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科学技術の社会的受容性から見た高レベル放射性廃棄物の地層処分研究
(2)他分野の専門家への説明に選択肢を設けるポイント
和田隆太郎＊1

田中知＊1 長崎晋也＊2

潜在的な危険性があり，身近になく高度で巨大な科学技術は，その恐ろしさや未知性から社会的に受容され難いと言
われており，高レベル放射性廃棄物処分地の立地問題はその代表例の１つである．現在, 日本には 1 つの処分概念しか
ないが，比較検討により理解を深めることができるため選択肢が多い方が良いとの考え方もある．本研究では原子力バ
ックエンド以外の他分野の専門家等へ説明するために適切な選択肢を設けるポイントを検討した．
最初に本研究では過去の専門家間の議論において高レベル放射性廃棄物地層処分時の安全性について認識や理解を共
有できない部分を調査した．その結果，それは他分野の専門家と見解が分かれる可能性が高い処分シナリオ・安全評価
結果や当該技術の将来予測などの評価等の部分であることが判った．
そのため，選択肢を設けるのはこの評価等の部分であり，選択肢の形態は１つの候補サイトの中で費用と安全性が評
価された複数の処分概念が良いものと考えられる．また，これらの選択肢を使って学会の会場等で専門とする分野の範
囲が整合している原子力バックエンド以外の専門家に繰り返し説明し，繰り返し討論するのが良いと考えられる．
Keywords：社会科学,社会的受容,高レベル,放射性廃棄物,地層処分,立地,専門家,選択肢,位置,形態,評価
Generally speaking, a vast, advanced and unfamiliar science and technology which has the potential hazard, is unacceptable by
public for the fear of its unknown nature. The siting problem of geological disposal for high level radioactive wastes is one of the
typical examples.
There is only one disposal concept in Japan now. However, there might be a lot of choices because it can be promoted greater
understanding by comparative study. This study examined the point that installed appropriate choices to explain in specialists in
another field etc. other than the nuclear backend field.
At first, this study surveyed the part where recognition and understanding of the safety when disposing of high level radioactive
wastes (HLW) were not able to be shared by the discussion between specialists before. As a result, it has been understood that it is
the evaluation etc. part which are "Disposal scenario and safety evaluation result" and "Forecast of a technology concerned in the
future".
Therefore, it seems as the position and the region of the evaluation etc. good to install these choices. Moreover, the form of
choices seems to be good two or more disposal concepts that cost and safety are evaluated on one candidate site. In addition, it
seems that these choices are used and it is good for "Specialists other than the nuclear power back end to which the range in the field
made a specialty has adjusted" at the academic society etc. to repeat the explanation and the discussion.
Keywords: social science, social acceptance, high-level, radioactive waste, geological isolation, location, specialist, position,
region, form, choices, evaluation
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序論

十分ではないことが１つの原因であり，従来の方法を見直
す必要がある．すなわち，今後，地方公共団体の立地検討

1.1

背景と目的

に係る文献調査へ応募することを喚起するにせよ，文献調

現在，商業用発電原子炉はわが国で 54 基が運転してお

査応募後にさらに地域住民の多数の理解を得ていくにせ

り，原子力発電が総発電電力量の約 3 分の 1 を占める基幹

よ，わが国に見合った原子力の社会的受容を進める必要が

電源として重要な役割を果たしている．使用済み燃料の再

ある[1]．

処理時に発生する高レベル放射性廃棄物(以下「HLW」と

現状の日本では HLW は地層処分が基本方針[2]であり，

いう)の処分事業主体である NUMO(原子力発電環境整備

1999 年 11 月の地層処分研究開発第 2 次取りまとめ(以下，

機構)は，「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以

「第 2 次取りまとめ」という)[3]で示された処分概念が既

下「特廃法」という)」(平成 12 年 6 月 7 日法律第 107 号)

存案となっている．すなわち，選択肢としては１つの処分

に基づく国の認可法人として 2000 年 10 月に設立された．

概念しかない．しかしながら，多くの選択肢があることに

しかし，NUMO の立地検討に先立つ文献調査への応募

よる影響については現在議論中[4]であるが，より多くの

を巡る賛否で揺れた高知県東洋町では事実上の住民投票

選択肢が提供されることが意思決定者へ利益をもたらす

である 2007 年 4 月の出直し町長選挙で推進派が敗れるな

[5]ことは一般に理解されているものと考えられる．また，

ど，HLW 処分場の立地確保は困難を極めている．このよ

関与度が高く，知識が豊富な意思決定者は選択肢を複数考

うな状況にあるのも，これまでの技術による説明と対話が

慮する[6, 7]ことが示されている．
そのため，本研究では HLW 地層処分の安全評価の概要
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とこれに関する過去の専門家間での議論で認識や理解を
共有できない部分を調査し，選択肢を設けるポジション，
すなわち地位(position)・領域(region)およびその形態(form)
を具体化する．
1.2

本研究の位置付け

選択肢同士を比較検討することでより理解を深めるこ
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とが出来るため，既存案以外の選択肢があった方が良いと

れら選択肢について各界代表，懇談会の委員等が意見を述

の考え方もある[8]．現状の日本では HLW は地層処分が基

べている[21]．しかし，京都議定書(COP3)2)とそれ以降の

本方針[2]であり，現状の選択肢としては第 2 次取りまと

国際的な議論により論点は CO2 排出量の削減目標と明確

め[3]で示された処分概念とその安全性および国の委員会

化されており，選択肢を設けるポイントはその削減率(選

で示された費用試算結果[9]による既存案が１つあるのみ

択肢①：1990 年比＋4％～選択肢⑥：同-25％)[20]と明白で

である．フランスのようにバックエンド政策そのものに選

あることもあり，選択肢のあり方についての検討は行われ

択肢とも見える 3 つの領域の研究計画を設定[10]する考え

ていない．

もあるが，本研究では上述の基本方針に則り，そのうえで

また，選択肢を設けるまでは至らず，選択肢を設けるこ

理解促進が進んでいない地層処分の範囲で選択肢を設け

とに言及した例として 2009 年に開催された遺伝子組換え

ることを考える．本研究では，その選択肢を設定するとし

農作物(GMO)の技術的側面，社会的側面に関するコミュニ

た場合，選択肢はどのような地位・領域および形態のもの

ケーション[22]等がある．ここでは政府の話題提供者と消

であれば良いかを検討した．

費者・生産者・学識者で構成されるパネリストによる討論

まず，第 2 次取りまとめ[3]で示された処分概念とその

の上で，コーディネーターが総括として「人にはそれぞれ

安全性を調査し，科学技術へのリスク認知と判断基準につ

の価値観，人生観があり，GMO を受容したくない人のた

いて調査した．処分時安全性の中のいくつかの内容に対し

めの選択肢を設けて進むのが，成熟した社会ではないか」

て，反対意見の専門家が公開の報告書[11]で批判し，それ

と述べている[22]．しかし，これは選択肢の必要性を述べ

に対して当時の中核的な研究開発機関の推進側の専門家

たまでであり，消費者と生産者の見解が異なる点の抽出に

らが批判に対する見解をまとめた報告書[12]を公開した

より選択肢を設けるポイントの検討は行われておらず，ま

事例などを調査した(2 章)．

た，選択肢のあり方についての検討は行われていない．

次に，上述の調査内容を検討・分析し，過去の専門家間

すなわち，過去に科学技術に関する内容で選択肢を設け

での議論で合意に至らなかった領域を見出した．なお，こ

た事例はあるが，その選択肢のあり方について論述したも

こでは報告書・雑誌で議論される内容の経緯・変遷を追い，

のは調査した範囲では見当たらない．なお，HLW 処分に

技術的な視点から論点に関する認識や理解を共有できた

ついて過去の科学技術的な知見を有する専門家間での議

かどうかをする手法を用いた．その上で，専門家間での議

論で合意に至らなかった点は何処かを専門的見地から調

論で合意に至らなかった領域の特徴から選択肢を設ける

査・分析した例は見当たらない．そのため，選択肢の設定

地位・領域を見出した(3 章)．さらに，そこに見合う選択

と選択肢のあり方の重要性が文献で主張されていながら，

肢の形態を検討した．その上で，本研究の主旨を考慮して

その両方を研究の対象としたものはない．そのため，本研

分析的な視点から，この選択肢を使った説明の方法の妥当

究はこれを題材とした研究報告である．

性を考察した(4 章)．
２

科学技術に対する批判や批判に対する見解が公開の場

現状の調査・分析と検討の方法

で議論されている事例として，放射線リスクにおけるしき
い値無し直線仮説(以下，「LNT 仮説」という)の科学的根

ここでは，既往の処分研究と処分時の安全評価と，それ

拠の有無に関するもの[13-16]，動物の福祉や愛護の観点か

に対する専門家同士で議論された内容を調査し，科学技術

ら動物実験のあり方に関するもの[17-19]等がある．LNT

へのリスク認知と判断基準について調査した．

仮説の科学的根拠については Radiation Research 誌に批判
[14]や支持[15]の意見が記述された数件の論文が寄稿

1)

2.1

さ

既往の HLW 処分の安全評価の状況

2.1.1

れている．しかし，その見解が異なる点の抽出により選択

既往の処分研究

肢を設けるポイントの検討は行われていない．また，動物

HLW の地層処分技術開発は 1980 年頃より始まり，1990

実験のあり方については生命倫理や動物愛護の視点から

年頃より本格化し，多くの研究報告が日本原子力研究開発

の批判を背景として，日本学術会議等が社会的理解の促進

機構(JAEA)等から公開されている．1999 年 11 月の第 2 次

について議論[17, 18]し，ガイドラインを制定[19]している．

取りまとめ [3]ではそれまでの処分研究の成果が集大成

しかし，動物実験のあり方に関して公開の場で議論された
結果や批判や批判に対する見解を示す公開資料は見当た
らない．
一方，科学技術に関する内容で選択肢を設けた例として，
2008 年より開催されている地球温暖化問題に関する懇談
会が CO2 排出量の削減目標・国民のコスト負担をパッケ
ージで 6 ケース提示した地球温暖化対策の中期目標[20]等
がある．ここではアンケートによる世論調査が行われ，こ
4

