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研究所反対の立場から見た
高レベル放射性廃棄物

処分政策と研究所の現実

2011年1月30日

放射能のゴミはいらない！市民ネット・岐阜

兼松秀代



2

地下を痛めつけた超深地層研究所（「研究

所」）は処分場にできないだろう。

しかし、1986年以来高レベル放射性廃棄物

地層処分の研究目的で調査され続けた、東
濃の地域が処分場にされる可能性が高い。

だから、地下のデータを蓄積させる研究所建

設そのものに反対。
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双方向シンポジウムへの思い

・文献調査の公募に行き詰まって実施。
・政策に反映されず、国による調査地域申し入れの、アリ

バイに利用される可能性。
・特定放射性廃棄物の 終処分に関する法律検討時に

地方公聴会を求めたが実施せず。

・放射能のゴミを増やさないため、再処理を止め、原子力
に頼らないエネルギー政策に転換すること。

・産業廃棄物処分は発生者責任。
原子力発電の廃棄物も同じ。
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• 日本は資源の乏しい国か？

• マイクロ水力、バイオマス（草木由来、廃棄
物由来）、廃熱、風力、太陽光、波力、潮力、
地熱など外国からうらやましがられる資源国。

・スウェーデンの電気料金 約５円／kWh
我が家の電気料金 約２２円／kWh（20アンペア）
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Ⅰ 安全規制に関する考え方に
関する問題提起

１．地下研究と同時進行であるべきではない

２．研究所と処分場立地の関係への懸念
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Ⅰ-１．安全規制に関わる基準の策定は、地下研究と同時進行

であるべきではない
法律制定前、または同時に安全規制があって当然

①法律ができるときに、「安全規制」と呼べるほどのものは無かった。

②ＮＵＭＯが公募を開始する直前の2002（平成14）年9月に原子力安全
委員会が「高レベル放射性廃棄物処分の概要調査地区選定段階にお
いて考慮すべき環境要件について」（法定要件）を示した。

法定要件に関する事項

ａ．地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと。

ｂ．将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれ
ること。

ｃ．地層処分を行おうとする地層が、第四紀の未固結堆積物であるとの記録がないこと。

ｄ．地層処分を行おうとする地層において、その掘採が経済的に価値が高い鉱物資源の存在に関する
記録がないこと。 （ NUMOの 「概要調査地区選定上の考慮事項」よりP.5）
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Ⅰ-１③先に安全規制を決めている国々

（出典：動燃「FACTⅡ 地層処分研究開発」PNC TN1450 95-008より）

・ス イ ス：1993年11月 放射性廃棄物処分に係る防護目的

・スウェーデンなど北欧５ヶ国1993年高レベル放射性廃棄物処分に関する基本クラ

イテリア（ノルディック文書）

・フランス：1991年原子力基礎施設に係る安全規則Ⅲ－２－f

1991年放射性廃棄物管理研究に関する法律（地下研究所関する法律）

・アメリカ：1983年「地層処分性能基準」、1984年「処分場サイト選定のための一般的

ガイドライン」 1985年、「環境放射線防護基準」1993年改定。

・カナダ：1985年規制文書R-71 処分規制要件、1987年 規制文書R-72 地質学的

立地要件、1987年規制文書R-104 処分規制目標

・ドイツ：1976年「放射線防護令」1981年改正、1977年「原子力法手続令」（1982年改

正）、1982年「 終処分施設前払令」など
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Ⅰ-１④同時進行の危惧

・地下研究施設のデータを処分事業と安全規制の両方に使う
つまり、研究所のある地域が安全規制でも、処分場の立地

にも適した地域とされる可能性が高い。

「地層科学研究が進めば進むほど、東濃に処分場がつくられる可
能性、危険性は大きくなっていくんではないかと私たちは考え
ております。」

「現に、核燃が1999年11月に出した地層処分研究の第２次取りま
とめ、いわゆる「2000年レポート」というものでは、東濃のデー
タがよく出てくるのですが、それによりましても、地層処分は安
全にできるんだ、そういう結論が示されております。」

（日弁連2000年6月4日人権擁護大会プレシンポジウムで指摘）
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Ⅰ-１-⑤規制のための地下調査すら拒否され

データーが得られない

• ますます研究所や東濃、岐阜県内で取得したデータの
比率が高まり、安全規制を満たした地域とされる。

2006年11月30日岩手日報記事
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Ⅰ-２ 研究所と処分場立地の
関係への懸念

