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最終処分国際ラウンドテーブルの報告書 

-ハイレベル政府代表からの国際協力に関するメッセージ- 

について 

 

                       ２０２０年８月２１日 

                            資源エネルギー庁 

 

１． これまでの経緯 

○ 2019年６月の G20エネルギー・環境大臣会合において、最終処分に

おける国際協力の推進のため、世界の主要な原子力利用国政府が参加

する「最終処分国際ラウンドテーブル」の立ち上げに合意し、経済産

業大臣、米国エネルギー省副長官、OECD/NEA事務局長が、カナダ、

フィンランド、フランス、ロシア政府と共に、その旨を表明した。 

○ 日米が共同議長となり、2019年 10月に第一回会合を開催し、政府レ

ベルの国際連携の意義、各国が重視する考え方等について議論を行っ

た。2020年２月に開催した第二回会合では、各国がこれまでの対話

活動におけるベストプラクティスや教訓を共有するとともに、研究活

動で国際協力を強化すべき分野等について議論を行った。 

○ この二回の会合での議論を踏まえ、OECD/NEAが 2020年 8月に、「ハ

イレベル政府代表からの国際協力に関するメッセージ」として、報告

書を取りまとめた。 

 

２． 最終報告書のポイント 

（１）政府の役割について 

○ 地層処分における政府の役割については、以下のような議論があっ

た。 

 政府は、地層処分に関する法制度の整備や安全性の確保だけでな

く、ステークホルダーとのコミュニケーションの促進や関与、研究

開発の支援などにおいても、重要な役割を担っている。 

 政府や実施機関は、地元コミュニティとの相互交流の関係を構築

し、それを維持すべきである。 

 政府による国際連携の意義は、様々なアイデアや優良事例を共有

することに加え、「他国も地層処分に同様に取り組んでおり、課題

やその解決手法には一般的な共通理解があること」、「地元コミュ

ニティは独りではないこと」といったメッセージを、地元コミュニ

ティに届けることである。 
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 地層処分事業に対する社会的信頼性を高めるために、プロセスの

初期段階から、実施機関だけでなく規制機関も市民との対話に積

極的に関与すべきである。 

 

  （２）対話活動や意思決定プロセスについて 

○ 対話活動におけるベストプラクティスや教訓については、以下のよ

うな点について、各国から様々な事例の共有があった。 

 段階的なアプローチを通じて、進捗状況に応じた柔軟性や適応性

を維持し、コミュニティの継続的な関与を促す（カナダ等） 

 安全な地層処分を行う上で考慮しなければならない地質条件やそ

れが国内にどのように広がっているかを国民に理解してもらうた

めに、全国地図の形で示す（スウェーデン、日本、イギリス） 

 地層処分事業について国民に理解してもらえるように全国的な理

解活動を行うとともに、関心を持ってくれた人に対してより詳し

い情報を提供する取り組みを行う（カナダ、イギリス、日本） 

 人々に地層処分に親しんでもらえるように、地層処分関連施設に

絵画の展示や施設の外観にデザインを取り入れるなどの取り組み

をしている（オランダ） 等 

 

○ これらの事例を踏まえ、意思決定プロセスでは下記のポイントが重

要であることを確認した。 

 地域のステークホルダーが関与する、段階的なプロセスが成功の

鍵であること 

 透明性があり、誠実で、開かれたプロセスを確保すること 

 他国でも同様の課題に向き合っていることを示しながら、ステー

クホルダーとの信頼を築くための努力を続けること 

 プロジェクトを長期的に持続させるために、単なる経済的支援で

はなく、地域に付加価値をもたらすことが重要であること（地域

の福祉の向上や環境整備や経済発展のための共同出資、地層処分

事業について地元が学習する費用の支援、地元コミュニティへの

大規模な投資や継続的な財政支援などが含まれる） 

 若い世代をより積極的に巻き込んでいくこと 

 安全性や技術について一般の方に分かりやすく伝えること 

 長期プロジェクトであるがゆえに、ステークホルダー、実施機

関、規制機関の間でパートナーシップを構築し、維持し、必要に

応じて見直すこと 等 
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  （３）技術分野における国際協力について 