1) LNT 仮説の科学的根拠に関する論争は，電力中央研
究所[12]がホームページその相関や内容を整理して
いる．
2) 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書
(Kyoto Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change)．これは 1997 年 12 月
に国立京都国際会館で開催された第 3 回気候変動枠
組条約締約国会議（地球温暖化防止京都会議，COP3）
で議決された議定書である．
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され，
「日本でも地層処分が技術的に十分信頼性をもって

補地の直近に活断層があった場合，鉱物資源の存在が確認

行えること」，
「今後，地層処分を進めていく際の技術的な

された場合は事業申請の際の安全審査で処分地から除外

拠り所が得られたこと」が示されている．さらに，2004

される．すなわち，現時点では上述の内容がサイト選定の

年に NUMO から「処分場の概要」[23]が発行された．し

際の足切り要件(処分サイトとして採用しない条件)とし

かし，サイト候補地が決まっていないためサイトスペシフ

て存在している．

ィックに処分事業を網羅した報告書は本研究投稿時点で

これらのことから，適切な地質環境のサイトと処分場の

はまだ発行されていない．ここで示された高レベル放射性

設計を選定することによって期待される安全機能を発揮

廃棄物地層処分の概念と多重バリアの構成を Fig. 1 [23]に

するシステムを構築することが，安全確保のための構想の

示す．

基本となっている．なお，日本では現状はまだ候補地が決

2.1.2

HLW 処分地の選定基準と多重バリアの構成

まっていないので，場所を特定しないサイトゼネリックな

(1) HLW 処分地の選定基準

評価結果[3]としている．

日本では特廃法によって最終処分施設建設地の選定方

(2) 多重バリアの構成

法が示されており，段階的な調査に基づき，長期的に安定

特廃法のもとに策定された基本方針[25]では，長期安全

で地層処分にとって好ましい地質環境を有する処分地が

性を確保するための基本的考え方として多重バリアシス

選定される．また，このような地質環境条件を十分に活か

テムを採用することが示されている．

すことができるよう，ガラス固化体は地下 300m 以深に処

天然バリアは，処分場周囲の地層であり，1)岩盤が力学

分することが求められている．

的に安定であること，2) 地下水の流量が小さく化学的に

また，特廃法では 1) 処分場の性能に大きな影響をもた

還元性であること，3) 放射性核種の移行に対して大きな

らす天然現象(例えば，火山・火成活動，断層活動，著し

遅延機能を有すること，4) 人間環境までの地下水の移動

い隆起・侵食など)の活動履歴や地質環境への影響のおそ

距離が長く，分散希釈効果が大きいことが要件とされてい

れがある地域は選定しないこと，2) 将来の人間活動によ

る[25]．

って処分場が破壊されないよう利用可能な天然資源が存

人工バリアは，ガラス固化体，オーバーパック，緩衝材

在する地域は選定しないことが示されている．さらに，

等で構成され，Fig. 1 [23]中に示す機能を期待している．

NUMO[24]は，サイトの地質環境の要件について更に詳細

第 2 次取りまとめ[3]では炭素鋼製オーバーパックによる

に規定している．第四紀の未固結堆積物であることの記録

地下水とガラス固化体の接触を阻止する機能の寿命は

があった場合，火山から半径 15km 以内もしくはサイト候

1,000 年間を設定している．

Fig. 1

The set up of the multiple barrier for the geological disposal of HLW [23]
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レンスケースの最大線量(0.005 μSv/y)のプロットであり，
#31(深井戸)，#33(データ不確実性)，#35(隆起・浸食)，#36(埋

(1) 地層処分の安全評価とその不確実性
地層処分の最終的な目的は，処分場閉鎖後長期間にわた

め戻し・プラグの施工不良)，#37(天然バリアを考慮しな

って放射性廃棄物を人間や環境から安全に隔離すること

い)に関連する内容が後述の 2.2 項で議論されている．また，

である．すなわち，一般公衆に対する評価線量が最大とな

Fig. 3 [23]では，後述で議論されているもののうち，地下

る時期でも，あらかじめ基準値として定めた放射線防護レ

水流速の変化は#1～#18，#19～#30 の動水勾配パラメータ

ベルを超えないことが規制要件[26]となっている

(0.001～0.1)で間接的に表現されるが，希釈水量はパラメ

安全評価においては，固有の性能を前提としつつ予測に

ータとしていないので表現されていない．

付随する不確実性について配慮することが必要である．地
層処分の不確実性を考慮した安全評価は，シナリオ，モデ

2.2

科学技術へのリスク認知と判断基準

ル及びデータ等の基本的な要素の取り扱いについて国際

前述した HLW 地層処分の安全性についての反対意見

的に確立されてきた基本的な手順[27]に則って評価され

の専門家と推進側の専門家との議論を調査するのに先立

ている．しかし，極めて長い時間スケールと天然の地層と

ち，専門家と一般市民(公衆)の関係や相違を理解するため

いう不均質で大きな空間スケールを対象とすることに加

に科学技術へのリスク認知と判断基準を調査した結果を

え，そこで起こり得る現象の複雑さや知識の限界，さらに

以下に示す．

人間侵入等の評価そのものへの過誤があることが，地層処

2.2.1

リスクの認知と正しい知識

Slovic[29]は，公衆(一般市民)が「恐ろしさ」と「未知性」

分の安全評価に不確実性をもたらせている[23]．なお，
2002 年に OECD/NEA [28]は考慮すべき時間スケールが長

の2つの評価次元でハザードをとらえ，リスクの大きさを

くなればなるほど安全評価の不確実性は増加するが，時間

感じていると述べている．また，原子力発電所事故が恐ろ

の経過とともに放射性廃棄物が有する潜在的な毒性は放

しいものであり，災害から自発的に避けられず，未知の技

射性崩壊により減少することを指摘している．

術というイメージが持たれているため公衆にとっては受

(2) 安全評価の基本シナリオとレファレンスケース[3]

け入れがたいオプションであると認識されがちであると

第 2 次取りまとめ[3]の地下水シナリオは，システムが

述べている．
木下[30]は，リスクには確率的に定義される客観的なリ

長期間にわたって安定で外的な擾乱もなく，システムの安
全機能が期待どおり発揮されるとする「基本シナリオ」と，

スクと，そのリスクをどのように認知するかという主観的

将来において何らかの擾乱を想定する「変動シナリオ」と

なリスクがあり，客観的なリスクと主観的なリスクの間に

に分類されている．また，レファレンスケース[3]は，
「基

は，しばしば大きなギャップがあると述べている．客観的

本シナリオに焦点をあて，サイト選定による安定な地質環

なリスクは，一般にさまざまなモデルに基づく実験や調査

境と適切な工学的対策によって地層処分システムに期待

によって測定され，その測定値はある基準に基づいて評価

される機能が固有の性能として発揮されることを前提と

され，危険だと思われる水準を超すリスクは，法律や条令

したシナリオに対応する解析ケース」と定義されている．

によって規制される．しかし，最も大きな問題は，どの程

レファレンスケースについての線量推定の結果[3]は，Fig.

度のリスクなら心理的に受け入れるかという主観的なリ

2[23]の通り人間への影響が最大となるのは処分後約 80 万

スク受容であると述べている．しかしながら，木下[31, 32]

年で線量として 0.005 μSv/y となったとされている．ま

は客観的なリスクの中にも主観が入り込むことがあるの

た，その際の地下水シナリオに基づく安全評価解析のパラ

で注意する必要があると述べている．すなわち，これは客

メータを Table 1[3]に示す．

観的なリスクのエンドポイントに何を取るかによってそ

レファレンスケースに対応したモデルやデータベース

の意味は大きく異なるが，その何を取るかという部分に主

を基に，モデルやデータの変更あるいは対象とするシステ

観的な判断があるためである．

ムを置き換えることによって基本シナリオや変動シナリ

また，木下[33]は一般的には客観的に安全であれば主観

オに対応するレファレンスケース以外のケースを解析す

的にも安心し，危険であれば不安を感じるという相関関係

ることができる．レファレンスケースとともに，このよう

にあるが，条件によっては両者が食い違うことが少なくな

にして実施された計 37 ケースの解析の結果，得られた最

いと述べている．すなわち，安全であるのに不安を感じる

大線量とその到達時間をプロットしたものが Fig. 3[23]で

場合とか，危険であるのに安心する場合などであり，前者

ある．図から，モデルやデータの不確実性，天然現象など

の例として原子力発電所，後者の例としてペット動物によ

による処分場システムへの影響，さらに地質環境と人工バ

る感染症をあげている．

リア仕様の多様性を考慮しても，線量の最大値は，例えば

さらに，木下[34]は，科学技術論的に見てゼロリスクは

諸外国で地層処分に対して提案されている年間の防護レ

あり得ないこと，したがってリスクの存在を認めた上で，

ベル(100～300μSv)を下回ることが示されている．

それを如何にして低減しうるかその対処法を考えて納得

なお，Fig. 3[23]において＃1 が Fig. 2[23]で示したレファ

することが重要であるという．そのためには，まずは正し
6
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Fig. 2

The safety evaluation results of the 2000 report for HLW disposal[23]

Fig. 3

The safety evaluation results of total system[23]

い知識を身につける必要があり，推進側のフェアでかつ十

すなわち，上述の木下[30-35]の述べるところは専門家と

分な情報提供とリスクコミュニケーションの開催がその

一般市民を区別したものではないが，他分野の専門家や一

有力な手段のひとつである[35]と述べている．

般市民らの情報量を増やして正しい知識を身につけるた
7

September 2010

原子力バックエンド研究
Table 1

The parameter of the safety evaluation analysis based on a groundwater scenario [3]