・1995年8月21日 超深地層研究所計画発表。

・１９９５年12月28日 岐阜県、瑞浪市、土岐市、

旧動燃の四者協定締結

瑞浪市民の約半数の協定凍結の署名を無視。

協定凍結の是非を問う住民投票直接請求未審

議の中、協定締結。
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原子力機構 東濃施設群配置図と超深地層研究所（研究所）



12

瑞浪超深地層研究所（研究所）

原子力機構東濃地科学センターウェブより

500m

1000m

300m
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Ⅰ-２-a  処分場の計画と「明確に区 別」の実態

・1992（H4）年10月 「本施設※の計画は、処分場の計画と明確に
区別してすすめるもの」とする
（「高レベル放射性廃棄物対策について」原子力委員会放射性廃棄物対
策専門部会） ※：研究所

①その時の方針、法的根拠無し。

②「区別」したのは「計画」で、地域を区別したものではない。
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Ⅰ-２-a ③ボロボロ出てくる「区別」の本音

★「とりあえず」の区別
・1992年7月 川上幸一氏
「地下研究施設の設置の障害は取り除かねばならない。幌

延計画の経験を踏まえれば、地下研究施設の立地と、処分の

実施主体が行う処分地（予定地）選定作業との区別をとりあえ

ず明確にする必要があるが、事はそれだけでは済まない。地下

研究施設が将来、処分場にならないとしても、施設に近い同じ

地質の地域はどうなのかという問題が残る。」
（1992年7月 「エネルギーフォーラム」原子力委員会 放射性廃棄物対策専門部

会委員 川上幸一氏）
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Ⅰ-２-a ③
★ 「明確に区別」も、地元の意向次第

・1994（H4）年10月22日 生田豊朗氏
「今までも同じ方針だったが、あまり歯切れがよくなかったの

で、はっきりさせた。ただ、将来的に研究のメドがついたあと、

地元の意向が変われば、話しは変わるかも知れない。」

（1992（平成4）年10月22日原子力産業新聞 生田豊朗原子力
委員会放射性廃棄物対策専門部会長のインタビュー）
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Ⅰ-２-a ③
★一番いいのは処分場で研究すること

・1995年10月：伊原義徳氏

「処分場が決まって、その地下を 初は研究的によ
く調査し、その知見をもとに合理的な処分をそこでや
ることができれば一番いいだろう。しかし、そういうこ
とはすぐにはできそうにないから、やむをえず日本の
一般的な地質について調査をして、その知見をもとに

終処分場の選定が行われることになる。」

（1995年10月号「エネルギーフォーラム 「伊原義徳原子力委員長代理に
聞く いま問われる核燃料サイクル政策は何か」）
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Ⅰ-２-b 研究所と処分場の関係
「処分場と研究所」はセットが自然

①研究所と処分場はセット

1988（Ｓ63）年9月21日：動燃報告書

「地層施設と同一条件下で研究と技術の実証を行い、これを

地層処分に絶えずフィードバックすると」「このため、地層施
設に隣接して地下研究施設を置く。」

（1988（Ｓ63）年9月21日 動燃の「地層処分に関する社会・経
済的評価調査研究の概要」p4）
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Ⅰ-２-b

②処分候補地で調査を行うことが合理的
・ 20010年10月29日：事業仕分 財務省の説明
「23年度における事業の加速化を要求しているが

（＋11億円）、まずは、 終処分候補地となりうる場
所を見つける取組に注力し、その上で、当該場所で
しっかりとした調査を行う方がより効率的ではないか。

現時点において、将来の処分候補地が全く見え
ない中で、研究だけを加速することの意義は乏しい
のではないか。」

（2010年10月29日事業仕分け 財務省の意見 高レベル放
射性廃棄物処分技術研究開発事業（同90億円）（22年度予
算79億円）に対して）



19

Ⅰ-２-b ③

釜石市 鉱山での研究所拒否で白紙に

・1989年11月

原子力機構が釜石鉱山に建設しようとした地下研究所

を、処分場や放射性廃棄物持ち込み不安から市民の

約４割の反対署名。周辺自治体の首長とも連携し、受け

入れ拒否。
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Ⅰ-２-c   東濃での研究の実態

研究所計画を６年間秘密に

①住民に知らせない
・1986年4月：東濃ウラン鉱山を中心に高レベル放射性廃棄物

地層処分の研究を開始。
土岐市長に（高レベル）放射性廃棄物の地層処分技術に関

する調査研究をおこなうが、放射性廃棄物は持ち込まないと
の文書を提出。しかし住民には知らせない。

・1995年10月30日：「誤解を招く恐れから「見学の住民
に『高レベル放射性廃棄物地層処分の基盤研究を
している』とは説明してこなかった。」（岐阜新聞）
見学の住民だけでなく、そもそも住民に知らせなかった。
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Ⅰ-２-Ｃ ② 東濃ウラン鉱山
「高レベル放射性廃棄物地層処分研究」