○ 技術分野における国際協力に向けては、以下のような点について、報

告や提案があった。 

 1980年代以降、NEA、欧州委員会、IAEAの枠組みを通じて、様々な

国際協力が成功してきており、これらのプロジェクトへ、現世代お

よび次世代の関係者の参加が推奨されること 

 研究開発において他の国の施設等を活用することによる国際協力

を行うことは、財政面でも人的資源面でも有意義であること 

 他国の地下研究施設を利用することは、最終処分地の地質条件が

特定されていない意思決定プロセスの初期段階である国にとって

特に有効であること 

 国際連携強化を検討する分野として、ビッグデータを活用した長

期的な安全評価モデルの開発・検証、処分場操業時の効率性、安全

性を考慮したロボットや遠隔操作技術の実証、地質環境に応じた

処分場設計の最適化手法等への関心が示されたこと 等 

 

３． 結論・今後の取組 

○ 国際ラウンドテーブルにおいて、最終処分という共通の目標に向け

て各国の知見や研究資源等の共有が重要であることを改めて確認し

た。 

○ 日本は、ラウンドテーブルで挙げられた研究開発で国際協力を強化

すべき分野の具体化に向けて、専門家間で議論するためのワークシ

ョップを OECD/NEAと共に開催する意向を示すとともに、ラウンドテ

ーブル参加国との知見の共有や各国の進捗のフォローアップを継続

しながら、国内の取組みに随時反映させ、日本における最終処分の

実現に向けた道筋がつけられるよう、一歩ずつ取り組んでいく。 
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(参考１) 報告書の「要旨」の仮訳 

 

多くの国で、高レベル放射性廃棄物と使用済燃料の増加に伴い、それ

らの保管施設が拡張されるとともに、処分の実現に向けた努力が続けら

れてきている。処分実現に向けて取り組んでいる各国政府は、社会的受

容性を高め、最新技術で最終処分施設を設計するための、効率的で効果

的な方法を検討する上で、国際協力が非常に重要と考えている。 

 

2019年 6月に軽井沢で開催された G20エネルギー・環境大臣会合の中

で、経済産業大臣、米国エネルギー省副長官及び OECD/NEA事務局長は、

カナダ、フィンランド、フランス及びロシア政府と共に、最終処分と使

用済燃料に関する国際ラウンドテーブルの立上げを表明した。合わせて

15カ国の代表と NEAと IAEAが 2回のラウンドテーブルの議論に参加

し、第 1回会合は 2019年 10月 14日に、第 2回会合は 2020年 2月 7日

に開催された。 

 

この報告書は、参加国が共有した政策面での経験から得られた主な知

見と、政府の役割、ステークホルダーや社会の参画、技術分野における

国際協力について、ラウンドテーブルでの議論から得られた重要な知見

と政策的メッセージをまとめたものである。 

 

第 1回会合は、３つのセッションで進められ、各セッションでは最初

に一般論を議論した後、より詳細な論点について議論を行った。参加国

の政府代表は、政府の役割、ステークホルダーの参画（社会的信頼）、技

術的能力について議論を行った。第 2回会合では、参加者は、政府の政

策、関連する実施機関が行っているアプローチや手法について議論し、

これまでの経験から得られたベストプラクティスや教訓を検討した。そ

れらの経験や教訓は、政策部局、規制機関及び実施機関が表明し、実施

しているものを広く対象にした。第 2回会合の議題は、ステークホルダ

ーの参画、政策体系と政府戦略を含むステークホルダーの参画に関する

教訓、技術分野における国際協力についての新たな提案や既存の取組み

で強化し得る分野の特定であった。 

 