天然バリアのパラメータ
移行距離

単位
m

人工バリアのパラメータ
ガラス固化体近傍の仮想的な領域の体積

単位
3

m

動水勾配（i）

－

ガラス固化体中の核種インベントリ

mol

透水量係数（T）

m2/s

ガラス固化体の体積減少率

1/y

巨視的（縦方向）分散長

m

緩衝材長さ

m

マトリクス拡散深さ

m

間隙水中の拡散係数

m2 /y

マトリクス拡散寄与面積率

%

緩衝材の間隙率

-

有効間隙率

%

ガラス固化体中心からの距離

m

乾燥密度

Mg/m3

緩衝材内側半径

m

オーバーパック破損後の経過時間

y

2

実効拡散係数

m /s

分配係数

－

崩壊定数

1/y

ガラス固化体表面積

m2

ガラス固化体密度

g/m3

ガラス固化体体積

m3

ガラス溶解速度

g/m2/y

緩衝材真密度

kg/m3

分配係数

m3 kg

元素の溶解度

mol/m3

緩衝材外側半径

m

EDZ に対して設定した仮想的な体積

m3
EDZ:掘削影響領域

めに，推進側がフェアでかつ十分な情報提供の下でリスク

避けるか，あるいは，問題を無視して以前通りの行動をす

コミュニケーションを行うことの重要性を述べている．

るかというイチ・ゼロの二値的なものになりやすいと述べ

2.2.2 リスクの判断基準(モノサシ)

ている．そのため，十分なリスクコミュニケーションがで

社会心理学者である中谷内[36]は，リスク問題への心理

きていない場合，公衆(一般市民)は二値的な判断からゼロ

学的アプローチの根底にある動機は，環境リスク問題につ

リスクを求めがちであり，そこで態度を決めなければなら

いて，公衆(一般市民)と専門家ではリスクの捉え方がどう

ない際には周辺的ルート処理が用いられやすいと述べて

違うかを明らかにし，それらの知見を援用したリスクコミ

いる．その上で中谷内[37]は，このように一般的な，リス

ュニケーションを通じて合意形成と社会的意思決定を図

クの判断基準がないものは，どのリスクがどの程度危険な

ろうとしたものであると述べている．また，中谷内[36]は

のか，一人一人が判断できるようなモノサシを創り，モノ

環境リスクの専門家は，影響の不確定な部分についてはリ

サシと共に情報を提供するべきであると述べている．リス

スクの存在を前提とし，リスクをゼロにすることは不可能

クの判断基準がないと，小さなリスクを避けるために大き

と考えて対策を探る傾向にあるのに対して，公衆はあくま

なコストをかけたり，反対に大きなリスクなのにあまり顧

でもゼロリスクを求めがちであるという点を指摘してい

みられなかったりことが起こるためである．また，中谷内

る．

[37]は，対処を誤ると，あたふたと場当たり的なリスク回

また，中谷内[37]は，人間がある事柄についての「良し」

避行動に走って生活の質を不必要に低下させてしまった

「悪し」を判断する方法，すなわち，態度を決めるプロセ

り，拙速に眼前のリスクを回避しようとするあまりに別の

スには 2 種類あると述べている．1 つは「中心的ルート処

リスクを高めてしまったりすると指摘している．

理」と呼ばれ，問題対象に関する情報を十分に吟味して態

すなわち，眼前のリスクと別のリスク(作用のリスクと

度を決定する方法である．他の 1 つは「周辺的ルート処理」

副作用のリスク)をバランス良くマネジメントできるよう

と呼ばれ，
「結局，信頼できる誰それが言うことだから，

に，専門家同士または一般市民や専門家などの関係者が共

大丈夫だろう」という周辺的な手がかりによって態度を決

有できるリスクの判断基準(モノサシ)を作ることが必要

める方法である．周辺的ルート処理では情報源の信頼性や

であると述べている．

多数の情報が同じことを言っているといった情報の量を

2.2.3

手がかりに判断することもある．さらに，周辺的ルート処

重要視される論点

理による評価の結果は問題となっているリスクを完全に

科学技術に関するリスクコミュニケーションで

中谷内ら[38]と土田ら[39]は，科学技術に係る内容のリ
8
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スクコミュニケーションで重要視される論点を分析して

価値類似性が，低関心者にとっては公正さが強いと述べて

いる．ここでは関西の４つの私立大学に在籍する大学生

いる．また能力評価は信頼との結びつきは弱く，研究者と

(506名の男性と女性)を対象としたアンケート調査を踏ま

しての価値(科学的・技術的レベルの高さ)を一般市民に押

え，社会・経済基準，公正・民主基準，科学技術基準，感

しつけても信頼は得られてないと述べている．

情配慮基準，安心・不安基準の5種類のどれを重要視して

すなわち，一般市民を対象としたアンケートでは，GMO

いるかを分析した．その結果，プルサーマル[40]をテーマ

等に関する組織への信頼度は個人の関心度によって価値

とした際には，科学技術基準に関する理性的訴求が最も重

類似性または公正さとの結びつきが強いため，一般市民と

要であると述べている．また，科学技術基準による反対訴

同じ価値観をもち，一般市民に信頼されている専門家が問

求と感情配慮基準による賛成訴求には，長期にわたるリス

題の解決(リスク情報の処理)を行うことが重要である．

クコミュニケーションにより態度変化の効果があったと
2.3

述べている．

科学技術的知見を有する反対意見の専門家が指摘

する点

すなわち，大学生を対象としたアンケートでは，プルサ

ここでは，処分時安全性の中のいくつかの内容に対して，

ーマル等の科学技術に関する内容は，技術そのものの安全
性・発電効率(すなわち経済性)等の諸要素を重要視した説

反対意見の専門家が公開の雑誌で批判し，それに対して推

明が重要であり，それを長期的に継続することが重要であ

進側の賛成意見の専門家らが批判に対する見解をまとめ

る．

た報告書を公開した事例とその経緯などを調査した結果

2.2.4

を示す．

科学技術に関するリスクとモノサシの認知

2.3.1

上記によれば，リスクの判断基準(モノサシ)を作るだけ

専門家同士の議論の概要

では十分ではなく，長期的に継続することで科学技術につ

核燃料サイクル開発機構(JNC：現JAEA)が1999年に発行

いての情報量を増やして専門性を高め，モノサシ等が意味

した第2次取りまとめ[3]のいくつかの内容に対して，科学

するものを理解できるだけの正しい知識を身につけてい

技術的な知見を有する7名の構成員から成る地層処分問題

ることが重要であることが述べられている．

研究グループ(以下，
「地問研」という)が報告書(以下，
「批

筆者は初報[1]で技術的な基礎知識がある他分野専門家

判レポート」という)[11]を2000年7月に公開し，批判した．

(原子力バックエンド以外の技術者層・科学者層)を介した

また，これに対してJNCは批判に対する見解をまとめた報

演繹的な説明と討論(対話)を行うことにより，一般市民が

告書(以下，
「JNC見解レポート」という)[10]を2000年10月

潜在的な危険性があり，身近になく高度で巨大な科学技術

に公開した．これらの報告書では①地質環境の長期安定性

に関する内容について健全で合理的な意思決定に基づき

(地震・断層活動等)，②工学技術と深部坑道の安定性(岩盤

態度を決める方法を提案している．

物性，坑道の力学的安定性)，③人工バリアの特性(ガラス

中谷内ら[41]は，一般市民がリスク対象に対して十分な

固化体の全溶解までの期間，オーバーパックの腐食寿命

知識を持たない状況において，自分が情報処理する代わり

等)，④地下水シナリオに基づく安全評価等の科学技術的

にその処理を自分が信頼する他者に委ねる手法について

な内容について説明され，お互いの見解が述べられている．

述べており，これはSVS(Salient Value Similarity：主要価値

また，その後，双方が現代科学の最新動向を的確かつ平易

類似性)理論[42]と呼ばれている．また，言い換えれば，SVS

に解説することを趣旨とする雑誌「科学」[44-46]で意見を

モデル[42]は相手が当該問題にかかわる主要な価値を共

述べている．但し，雑誌「科学」[44, 45]で反対意見を述

有していると感じると，その相手を信頼するというモデル

べたのは地問研の構成員7名中の後述する3名である．これ

である．中谷内[43]はSVSモデルについて，例えば，人が

らの議論から主な論点を摘出し，その論点の各図書での扱

ある問題に深く関与している場合，その問題の解決を誰か

いの有無をTable 2 に示した．また，その主な内容を以下

に任せるとしたら，できれば自分と同じ考えを持ち自分が

に紹介する．

思っていることを実現できる人に任せたいと思うはずだ

2.3.2

地質環境の長期安定性についての議論

と説明している．さらに現代の社会では専門能力や誠実さ

地質環境の長期安定性については，天然バリアとして好

以外に，こうした価値観の違いということも人々の信頼感

ましい地質環境，特に地震現象と活断層の活動の相関につ

を構成する大きな要素となっていると説明している．中谷

いて，議論されている．

内ら[41]は，遺伝子組み換え作物(GMO)を題材として首都

批判レポート[11]が指摘した“処分場の深度は地質環境

圏40 km 以内に在住する20歳から70歳の合計1000名の男

と工学的な制約によって自由自在に選べる訳ではない

女への戸別調査により，個人と中央官庁とが重要視してい

(Table 2の1-1項)”と“活断層の空白地域でも，大小の地震

ること(価値類似性評価)，個人の中央官庁への信頼・能力

が少なからず発生している(同1-6項)”については，JNC見

評価・公正さ評価および個人の関心との相関を分析してい

解レポート[10]が同意した後は議論されなかった．また，

る．その結果，信頼への結びつきは，高関心者にとっては

「活断層」の定義，
「断層活動」という用語についてはJNC
9

抽出された論点 (カッコ内は批判レポートでの記載箇所)

批判レポー
ト[11]
(地問研)

JNC見解レ
ポート[12]
(JNC)

科学00年12 科学01年３月 科学01年11
月号[44]
号[45]
月号[46]
(地問研)
(地問研)
(JNC)

Discussion point under and the details of specialist of promotion/dissenting opinion concerning criticism to the 2000 Report for HLW disposal（1／2）