・地上：地表踏査、空中、200m程度ボーリングからなる
地下水調査開始。

・地下：東濃ウラン鉱山内で人工バリア材の腐食実験。
高レベル放射性廃棄物処理処分の人工バリア料（ホ
ウケイ酸ガラス、キャニスター、オーバーパック、ベン
トナイト）などの腐食実験（常温、加熱）を開始、1998
年に終了（協定締結後も地層処分研究継続）。

・研究所の原型を建設（1990-1991）
堆積岩に直径6m、深さ150mの第２立坑建設。
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Ⅰ-２-Ｃ
③ 「地層科学研究」は「地層処分」隠し

「地層処分」隠しの造語
・1989年9月：機構、東濃鉱山を中心とした（広域）

地下水流動研究、研究所の原型立坑（第２立
坑）掘削影響調査や試験などを「（高レベル）放
射性廃棄物の地層処分研究」から、地層科学研
究」に言い換えることを理事会が承認（「地層処
分研究開発の考え方と進め方について」1989
（平成元）年9月26）。

• 地層科学研究を行う場を地下研究施設建設
の場と決めていた。６年間秘密に。
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1995年計画発表の6年も前に

決めていた地下研究施設建設

「地層科学研究」は
１．地層処分研究のうち、地下深部の基礎的研究

をする。
２．原位置試験や地下研究施設において実施する。
３．地層科学研究の場は、地下研究施設で地層処

分の技術的裏付け可能。

Ⅰ-２-Ｃ ④

報告書表紙
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Ⅰ-２-Ｃ

⑤ 原子力委員会 その場しのぎの対応

・権威付1989年12月：原子力機構の「地層科学研究」を原子力
委員会放射性廃棄物対策専門部会が、「深地層の現象を解
明するという研究領域」としてオーソライズ。
「深地層に係る科学的研究の場として地下の研究施設を設
置する必要がある」と認めた。 （「高レベル放射性廃棄物の地層処分研
究開発の重点項目とその進め方」原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会）

⑥研究所を受け入れさせるための方便
「処分場の計画と明確に区別」

1992年10月 「本施設の計画は、処分場の計画と明確に区別してすすめるもの」
とする（「高レベル放射性廃棄物対策について」原子力委員会放射性廃棄物対
策専門部会）
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Ⅰ-２-Ｃ ⑦原子力委員長の挑発

・ 2008年10月28日：原子力委員長、研究所で放射性廃棄物を
使って研究できるよう「大いに挑戦したらいい」

・ 2009年2月：原子力機構ウェブで、「実際の地下の環境や地
上施設では実際の放射性物質を用いた試験でこれまでの技
術を確かめる」と研究所での放射性廃棄物使用を表明。

しかし幌延、岐阜の市民らの指摘で、この記載の削除を含
め、全体を書き替えた。
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Ⅰ-２-Ｃ

⑧ 国、研究所でNUMOが共同研究所を

・2010（Ｈ22）年9月14日：経産、文科両省、研究機
関からの技術移転のため、NUMOが「研究機関の
施を利用した共同研究の実施」を調整する。（「原子
力政策大綱の放射性廃棄物処理・処分に対する取
り組みの評価について」）

・2009（H21）年5月22日：原子力機構からＮＵＭＯに
技術移転する必要あり、（研究所を）ＮＵＭＯが
使うといい。（放射性廃棄物小委員会技術ワーキ
ンググループの中間とりまとめ）
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Ⅰ-２-Ｃ ⑨ 地下300mの水平坑道

処分場がない今「処分場の体感施設」

・2008年8月：原子力機構が突然、計画を変更し、

「国民との相互理解」の場や「研究」の場として、
処分深度の地下300mに長さ100mの水平坑道

を建設。

・2010（H22）年：水平坑道を経済産業省、文

部科学省は「深地層の環境や研究の現場
を体感する場としても活用している」と評価
し原子力委員会に報告（政策評価）。
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機構が物理探査のために岐阜県に初めて示した過去の調査

