考え方について、大学を活用した
研究や、地層処分基盤研究調整会議
における評価において、社会科学的
な研究者を加えて検証を行っていく。
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