１．地質の長期安定性（第3章）
1-1 処分場の深度は地質環境と工学的な制約によって自由自在に選べる訳ではない
○
○
×
－
×
1-2 安定性に疑問があり変動帯では処分地を選べない
○
○
○
－
○
1-3 地質特性などばらつきの大きいデータが平均値で処理している
○
○
×
－
○
1-4 「地震はすべて活断層の活動によるもの」は理解が間違っている
○
○
○
－
○
1-5 「活断層はすべてわかっている」は理解が間違っている
○
○
○
－
○
1-6 活断層の空白地域でも、大小の地震が少なからず発生している
○
○
×
－
×
今後10万年間地震の影響を免れる場所を高い信頼度で選定することは、ほとんど不可能であ
○
○
○
－
○
1-7
る
地震の結果、変形・応力変化により，人工バリア周辺の岩盤中の大小無数の亀裂を閉じたり開
1-8
◎
－
○
いたりして地下水の流動特性を変化させる効果を考慮していない
見切り発車でもよいのだといわんばかりの基本姿勢は，どんな最悪の事態がおこりうるかの徹
◎
－
○
1-9 底的な検討をおざなりにするという形で，‘第2次取りまとめ’の工学技術と安全評価の議論に
も共通している
これまでに地表に断層を生じていない断層は地震の規模も小さく、今後もそのような規模の断
◎
－
○
1-10
層運動がおきる可能性は非常に小さいとし、こうした問題を切り捨てている
変化の仕方や程度を実証するためには、少なくとも100～200年間の観測・調査を続けなけれ
◎
－
○
1-11
ばならない
２．処分場の建設（第4章）
2-1 圧縮強度のばらつきを考慮せず、様々な岩種の平均的な強度から設計している
○
○
－
△
△
岩盤の強度を表す特性値のーつである内部摩擦角が，平均値よりも著しく過大評価されてい
2-2
○
○
－
×
×
るのが目につく
ばらつきの大きいデータに関して少なくとも 10 倍の余裕度を見込む必要があると考えねばな
2-3
○
○
－
×
×
らない
2-4 JNCによる安定計算は、空洞の安定を 7.2 倍も過大に評価していると言わねばならない
○
○
－
×
×
2-5 地下の鉛直方向と水平方向の応力比(側圧係数)について恣意的な平均値を使用している
○
○
－
△
△
凡例 ◎：別の形態に発展した新たな記載あり、○：記載あり、△：直接的ではないが関係する記述がある、×：記載なし、－：対象外
略語注）地問研：地層処分問題研究グループまたはその構成員個人、 JNC：核燃料サイクル開発機構（現・日本原子力研究開発機構（JAEA））

区分
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抽出された論点 (カッコ内は批判レポートでの記載箇所)

批判レポー
ト[11]
(地問研)

JNC見解レ
ポート[12]
(JNC)

科学00年12 科学01年３月 科学01年11
月号[44]
号[45]
月号[46]
(地問研)
(地問研)
(JNC)

Discussion point under and the details of specialist of promotion/dissenting opinion concerning criticism to the 2000 Report for HLW disposal（2／2）

３．人工バリア機能（第5章、第6章）と埋設作業（第6章）
3-1 一部のガラス固化体の内蔵放射能量(発熱量)が過小評価されている
○
○
－
○
○
3-2 発熱量が高くなりすぎて現在の地層処分のシナリオは成り立たない
○
○
－
○
○
3-3 ガラス固化体一本が溶けきるまでの時間は270年である
○
○
－
×
×
鉄腐食生成物の連続的な供給により，ガラスの溶解速度が長期的に下がらなくなった場合の
3-4
○
○
－
×
×
検討がない
炭素鋼オーバーパックの不動態化挙動の根拠データがJNCの内部データであり、証拠能力が
3-5
○
○
－
×
×
極めて低い
3-6 腐食実験に使われた試験片のサイズが小さく、これではいかにも観測の精度が悪い
○
○
－
×
×
3-7 オーバーパック腐食は短期間の試験結果で1000年間の外挿するのは乱暴である
○
○
－
○
○
平均的に、おそらくは水の還元によるものは酸素による酸化よりは速い速度で炭素鋼は腐食し
○
○
－
×
×
3-8
ていく
3-9 緩衝材（べントナイト）が 100℃ 以上になってしまって，期待される機能を発揮できなくなる
○
○
－
×
×
3-10 厚みの変更は、オーバーパックの工作上（例えば溶接）、大きな困難をもたらす
○
○
－
×
×
3-11 表面線量率の高いオーバーパックのハンドリングの無人化・自動化は実現困難である
○
○
－
○
○
3-12 埋設後の非管理区域化は難しく、地下坑道の埋め戻しの実行可能性は低い
○
○
－
○
○
４．天然バリア機能（第7章）と安全性の評価
4-1 恣意的なデータの扱いをして(中略）地下水流量を100 倍ほど過小評価して設定している
○
○
－
△
△
4-2 上記から人間環境に達する放射性物質の量も核種によっては数万倍も過小評価されている
○
○
－
○
○
4-3 過度に保守的’（安全側の意）な評価はしないとするのは，想定が甘い
○
○
－
○
○
現段階ではボーリング孔における透水試験の試験区間を適切に設定して個々の亀裂の透水
4-4 量係数を直接測定することは難しいなどにより、個々の亀裂に対する透水量係数の実測デー
◎
－
○
○
タは得られていない
（前略）河川流量の少ない上流や深井戸を用水とする場合には，希釈水量は50分の1から100
4-5
○
○
－
○
○
分の1になる
4-6 簡単な試算の結果、地下水流速がレファレンスケースの2000倍になることが見込まれる
○
○
－
○
○
最悪の場合を想定し，“破局的なシナリオ”のような事態が地下深くの処分場でおきていないと
4-7 いうことを長期にわたって常に確認できるようにする手だてが，周辺住民を含む社会全体の安
◎
○
心のために必要不可欠である
凡例 ◎：別の形態に発展した新たな記載あり、○：記載あり、△：直接的ではないが関係する記述がある、×：記載なし、－：対象外
略語注）地問研：地層処分問題研究グループまたはその構成員個人、 JNC：核燃料サイクル開発機構（現・日本原子力研究開発機構（JAEA））
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見解レポート[10]で説明された後は両者でその意味が認

2.3.3

識されている．

力学的安定性)

批判レポート[11]は，JNCが第2次取りまとめ[3]で“地層

September 2010

工学技術と深部坑道の安定性(岩盤物性，坑道の

批判レポート[11]が“岩盤の内部摩擦角が過大評価(同

処分場に影響を与える地震はすべて活断層の活動によ

2-2項)”“ばらつきの大きいデータの余裕度を大きくする

るもの(同1-4項)”との認識の下で“日本列島の活断層はす

べき(同2-3項)”および“空洞の安定性(強度計算における

べてわかっているという前提にたっている(同1-5項)”と指

安全率)が低い(同2-4項)”と指摘した点は，JNC見解レポ

摘し，
“地震現象の理解が間違っている”
“処分場への地震

ート[10]で誤解が確認され，安全率の数値が確認されてい

の影響についても甚だしく過小評価している”と批判して

る．また，
“圧縮強度のばらつきを考慮せず，様々な岩種

いる．藤村ら[44]は，JNC見解レポート[10]が“10万年後

の平均的な強度から設計(同2-1項)”“側圧係数について恣

の地質環境の評価には不確かさが伴う，という点は共通の

意的な平均値(同2-5項)”との指摘した点は，JNC見解レポ

認識”であり，
“相違があるとすれば，そういう科学的な

ート[10]で誤解やデータの性質や数値を確認した後は議

理解を踏まえて，地層処分をどうとらえるかという点”で

論されなかった．

あると述べていることを認識している．一方で，JNC見解

2.3.4

人工バリアの特性と埋設作業

レポート[10]は“より具体的な根拠をもって変動帯に位置

批判レポート[11]が“ガラス固化体一本が溶けきるまで

する日本においても地層処分にとって十分な地質環境が

の時間は270年(同3-3項)”と指摘した点は，JNC見解レポ

存在し得る”と述べ，“現在の科学技術を駆使すれば，不

ート[10]で誤解が確認され，安全率の数値が確認されてい

確かさを考慮しても地層処分の安全性を十分に確保する

る．また，“一部のガラス固化体の内蔵放射能量(発熱量)

ことはできる”と述べているが，これについて藤村ら[44]，

が過小評価されている(同3-1項)”“発熱量が高くなりすぎ

石橋ら[47]が認識したと述べた形跡はない．批判レポート

て現在の地層処分のシナリオは成り立たない(同3-2項)”

[11]の“今後10万年間地震の影響を免れる場所を高い信頼

と指摘した点は，JNC見解レポート[10]で“引用されたデ

度で選定することは，ほとんど不可能である(同1.7項)”と

ータは総数3,500本の返還ガラス固化体のもの”
“総数は(処

いう主張は，表現は多少変わっているがその主旨は以降の

分場の規模40,000本の)10 ％未満である”“(引用されたデ

図書[44, 45, 47-49]中で継承されている．

ータは)ガラス固化体の落下による損傷事故の安全評価を

藤村ら[44]は，“地震の結果，変形・応力変化により，

行うために放射性物質の量を安全側に設定したもの”“地

人工バリア周辺の岩盤中の大小無数の亀裂を閉じたり開

層処分の長期的な安全性を検討する場合にはこのような

いたりして地下水の流動特性を変化させる効果を考慮し

想定は必要ない”と述べられている．その後も議論は継続

ていない(同1-8項)”との点を指摘した．これについて，清

され，藤村ら[45]は同じ論点で指摘し，清水ら[46]が“ガ

水ら[46]は“安全評価上のパラメータ(中略)にある程度の

ラス固化体の大部分が日本原燃㈱仕様のものであること

幅を持たせることによって処分システムの安全性を十分

を踏まえ”
“発熱量が『第2次取りまとめ』の設定より大き

な余裕をもって評価できる”
“これによって場所による地

くなれば，その分，ガラス固化体近傍の温度は高くなるが，

形条件や地質条件の違いはもとより，地震を被ったときの

サイトの地質環境条件に応じて処分場を適切に設計する

振動や応力状態などの影響も十分に包含できている”と述

ことなどにより対応は可能である”と述べている．

べている．

他方，室内実験結果への指摘，すなわち“鉄腐食生成物

さらに藤村ら[44]は“見切り発車でもよいのだといわん

の連続的な供給により，ガラスの溶解速度が長期的に下が

ばかりの(あるいは，仕方がないのだという)基本姿勢は，

らなくなる(同3-4項)”“不動態化挙動の根拠データがJNC

どんな最悪の事態がおこりうるかの徹底的な検討をおざ

の内部データであり，証拠能力が極めて低い(同3-5項)”
“腐

なりにするという形(同1-9項)”とし，
“高レベル放射性廃

食実験に使われた試験片のサイズが小さく，これではいか

棄物の後始末にどんな方法を選ぶべきかを社会全体で考

にも観測の精度が悪い(同3-6項)”および“厚みの変更は，

えて，合意を形成するためには，提案する側は，おこりう

オーバーパックの工作上(例えば溶接)，大きな困難をもた

る結果をできるだけ幅広く予測して示す必要がある”と結

らす(同3-10項)”と指摘した点は，JNC見解レポート[10]