2回の会合において、政府と実施機関の代表は、各国及び国際的な政

策面での経験を共有することや、国際協力を更に進めることの重要性に

合意した。 
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＜重要なメッセージ＞ 

 

ラウンドテーブルでの議論から得られた、うまく進んでいる地層処分

プロジェクトの核となる、意志決定プロセスに関連する重要なメッセー

ジは以下のとおり。 

 

 実施機関、規制当局、一般市民などの主なステークホルダーが関与

する、段階的で、適応性のある、十分に透明な意思決定プロセスが

効果的である。国の計画の初期段階より、段階的に実施していくこ

とは、地層処分事業への信頼を築き、成功の確率を高める。ステー

クホルダーの参画は、地層処分事業の意思決定プロセスと全事業期

間を通じて継続的に発生する長期的プロセスとして認識されるべき

である。 

 各国の政策によれば、一部の国では事業者主導のアプローチ、その

他の国では政府主導のアプローチをとっている。アプローチの相違

よりも、市民とすべてのステークホルダーに効果的に関与してもら

うためのプロセスの方が重要である。 

 地域の地層処分事業に対するステークホルダーからの信用と信頼

は、他国がその地域の事業と同じ手法で高レベル放射性廃棄物と使

用済燃料の処分への解決に向けて取り組んでいることがわかると高

まる。このため、プロセスに進捗のあった国を国際社会が支持する

ことは良い取組みである。 

 地元コミュニティへの資金的なサポートが重要となる場合がある

が、それが地層処分事業の信頼と成功を得るための最も重要な要素

とは思われない。地層処分事業が地元コミュニティにもたらす「付

加価値」という観点が必要であり、支援計画は、地層処分事業が長

期にわたって地元コミュニティにもたらす便益を示す必要がある。

影響を受けるコミュニティや地方自治体は、支援が地域の経済発展

やコミュニティ全体の福祉の向上や教育支援などに繋がる場合、支

援をより受け入れやすい傾向にある。他方で、たとえばフィンラン

ドのように、資金的支援を含まない支援計画で進展を遂げている国

もある。 

 より若い世代のステークホルダーが意思決定プロセスに関与するこ

とは、プロジェクトを将来にわたって引き継ぐために、必須である

だけでなく効果的でもある。若い世代のステークホルダーに関与し

てもらうには、新しく革新的なコミュニケーションのアプローチが

必要となる可能性がある。例えば、ソーシャルメディアや動画の活
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用は、若い世代のステークホルダーとの対話を立ち上げ、継続する

ことに役立つ。 

 セーフティケースを用いた安全性に関する明確なコミュニケーショ

ンは、規制機関と実施機関の双方にとってチャレンジとなる可能性

がある。コミュニケーションが不明確であれば、学術専門家でさ

え、処分施設の概念とセーフティケースに異を唱える可能性があ

る。原子力科学・工学分野以外の分野を含む幅広い科学者や専門家

とのコミュニケーションと対話が模索されるべきである。地層処分

事業の安全性に対する国民の信頼を高めるためには、セーフティケ

ースに対する信頼を確保するための努力が重要である。  

 

国際ラウンドテーブルの参加者は、高レベル放射性廃棄物及び使用済

燃料の処分計画の管理における技術力を維持・強化するための国際協力

の価値を認識した。技術力の向上における協力は、ステークホルダーの

信頼向上にプラスの影響をもたらすことにもなり得る。 

 