論している．また，藤村ら [45]は “今後10万年程度の超

で他の室内実験の結果または計画および産業界での事例

長期間には，日本列島のほとんどの地点が大地震の影響を

を確認した後は議論されなかった．

何回か受けて，多重バリアシステムの性能が徐々に変化し，

しかし，実験結果を外挿した評価やまだ検討されていな

健全性が劣化していく場合も多いと考えるのが自然”“し

い点への指摘，すなわち“オーバーパック腐食は短期間の

かし，‘第2次取りまとめ’は，このようなケースを考慮し

試験結果で1000年間の外挿するのは乱暴(同3-7項)”および

ていない(同1-7項)”と述べている．そのため，清水ら[46]

“表面線量率の高いオーバーパックのハンドリングの無

はJNC見解レポート[10]と同様の説明として“地層処分の

人化・自動化は実現困難(同3-11項)”
“埋設後の非管理区域

工学技術については(中略)今後も技術開発が進められて

化は難しく，地下坑道の埋め戻しの実行可能性は低い(同

いくのである”と繰り返し述べている．

3-12項)”との指摘は，JNC見解レポート[10]で説明された
12
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後にも継続している．すなわち，藤村ら[45]は“オーバー

見込まれる(同4-6項)”“これに生活様式に応じた被曝線量

パックの腐食やガラスの溶解速度が遅いことは，処分場の

の幅を考えると，国際的な防護水準を越える”と指摘して

地下水固有の化学的性質や緩衝材の健全性に依存する．し

いる．これに対して，清水ら[46]は“深井戸での用水を組

たがって，それらが長期にわたって期待通りの状態に保た

み合わせたとしても，線量は諸外国で提案されている安全

れなければ，安全性の予測は大きく狂う可能性がある”
“そ

基準の範囲(100～300μSv/年)におさまっている”“単純に

もそも，放射能が強いガラス固化体の実物を使った試験を
非常におこないにくいのが，高レベル放射性廃棄物処分技
術の本質的な困難の一つである”と述べている．また，
“ガ
ラス固化体から出る放射線の被曝がさけられないため，事
故への対応も含めてすべての作業が無人化・遠隔操作でお
こなわなければならない．しかし，そのための技術開発は
まだこれからである”“大規模のトンネルを，そのように
純粋に“埋め戻す”ことを目的として埋め戻すのはあまり
例がなく，そのための技術はまだ研究段階である”と述べ
ている．そのため，清水ら[46]はJNC見解レポート[10]と
同様の説明として“『第2次取りまとめ』は必要な技術開発
がすべて完了したと主張しているわけではない”と繰り返

Fig.4
The comparison of the maximum dose of
radioactivity in various conditions brought up by opposing
activists[45]

している．
2.3.5

地下水シナリオに基づく安全評価についての議

論

山地の動水勾配と，地表近傍の透水係数分布を組み合わせ
地下水シナリオに基づく安全評価については，地下水流

ることは，(中略)いたずらに保守的な設定をしたことにな

動パラメータの設定方法と将来を予測する安全評価の妥

る”と回答している．

当性・保守性について議論されている．批判レポート[11]

2.3.6

は，JNCが“恣意的なデータの扱いをして，標準的と考え

総括の内容についての議論

科学(2001年3月号)で藤村ら[45]は“第2次取りまとめは，

られる条件よりも地下水流量を100 倍ほど過小評価して

今後10万年以上にわたって地層処分が確実に安全にでき

設定している(同4-1項)”と指摘し，
“人間環境に達する放

ることを，特定の場所についてあらかじめ科学的に保証す

射性物質の量も核種によっては数万倍も過小評価されて

ることはしていない”と批判している．また，これはこれ

いる(同4-2項)”と批判している．また，藤村ら[44]は“適

に対して，科学(2001年11月号)で清水ら[46]は(場所を特定

切な処分地選定と工学的対策をするということを理由に，

しないサイトゼネリックな評価を行った)“第2次取りまと

‘過度に保守的’(安全側の意)な評価はしないとするのは，

めの目的を理解していない”と反論している．また，藤村

想定が甘い(同4-3項)”と批判している．これに対して，JNC

ら[45]は“‘現在の知識で最善をつくす’ということと‘見切

見解レポート[10]は“現段階ではボーリング孔における透

り発車’との違いは紙一重である．‘最善をつくす’のであれ

水試験の試験区間を適切に設定して個々の亀裂の透水量

ば，‘確実に安全にできる’と断言できない地層処分だけに

係数を直接測定することは難しいなどにより，個々の亀裂

固執するのではなく，これをあくまでも選択肢の一つにと

に対する透水量係数の実測データは得られていない(同

どめ，積極的な管理をおこなう場合などと徹底的な比較検

4-4項)”と弁明している．その上で，“地下深部での地下

討をすべきである”と指摘している．これに対して，清水

水流動特性を現段階において合理的に評価したもの”であ

ら[46]は“地層処分の信頼性の向上と安全評価手法の高度

り，“今後とも地下深部の研究により地下水流動特性に関

化に向けて研究開発を着実に推進”“研究開発に対する批

し一般的な知見を蓄積させると共にサイト調査によりこ

判的な見解についても真摯に受け止め，研究の内容や成果

れらの特性をより詳細に把握し評価に取り込むことによ

を広く社会に情報発信しながら品質の高い研究開発を透

り地層処分の安全性を確認していくことが重要”と述べて

明性をもって進めていく所存”と回答している．

いる．

2.3.7

その後の議論

さらに，藤村ら[45]は“地下水流速は核種の移動量を大

2000年～2001年にかけての上述の議論の後，2002年9月

きく左右する”
“‘山地など河川流量の少ない上流や深井戸

には経済産業省(METI)，NUMO，JAEA等の推進側の賛成

を用水とする場合’等には，希釈水量はレファレンスケー

意見の専門家と原子力資料情報室，高木学校等の反対意見

スの50分の1から100分の1になっている(同4-5項)”として

の専門家が対峙した公開シンポジウム「地層処分シンポジ

いる．これによりFig. 4 [45]により“簡単な試算[11]の結果，

ウム2002」が両者の共催で開催された3)．このシンポジウ

地下水流速がレファレンスケースの2000倍になることが

ム[48]では，時間の制約もあり技術的な部分に関して突っ
13
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込んだ討論とはなっていないが，不確かさを考慮しても地

を共有できない部分を整理・抽出した．

層処分の安全性を十分に確保できるかどうか(同1-7～1-8

3.1.1

項関連)，それが実証できるかどうか(同1-11項関連)，安全

よる類型分類

September 2010

認識や理解を共有できない部分の抽出と特徴に

Table 3 が示す結果を類型分類して以下に列記する．また，

評価は本当に悪い条件を並べ立てるぐらい保守的にやっ
ても問題にならないレベルでなければならないのではな

カッコ内には Table 3 中の該当項目の番号を記載した．

いか(同4-7項関連)等の論点に基づく上述と同様の議論が

(１) 両専門家の反論がなくなった部分の特徴の整理と類型
分類(Table 3 左欄)

反復された．
また，地問研が2004年に公開した総括報告[49]では，地

① 用語の定義の違いは，説明後に両専門家が理解を共有

質環境の長期安定性に関してTable 2 の1-2項，1-7項，1-9

した．(Table 3にはないが「地質環境」「断層活動」と

項～1-10項および地下水シナリオに基づく安全評価に関

いう用語[11])

して同4-2項，4-5項～4-7項等の論点に基づく上述と同様の

② 説明または理解が十分ではなかった事項は，JNC見解

意見が述べられた．すなわち，①(地質環境の長期安定性)

レポート[10]による説明後に両専門家が理解を共有し

と④(地下水シナリオに基づく安全評価)のこれらの論点

た．(Table 3の1-1項，1-4項，1-5項，2-3項，2-4項，3-1

は，その後2004年に至るまで平行線のままであったものと

項，3-5項，3-6項，3-10項)

考えられる．
2.3.8

③ 地質に関する現象の測定結果は議論すれば両専門家の
理解は共有または近づいた．(Table 3の1-3項，2-1項，

専門家間で議論が噛み合わない点のまとめ

2-2項，2-5項)

ここでは推進側の賛成意見の専門家と反対意見の専門
家(以下，「両専門家」という)の議論の状況を調査した．

④ 室内実験結果は議論すれば両専門家の理解は共有また

上述の通り，②工学技術と深部坑道の安定性と③人工バリ

は近づいた．(Table 3の3-3項，3-4項，3-8項，3-9項)

アの特性では全ての点について合意に至ったのかどうか

(２) 両専門家が認識や理解を共有できない部分の特徴の整
理と類型分類(Table 3 右欄)

は明記されていないが，2001年11月以降の議論では話題に

① 未検討な内容については認識が噛み合わず，今後検討

あがっていない．
一方，①地質環境の長期安定性と④地下水シナリオに基

するとした内容については両専門家の予測結果が噛み

づく安全評価では，用語の定義や測定結果等では合意に至

合わなかった．(Table 3の1-7項，3-2項，3-7項，3-11項，

り，他の部分では2001年11月以降の議論でも話題にあがっ

3-12項)
② 処分シナリオ・安全評価等の将来の予測結果に関する

ている．しかし，2001年11月以降の議論において，両専門

双方の見解・主張の間の溝は埋まらなかった．(Table 3

家の見解・主張の間の溝は埋まらず，平行線のままである．
すなわち，両専門家の議論では，議論が途中で行われな

の1-2項，1-6項，1-8項，1-9項，1-10項)

くなった部分，合意に至って議論がその後行われなかった

③ 地下水シナリオに基づく安全評価4)については専門家

部分(これらを合わせて，以下では「反論がなくなった部

間でも言及している対象が整合せずに議論が噛み合わ

分」という)と，最後まで平行線のままで合意に至らなか

なかった．(Table 3の4-1項，4-2項，4-3項，4-4項，4-5

った部分がある．

項，4-6項)
④ 技術開発の進め方および今後の科学技術の進歩への認

３

識に関する双方の見解・主張の間の溝は埋まらなかっ

検討の結果

た．(Table 3の1-11項，3-11項，3-12項)
3.1.2

ここでは，両専門家が認識や理解を共有できない部分を

両専門家が認識や理解を共有できる部分とでき

ない部分

抽出し，その特徴・内容をさらに深く検討する．その上で
両専門家の相互の理解を促進するために，認識や理解を共

前項の検討により，Table 3では2項(工学技術と深部坑の

有できない部分を対象とした選択肢を設けるポイントを

安定性)は両専門家の反論がなくなっており，1項(地質環境の

具体化する．

長期安定性)，3項(人工バリアの特性)は両専門家が認識や

3.1

3) 日本で最初の賛成意見と反対意見の両専門家による
公開シンポジウムの議事録は経済産業省のホーム
ページ
http://www.enecho.meti.go.jp/rw/rikai/rikai00.html（last
visited at June.26,2009）に掲載されている．
4) 地下水シナリオに基づく安全評価については Table
1 で示した通り取り扱うパラメータが多く，解析モ
デルの前提条件の確認やパラメータの妥当性の評
価等の詳細な議論になってしまうので，専門家間で
も一般性のある議論とはなり難い。

認識や理解を共有できない部分の抽出

前章の2.3項で調査した2000年レポートへの批判に関し
て両専門家が取り上げた論点において，両専門家の反論が
なくなった部分と両専門家が認識や理解を共有できない
部分とを整理してTable 3 に示す．なお，ここでは議論され
る内容の経緯・変遷を追い，技術的な視点からその論点に
関する認識や理解を共有できたかどうかを判定した．また，
Table 3 の結果より特徴を整理して類型分類し，認識や理解
14
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更なる説明の要否

4. 地 下 水 移 行 シ ナ
リオによる安全
評価

3. 人 工 バ リ ア の 特
性

2. 工 学 技 術 と 深 部
坑道の安定性

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
3-1
3-3
3-4
3-5
3-6
3-8
3-9
3-10

1-5

名称
1. 地 質 環 境 の 長 期 1-1
1-3
安定性
1-4

不要

（該当なし）

圧縮強度のばらつきを考慮せず，平均値で設計
岩盤の内部摩擦角が，平均値よりも過大に評価
ばらつきの大きいデータへの余裕度が小さい
空洞の安定計算では安全率を 過大に評価
側圧係数に恣意的な平均値を使用
内蔵放射能量(発熱量)が過小評価されている
ガラス固化体の溶解寿命は270年である
鉄腐食生成物によりガラス溶解速度が増加する
不動態化挙動の根拠データがJNCの内部データ
腐食実験に使われた試験片のサイズが小さい
水の還元による腐食速度は速い
緩衝材が>100℃ になると機能を発揮できない
厚みが増えるとオーバーパック溶接が困難

（余白）

4.6

4-5

4-3
4-4

4-2

4-1

3-12

3-2
3-7
3-11

1-11

1-8
1-9
1-10

1-2
1-6
1-7

恣意的なデータの扱いをして(中略）地下水流量を100 倍ほど過小評価して設
定している
上記から人間環境に達する放射性物質の量も核種によっては数万倍も過小評
価されている
過度に保守的な評価はしないとするのは，想定が甘い
河川流量の少ない上流や深井戸を用水とする場合には，希釈水量は50分の1か
ら100分の1になる
簡単な試算の結果，地下水流速がレファレンスケースの2000倍になることが見
込まれる
最悪の場合を想定し，長期にわたって常に確認できるようにする手だてが，必
要不可欠である
要

（余白）

発熱量が高くなりすぎて現在の地層処分のシナリオは成り立たない
腐食は短期間の試験結果で1000年間の外挿するのは乱暴である
表面線量率の高いOPハンドリングの無人化・自動化は実現困難である
OP:オーバーパック
埋設後の非管理区域化は難しく，地下坑道の埋め戻しの実行可能性は低い

（該当なし）

両専門家が認識や理解を共有できない部分
安定性に疑問があり変動帯では処分地を選べない
活断層の空白地域でも，大小の地震が少なからず発生している
今後10万年間地震の影響を免れる場所を高い信頼度で選定することは，ほとん
ど不可能である
変形・応力変化による地下水の流動特性の変化を考慮していない
どんな最悪の事態がおこりうるかの徹底的な検討をおざなり
地表に断層を生じていない断層は地震の規模も小さく，今後もそのような可能
性は非常に小さいとし，問題を切り捨てている
変化の仕方や程度を実証するためには，100～200年間の観測・調査を続けなけ
ればならない

Extraction for point of choices that should be prepared

両専門家の反論がなくなった部分
処分場の深度は自由自在に選べる訳ではない
ばらつきの大きいデータを平均値で処理
地震はすべて活断層の活動によるものは理解が間違
い
活断層はすべてわかっているとの理解が間違い

Table 3
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(2) 他分野の専門家への説明に選択肢を設けるポイント

September 2010

原子力バックエンド研究
理解を共有できない部分が残されていることが判った．ま

ス等の専門家である．高木[55-57]は化学，放射化学等の専

た，4項(地下水移行シナリオによる安全評価)は両専門家

門家である．共に理学系であり工学系ではないが，反対意

の反論がなくなったものはなく，全てが認識や理解を共有で

見側も領域を限れば技術的専門性が確保された専門家が

きない部分として残されていることが判った．なお，上述

参画している．但し，JNCの推進側の専門家が工学系を含

のうち誤解・説明または理解不足，用語の定義の違いおよ

めた専門分野であるのに比べると，この3名の反対意見の

び未検討な内容については説明手法の改良や追加検討の

専門家は理学系に限られており，やや狭い専門領域となっ

実施等が必要であるが，本研究の目的とは異なるため今回

ていることには留意が必要である．一方，地問研の他の4

は検討対象から除外する．

名の構成員は雑誌「科学」[44, 45]には寄稿しておらず，

両専門家の反論がなくなった部分は，地質等の現象の測定

また，各々の専門分野を確認できる学術論文等を見付ける

結果，室内実験結果(以下，「測定・実験結果」という)で

ことができなかった．なお，前章の2.3.4項(Table 3の3項)

あり，これらについては議論すれば両専門家の認識や理解

は人工バリアの特性に関する議論であるが，Table 3の3-2

は近づいている．

項，3-7項，3-11項，3-12項の内容は，批判レポート[11]の

一方，両専門家が認識や理解を共有できない部分は，技術
開発の進め方，処分シナリオ・安全評価等の将来の予測結

当該部分の著者ではなく，雑誌「科学」 [45]に寄稿した
藤村，石橋，高木により執筆されている．

果および今後の科学技術の進歩への認識(以下，これらを

そのため，少なくとも前章の2.3.2項(Table 3の1項)と

総括して「評価等」と呼ぶ)である．これらについては人

2.3.5項(Table 3の4項)の議論は，両専門家の技術的専門性

為的な要素を含まれており，議論しても双方の見解・主張

が確保された下で実施されている．

の間の溝は埋まらず，平行線のままであり，多くは最後ま
でそのまま残っていることがわかった．すなわち，両専門
家が認識や理解を共有できないのは，評価等の部分である．

3.3

選択肢を設けるポイント

上述の通り，両専門家の技術的専門性の整合が確保され
た下で，土田ら[39]が指摘するように学会等において討論

3.2

(対話)を長期的に継続すれば，原子力バックエンド以外の

両専門家の技術的専門性の確認

JNCは組織として地質，地下水，化学，土木，材料，構

他分野の専門家は本分野の専門家の説明に対して，中心的

造等の多数で多様な分野の専門家を擁しており，推進側は

ルート処理(前述)により科学的な根拠をもって測定・実験

各分野に技術的専門性が確保された専門家が参画してい

結果を理解するものと考えられる．

る．

両専門家が討論により測定・実験結果に関する認識や理解

前章の2.3.2項(Table 3の1項)は地質の安定性とその安全

を共有した後に，残された評価等を中心に討論する段階に

評価での取り扱いに関する議論分野であり，2.3.5項(Table

移行していくが，前項で述べた通り，ここでは人為的な要

3の4項)は地下水移行シナリオに基づく安全評価における

素を含む評価等への見解が異なるため態度が賛成意見と

数値シミュレーション解析の評価手法に関する議論であ

反対意見に別れることが予想される．これは木下[30]が指

る．雑誌「科学」[44, 45]で前章の2.3.2項と2.3.5項の部分

摘した「客観的なリスクの中にも主観が入り込む」ことに

は地問研の構成員のうち藤村，石橋，高木が対応している．

相応している．

藤村[50, 51]は物理化学，化学反応動力学，分子分光学等

しかし，両専門家がこのままの形で平行線のまま賛成や

の専門家である．石橋[52-54]は地球科学，地震テクトニク

反対という態度自体を議論する意味はなく，評価等のポイ

Table 4
名称

Position in which choices should be installed

内容

検討結果

選択肢の要
否

測定・実験結果

地質等の現象の測定結果，室内実験

賛成／反対意見の両専門家が時間を

結果等を指す。

かけて議論を重ねれば測定結果・実

すなわち，同じ条件なら誰がやって

験結果に対する認識や理解を共有で

も同じ答えが得られ，再測定・再実

きる。

不要

験も可能な科学的事実を指す。
評価等

技術開発の進め方，処分シナリオ・

人為的な要素を含んでおり，そこに

安全評価等の将来の予測結果および

複雑さ・理解の難しさが重なって評

今後の科学技術の進歩への認識を指

価結果に対する見解が異なるため，

す。

両専門家は認識や理解を共有できな
い場合がある。
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ントにおいて中谷内[37]が指摘した「リスクのモノサシ(判