 1980年代以来、地層処分の技術分野における国際協力は成功してき

た歴史がある。そのようなプログラムに現世代と次世代の双方が参

加することが奨励されるべきである。これらのプログラムの例に

は、国際研究プロジェクト「統合モデルの開発と実験に対する検証

（DECOVALEX）」、科学的な情報を開発・交換するための NEAの粘土質

岩、結晶質岩、岩塩を対象としたワーキンググループがある。IAEA

は、様々な地層処分関連プロジェクト、例えば、地層処分のための

地下研究施設ネットワーク– URFネットワークを組織している。欧

州諸国はまた、各国の放射性廃棄物管理プログラムを支援するため

に、放射性廃棄物の地層処分の実施に関する技術プラットフォーム

（IGD-TP）や処分施設の設計に関する工学的検討・実証（ESDRED）

などの国際協力プロジェクトを立ち上げている。NEA、欧州委員会、

IAEAのメカニズムを通じて、多くの国際プロジェクト実施されてい

る。 

 地層処分の研究開発のための財政的・人的資源は、国際社会がさら

に広く交流することで常に恩恵を受けることができる。他国の施設

や研究を活用することを通じた、技術分野での国際協力は、地層処

分プログラムに対する技術面での理解を更に深めるための、費用対

効果の高い方法である。二国間あるいは多国間の枠組みの下で、国

際的な研究開発プログラムに積極的に参加し、協力を進めている国

もいくつかある。 
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 利用可能な他国の地下研究施設は、まだ処分地の母岩環境を特定し

ていない初期段階にある国にとって貴重な資源である。それらの施

設を国内で建設するにはかなりの投資が必要であり、タイミング

（サイト選定段階か建設許可段階か）や施設の構成（処分施設とは

別の研究施設か、処分施設と統合させたものか）の両方を慎重に検

討する必要がある。 

 国際協力に関する更なる利点は、地域で実施されている取組み（安

全性評価、リスクコミュニケーション、ステークホルダーとの対

話）が世界中で実施されている取組みと同様であることをステーク

ホルダーに示すことができることである。 
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(参考２) 報告書の「結論」の仮訳 

 

高レベル放射性廃棄物と使用済燃料に関する国際ラウンドテーブル

は、15か国のハイレベル政策立案者が一堂に会するという、この種の会

議で初めてのイベントとなった。参加者が共有した意見は、最新の政府

の方針と現在の取組みに加え、国際協力の将来の方向性を反映したもの

となった。日本の代表は、国際協力を強化する必要がある研究分野の専

門家の間で議論をさらに深めるために、NEAと協力してワークショップ

を開催する意向を示した。経済産業省の共同議長は、今後もこうした議

論を継続していきたい旨を表明した。 

 

地層処分事業の現状や処分システムが国によって異なるとしても、参

加国は、高レベル放射性廃棄物や使用済核燃料の最終処分を実現すると

いう共通の目標を持っている。集中的な議論を通じて、各国の参加者は

国際協力へのコミットメントを新たにし、放射性廃棄物管理、ステーク

ホルダーの関与、研究開発、世代を超えた知識の伝承などに関する政策

に共通する本質があることを認識した。以下の主な結論は、国際ラウン

ドテーブルでの議論から導くことができるものである。 

 

 国際ラウンドテーブルでの全ての参加国のシニア代表の意見は、政

策立案、ステークホルダーの関与、研究開発及び人材育成における

国際協力が価値のあるものであることを示した。 

 国際協力プロジェクトを継続していくためには、シニア政府高官が

関与していくことが不可欠である。 

 透明性を確保することや、地層処分計画の中で地元コミュニティに

早い段階から関与してもらうことは、事業の成功にとってきわめて

重要だと思われる。ベルギー、カナダ、中国、フィンランド、フラ

ンス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ロシア、スペイン、スウェ

ーデン、スイス、英国、米国の経験は、全ての参加国にとって学ぶ

べき教訓と考えられる。各国の教訓を共有することにより、国際ラ

ウンドテーブルは、社会の信頼を獲得するための戦略を強化するこ

とができた。地層処分事業が成功するか失敗するかは、社会の関与

に強く左右される。 

 政策に関する国際的な議論の手法は柔軟性を維持する必要があり、

資源の共有を確保すべきである。各国に共通する関心分野と課題に

ついては、最大限の成果が得られるように、各国の利用可能な資

源、経験、技術力を互いに共有することによって、対応していくべ
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きである。研究開発の実施戦略を決めることが、価値の実現には必

要である。 