前述の通り，両専門家が討論を重ねながら理解を深める

断基準)」の違いや，これを議論するために木下[34, 35]が

ためには，既存案以外の複数の選択肢を見解の分かれる処

指摘した「正しい知識」について理解を共有することが本

分シナリオ・安全評価結果や当該技術の将来予測などの評価

質的である．

等に設けるのが良いものと考えられる．冒頭に述べた通り

より多くの選択肢が提供されることが意思決定者へ利

地層処分の範囲で選択肢を設けることを前提にすると内

益をもたらす[5]ことは一般に理解されてものと考えられ，

的なモノサシが良いものと考えられる．また，内的なモノ

関与度が高く，知識が豊富な意思決定者は選択肢を複数考

サシとしては同類のもの同士をトレードオフ対比しなが

慮する[6, 7]ことが示されている．そのため，両専門家が

ら討論を重ねるのが理解し易いものと考えられる．

議論を重ねながら理解を深めるためには，既存案以外の複

HLW 処分時の安全性について，複数の候補サイトの間

数の選択肢を設け[8]，各々をトレードオフ対比しながら

で対比するとの考えがあるが，これは場によって決まる条

討論を重ねるのが良いものと考えられる．この考え方に則

件が違うため一概には比較できず，立地サイトの地質(岩

って検討した「選択肢を設けるポイント」を Table 4 に示

盤)の優位性などの地の利だけを議論することになり，対

す．すなわち，両専門家による学会等での討論が前章 2.3

比により個々の技術的内容の理解を深めるのに良い対象

項のものと同様であり，同様の論点で議論されるとすれば，

ではない．また，Table1[3]の通り性能評価のためのパラメ

処分シナリオ・安全評価結果や当該技術の将来予測などの

ータは多数あり，そのパラメータ値の設定の考え方も多数

評価等の部分に選択肢を設けるのが良いものと考えられ

あるために，技術的に詳細な内容を候補サイト間で対比す

る．

ることも難しい．さらに候補サイト間で対比する場合は
2009 年 6 月のスウェーデンのサイト選定[10]での例 5)にあ

3.4

検討結果のまとめ

るように同一レベルの安全性を得るために必要な費用(経

ここでは2.3項の調査結果に基づき，両専門家の反論が

済性)と処分場建設による派生効果や景観・風土等への社

なくなった部分と認識や理解を共有できなかった部分と

会的な影響を考慮しなければならない可能性がある．候補

の見極め，選択肢を設けるポイントを検討した．その検討

サイト間でこれら社会的な影響を対比することは HLW 処

結果のまとめを以下に示す．

分の安全性・経済性を原子力バックエンド以外の他分野の専

① 批判とその見解に関する議論のうち，地質の長期安定

門家へ説明し，討論することを目的とした本研究の範囲を超

性と地下水シナリオに基づく安全評価は，両専門家の

えるため今回の検討対象から除外する．

技術的専門性が確保された下で実施されている．

他方，Fig. 3 に示したシステム全体の安全評価結果，す

② 研究開発成果の公開と原子力バックエンド以外の他分

なわち，安全シナリオの違いと性能評価パラメータの感度

野の専門家への説明と討論を進めれば，地質等の現象

解析の結果のように同一の処分場の処分概念でシナリ

の測定結果・室内実験結果等の科学的事実である「測

オ・パラメータを変化させ，安全評価結果の感度(ロバス

定・実験結果」ついては両専門家の認識や理解は近づ

ト性)を評価することは各々のケースで重要である．しか

いていくことがわかった．

し，これは評価手法の保守性を示す行為であり，この行為

③ 技術開発の進め方，処分シナリオ・安全評価等の将来

が選択肢を提示したことにはならない．

の予測結果および今後の科学技術の進歩への認識など

一方，1999 年に国の委員会[58]で 11 ケースを比較して

の「評価等」の部分は人為的な要素を含んでおり，見

HLW 処分事業の費用を試算した結果が公開されている．

解がわかれ，両専門家は認識と理解を共有できない可

この 11 ケースは，同一の処分場で廃棄体の定置方法やオ

能性がある．

ーバーパック・緩衝材等の人工バリアの仕様を変更した場

④ 比較検討により理解を深めるための選択肢は，見解の
5) 2009 年 6 月 3 日のスウェーデンの核燃料／放射性廃
棄物管理会社（SKB）のホームページ情報によれば，
エストハンマル自治体のフォルスマルクを選定した
理由として，「フォルスマルクでは，岩盤の水分含有
量が少なく，亀裂も少ない。これらが長期安全性に非
常に重要な特性であるとしている。また，同サイトで
は，オスカーシャム自治体のサイトと比べ，処分場に
必要となる地下空間が小さいため，掘削する岩盤や埋
め戻し材が少ないという利点があるとしている。さら
に，地上施設については，既存の工業地域に建設する
ため，環境影響を低減できるとともに，地域インフラ
へのアクセスが容易にできるとしている」と述べられ
ている。
http://www.skb.se/Templates/Standard____26400.aspx
(last visited at July.5, 2009)

分かれる処分シナリオ・安全評価結果や当該技術の将来
予測などの評価等の部分に設けるのが良いものと考え
られる．
４

考察
ここでは前章で述べた評価等の地位・領域に見合う選択

肢の形態を検討した．その上で分析的な視点から，この選
択肢を使った説明の方法の妥当性を考察した．
4.1

設けるべき選択肢の形態
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合の費用の感度を評価したものであり，各々のケースの安

ト調査ではHLW地層処分は対象とされていない．また，

全評価は行われていない．そのため，これは費用試算のた

これらの調査は科学技術の専門家を主な調査対象とした

めのケース区分を示すものであり，このケース区分が選択

訳ではない．この2点については調査結果を適用すること

肢を提示したことにはならない．

について整理が必要である．

HLW 処分時の安全性は「あらかじめ基準値として定め

(財)日本原子力文化振興財団の世論調査6)[61]によれば，

られた放射線防護レベルを超えていないこと等を確認す

関心がある原子力・エネルギーの分野を複数回答で尋ねた

る行為」を基本的な考え方[59]としている．そのため，１

ところ，2006年～2008年の間の3つのデータにおいて地球

つのサイトの中でも，透水性が高い場合は HLW 処分場と

温暖化が60.1～65.3％であったに比べ，放射性廃棄物の処

して一定レベルの安全性を確保するために，費用をかけて

分について27.4～30.3％，プルサーマル・核燃料サイクル

人工バリアの仕様やプラグ設置等による修復行為により

について9.6～10.1％であった．プルサーマルの必要性7)は

工学バリアを補強し，透水抑制機能を強化する場合[3]も

2008年の世論調査[61]の別途の質問で調査されており，

考えられる．逆にその場の透水性が低い場合は，緩衝材や

HLW地層処分場の必要性8)は同年に(社)日本原子力産業協

オーバーパックの厚みを薄くする場合[58]も考えられる．

会の別途体系で調査[62]されている．調査体系が異なるた

さらに操業時の作業員の安全性を確保するために，H3

め正対して比較できないが，数値上は全般的にHLW地層

レポート[60]のようにオーバーパックの厚みを現行[3]の

処分場に比べてプルサーマルの必要性を感じる程度がや

190 mm から遮へい付き構造となる 250 mm まで増加させ，

や低いことは，前述の世論調査[61]の関心度と同様の傾向

遮へい付きオーバーパックを採用する場合も考えられる．

であった．一方，谷垣[63]は2005年の関西地域での独自の

一方で今後の遠隔ハンドリング技術の進歩に期待し，オー

調査結果に基づき，原子力発電所と再処理工場に対してそ

バーパックの厚みを現行[3]の 190 mm からさらに薄くす

の他の施設(濃縮，燃料加工等)より高い認知度と関心度を

る場合も考えられる．現状は水平坑道の底面に垂直方向に

あらわす傾向になると述べている．また，比較していうと，

掘削した処分孔内にオーバーパックを定置(垂直定置)す

HLW処分場と原子力発電所を再処理工場より危険と見な

る概念[9]であるが，オーバーパックを水平坑道内に定置

していると述べている．さらに，物質等に関する危険イメ

(水平定置)し，坑道の掘削量を低減することで経済性の高

ージは，放射性廃棄物，次いで，回収プルトニウム，回収

い構造とする場合[3, 23]も考えられる．

ウランに強くもたれていると述べている．これを受けて，

上述のように１つの候補サイトの中でも地質環境の状

谷垣[63]は施設名に物質名が含まれているものは，物質の

態，人工バリアへの依存度合い，掘削・埋め戻し費用等の

危険イメージがそのまま施設の危険イメージに結びつい

視点から工学バリアへの期待値(基準)が異なる場合があ

ていると考察している．そのため，HLWの処分はプルサ

る．

ーマル・核燃料サイクルよりも関心度は高いが，地球温暖

本研究では，処分深度，岩種，廃棄体(ガラス固化体と

化と比べると両者の関心度は同程度である．また，必要と

オーバーパック)・緩衝材の仕様およびそれを埋設・定置

思う程度はHLW処分がやや高いものの同じレベルにある

(垂直/水平)する方法，周囲岩盤の透水抑制性能を強化する
工学バリアの仕様と設置方法とこれに基づく費用試算(経
済性評価)，ならびに，これらを前提としてその場の天然
バリアの条件に基づく安全評価を行ったものを総称して
“処分概念”と呼ぶ．
そのため，HLW 地層処分の範囲内で選択肢を設ける場
合は，候補サイト間で対比するようなものではなく，１つ
の候補サイトの中でトレードオフ対比できる内的なモノ
サシとして費用と安全性が評価された複数の“処分概念”
という形態の選択肢を設けるのが良いものと考えられる．
4.2

選択肢による説明の方法

2.3.3項で述べた通り，中谷内ら[38]と土田ら[39]はプル
サーマル[40]等の科学技術に係る内容のリスクコミュニ
ケーションで重要視される論点は，科学技術基準に関する
理性的訴求が最も重要であると述べている．また，反対訴
求には，長期にわたるリスクコミュニケーションにより態
度変化の効果があったと述べている[39]．しかし，関西の
大学生の男性・女性を対象としたこれらの研究のアンケー
18

6) (財)日本原子力文化振興財団は 2006 年より継続的に原
子力利用の知識普及啓発に関する世論調査を実施し
ている。2008 年[61]は 10 月～11 月に全国の 15～79 歳
男女個人 1200 名を対象に個別訪問留置調査を実施し
た。関心がある原子力・エネルギーの分野を複数回答
で尋ねたところ，地球温暖化が 64.7％（2007 年は
65.3％，2006 年は 60.1％）であったに比べ，放射性廃
棄物の処分について 27.4％（同 30.3％，28.5％），プル
サーマル・核燃料サイクルについて 9.8％（同 9.6％，
10.1％）であった。
7) (財)日本原子力文化振興財団の 2008 年の世論調査[61]
では脚注 6)とは別途の質問でプルサーマルについて，
必要性を感じるかと尋ねた。得られた回答は，必要：
18.8％，どちらかといえば必要：21.8％，どちらとも
いえない：44.8％，どちらかといえば必要でない：
5.4％，必要ない：4.9％であった。
8) (社)日本原子力産業協会が 2008 年 9 月～10 月に原発非
立地 33 都府県の 16～59 歳の男女 2,365 名を対象に実
施したインターネット調査。高レベル放射性廃棄物処
理場が必要と思う程度の質問に対して得られた回答
は，必要：17.5%，どちらかといえば必要：37.5%，ど
ちらともいえない：30.7%，どちらかといえば必要な
い：7.0%，必要ない：7.3%であった。
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科学技術の社会的受容性から見た高レベル放射性廃棄物の地層処分研究
(2) 他分野の専門家への説明に選択肢を設けるポイント

と考えられる．危険イメージについてはHLW処分場の方

既に国内外の原子力施設内で製造され，ハンドリングにより移

が危険度はやや高いと認識されているものと考えられる．

動させ，貯蔵施設に保管されている[49]．一方，上述の遮へ

原子力バックエンド分野以外(他分野)の専門家は科学

い付きオーバーパックを採用すれば有人・手動による作業

者または技術者であるが，事前に詳細な情報を得ておらず，

が容認されるため無人化・自動化する必要性は無くなり，こ

最初にHLW処分の説明を受ける段階で重要視する論点が

の問題の論拠自体が消失する．また，地下坑道の埋め戻し

上述の調査結果の内容と異なるとは思えない．すなわち，

についても同様である．すなわち，ハンドリング重量と地下施

説明を受ける前の段階でプルサーマルに比べてHLW処分

設という違いがあるにせよ，経済性に言及しない前提ならば現

の関心度と必要と思う程度は高いとは限らず，危険度はや

時点で無人化・自動化および埋め戻しが工学的に実現できな

や高いと認識しているものと考えられる．むしろ，危険度

い理由は見当たらない．これらは専門家間でも技術的な内容

はやや高いと認識していると一般の大学生よりもさらに

を理解できないことを示す事例である．そのため，両専門家の

科学技術基準に関する理性的訴求を重要視することが予

専門分野は整合(例えば理学系と工学系)していることに

想される．また，科学技術的な基礎知識があって内容の理

配慮する必要がある．
１つの候補サイトの中で費用と安全性を評価した複数

解が早いため，その後の理解の度合いや態度変化が短期化

の処分概念を選択肢に設けた場合でも，上述のような状況

し，その効果は一層大きいことが予想される．
そのため，HLW処分候補地と関係するNIMBY(Not In

を考えると内容を理解するための技術的な難易度は高いこと

My Back Yard)[64]といった要素が含まれない国全体の議

が予想される．そのため，選択肢を使った説明と討論(対話)

論に限れば，放射性廃棄物と原子力発電とは直結するベネ

する最初の対象は工学を含む自然科学分野の専門家であ

フィットの認知に違いがあるにせよ，他分野の専門家はプ

ることが望ましい．従って，これらの選択肢を使って，ま

ルサーマルよりもHLW処分の方が，より科学技術基準に

ず学会の場などで専門とする分野の範囲が整合している

関する理性的訴求が重要度の高い論点になることが予想

原子力バックエンド分野以外の専門家へ繰り返し説明し，

される．

繰り返し討論(対話)するのが良いものと考えられる．

従って，中谷内ら[38]と土田ら[39]によるプルサーマル
[40]等の科学技術に係る内容のリスクコミュニケーショ

4.4

本研究の適用範囲と今後の課題

本研究は，第2次取りまとめ[3]の内容を深く熟知した推

ンで重要視される論点は，HLW処分における他分野の専
門家との討論にも適用できるものと考えられる．すなわち，

進側および反対意見の両専門家がHLW地層処分の安全性

HLW処分の社会受容においても，処分概念の安全性・経

について報告書や雑誌で議論した内容を題材として，両専

済性等の諸要素を重要視した内容を繰り返し説明し，繰り

門家が認識や理解を共有できない部分を明らかにし，比較

返し討論(対話)することが重要であるものと考えられる．

検討によりその部分の理解を深めるために選択肢を設け
るべきポイントとその形態を検討したものである．しかし，

4.3

必ずしも全ての場合に一般性を有するものではなく，その

選択肢による説明の対象

適用範囲には以下に述べるような制約がある．

上述の通り，第2次取りまとめ[3]の内容を深く熟知した
専門家同士が議論しても，処分シナリオ・安全評価結果や当

ここで両専門家の討論を題材にしたのは，HLW処分の

該技術の将来予測などの評価等の部分では見解の分かれる

安全性という科学技術として高度であり，一般に理解する

ことが判った．また，Table 3 の3.項(人工バリアの特性)の両専

ことが容易ではない分野であると考えられたためである．

門家が認識や理解を共有できない部分の欄には「発熱量が

しかし，前述した論点と議論の結果については議論の後半

高くなりすぎて現在の地層処分のシナリオは成り立たない

まで参画した3.1項の反対意見の専門家は3名共に理学系

(Table 3の3-2項)」,「表面線量率の高いオーバーパックハンドリ

の専門家であり，工学系の専門家がいなかったことの影響

ングの無人化・自動化は実現困難である(同3-11項)」，「埋設

を考慮する必要がある．また，今回は規制側機関の専門家

後の非管理区域化は難しく，地下坑道の埋め戻しの実行可

は関与しておらず，推進側の原子力バックエンド分野の専

能性は低い(同3-12項)」等の記述がある．

門家は事業側機関のみが関与している．そのため，仮に規

もし，ガラス固化体の発熱量が受入れ基準の400Wよりも高

制側機関が関与しておれば同じ分野の専門家でも立場の

いのであれば，貯蔵期間を長くするだけで低減[3]するため，

違いから異なる意見や見解が出てくる可能性もある．

地層処分の成立性を否定する原因にはならない．また，オ

他方，雑誌や報告書の誌面で論点やお互いの意見を論述

ーバーパックは厚さ19cmの炭素鋼製の容器が考えられている

することの労力は大きく，議論されるべき内容の全てを記

[23]．オーバーパックは外側に位置する梱包容器とするため

載することは難しかったものと考えられる．特に反対意見

内部のガラス固化体のガンマ(γ)線等の放射線を遮へいする．

の専門家は別の職業があり，これを職業として実施してい

すなわち，オーバーパックはガラス固化体よりも遠隔操作に必

る推進側の専門家に比べて大きな負担であったことが予

要とされる工夫は簡易なもので良い．しかし，ガラス固化体は

想される．そのため，完全に公平な条件で議論が行われた
19
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訳ではなく，議論したいと考えていた全ての内容を網羅し

第2次取りまとめで示された処分概念とその安全性と国の

ていない可能性があることに留意する必要がある．

委員会で示された費用試算の結果が既存案である．現状の

その一方で，今回題材とした両専門家の討論は雑誌や報

選択肢は1つの処分概念でしかないが，比較検討により理

告書の誌面上であったこともあり実現できなかったが，複

解を深めることができるため選択肢が多い方が良いとの

数回開催されるワークショップやシンポジウム形式のリ

考え方もある．そのため，本研究では原子力バックエンド

スクコミュニケーションの場合，主催者側で前回の意見を

以外の他分野の専門家への説明に適切な選択肢を設ける

受けた対立意見表を作成し，提示することができる筈であ

ポイントを検討した．

る．本研究で見解が分かれた安全評価結果，将来予測等の

まず，HLW 処分時の安全性について過去の専門家間の

価値観や将来展望の違いを整理して提示し，かつ，上述の

議論で認識や理解を共有できない部分の特徴を調査した．

ような理学系と工学系の違いを埋めるような資料が準備

その結果，研究成果の公開および説明と討論を進めるこ

できたとしたら討論の展開が変わっていた可能性がある．

とにより，地質の特性等の測定結果，室内実験結果等の

また，実際のリスクコミュニケーションの場ではこのよう

科学的事実については認識と理解を共有することができ

な主催者の努力が重要であると思われる．

る．しかし，処分シナリオ・安全評価結果や当該技術の

なお，本研究で対象とした範囲はサイトゼネリックな

将来予測などの評価等の部分は人為的な要素を含んでお

HLW処分時の安全評価に関するものであり，処分場候補

り，その複雑さ・理解の難しさが重なって専門家の見解

地のサイトスペシフィックなものは含まれていない．しか

がわかれる可能性がある．すなわち，評価等では原子力

し，立地が関与した場合は，NIMBYといった別の要素が

バックエンド以外の他分野の専門家と認識と理解を共有

関与してくるため，前項で述べた科学技術基準に関する理

できない可能性がある．

性的訴求の重要性が維持されなくなる可能性がある．その

そのため，選択肢を設けるのは安全評価や将来予測で

ため，本研究の結果は立地が関与しない国全体の議論の際

見解が分かれるこの評価等の部分であり，選択肢の形態

のものであり，立地が関与する場合には別途に確認が必要

は 1 つの候補サイトの中で費用と安全性が評価された複

である．

数の処分概念が良いものと考えられる．また，これらの

さらに本研究の調査対象は雑誌や報告書の誌面で何度

選択肢を使って学会の会場等で専門とする分野の範囲が

かやりとりはしているものの，参加メンバーが固定した1

整合している原子力バックエンド以外の専門家に繰り返

つのケースを対象にしたに過ぎず，問題対象の代表性にも

し説明し，繰り返し討論するのが良いと考えられる．

議論があることは否定できない．
その上、HLW処分のような長期間を対象とする場合は
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