原子力機構 平成１０年１１月作成

Ⅰ-２-Ｃ⑩

研
究
所
原
型
立
坑
建
設
の
記
載
な
し
。

人
工
バ
リ
ア
材
腐
食
実
験
の
記
載
な
し
。

東
海
事
業
所
に
場
所
を
貸
し
た
だ
け
！

計画発表
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Ⅰ-２-Ｃ⑪

●研究所は今後も国の政策で変わる？

変わらない？

●研究所はいつ終了する？？

1995年の研究所計画発表当時から、原子力機
構は研究期間を「約20年間」と表明。

●研究所終了の規定は？？？
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Ⅱ 信頼につながる情報公開の
あり方について

１．公開情報の範囲

２．見解や変更のとらえ方
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Ⅱ-1 情報公開について

・ 情報公開法や情報公開条例の目的は、行政や独立行政
法人、自治体の事業の情報公開することにより説明し、事
業への信頼を得ること。

法や条例による情報公開は、宣伝とは異なる。公表していなかったこ
と、隠しておきたかったことも、公開することによって表に出てしまう。公開
により時には大きな波紋を起こしても、関係者は経緯を説明する
ことが責務。

情報公開請求が多数あることは、国民の関心の表れであり、歓迎すべ
きこと。

とりわけ、原子力に関わる情報は核防護、企業秘密及び知らせたくない
こととして非公開にされてきた。こうした原子力の状況に対し、名古屋地方
裁判所が2004年12月17日に説明責任を明記した判決をくだした。
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法1条は，「この法律は，国民主権の理念にのっとり，法人文書の開示を請求する

権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により，

独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り，もって独立行政法人等の有

するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。」と

定め，独立行政法人が国民に対する説明の責務を全うし，国民の批判を仰ぎ，その

理解を得るように定めている趣旨に照らせば，国民の理解を得ることが困難であるこ

とを理由として保有する情報を非開示とすることは許されず，それは独立行政法人

の説明の責務を放棄するに等しいものというべきである。

（3）原子力に関する業務は，国民生活に与える影響が大きく，また，それを巡る賛否

等についても多様な議論があるところであるから，被告の業務内容等について国民

の理解と信頼を得るために情報の公開が望まれるのであって，国民への説明や理

解を得ることの困難さ，また，それから生じる疑念や誤解等，そして，被告の業務に

対する批判的な報道や運動等が予想されるとしても，上述したとおり，それらは，本

件係争部分が開示されることにてよるものではないというべきであって，その開示

よって，法5条4号本文の被告の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるものに該当するとは認められない。

（名古屋地方裁判所 平成16年（行ウ）第18号 法人文書不開示処分取消請求事件2004年12月17日判決）
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• 原子力関係者の考える「情報公開」は、法律
や条令による情報公開とは大きな隔たりがあ
り、都合の良いことを伝える、都合の悪いこと
は伝えないと私は強く感じている。

一方、情報公開法や情報公開条例は後追いの確認になる。書類の保存
年限が過ぎれば廃棄され、情報公開されない場合もある。

行政の審議会等の資料や議事録の公開は有効、かつ当然。

また、資源エネルギー庁などの調達情報は、いま何を公募や入札に掛け
ようとしているか分かる、どんな事業計画を持っているかリアルタイムでわ
かる。
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Ⅱ-１ ①処分事業に情報公開は不可欠
電力自由化が進まず電気の質を選ぶことができな

い。大多数の国民は選択の余地なく電力使用量に応
じて高レベル放射性廃棄物処分費用を支払い続けて
いる。だからNUMOの宣伝経費、NNMOの地域支援、
ワークショップ開催費、原子力施設見学者の地域や
人数や経費など、説明する責任がある。

②「電気のごみ」とは？

・「どうする高レベル放射性廃棄物」

・「共に語ろう 電気のごみ」
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Ⅱ-１ ③ 東濃地科学センターの状況

東濃地科学センターは年度当初に住民や自治体、
議会に事業を説明する。その「超深地層研究所の事
業計画」や東濃地科学センター「事業計画の概要」に
研究期間スケジュール表を次第に示さなくなった。

また、調査地域の地図、事業の反映先を示さない。

地域の信頼を得て行った調査やホーリングの位置
は、実績として示して当然。

なぜ 示さない？？
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Ⅱ-１-③1 調査地域を地図で示さない

原子力機構の
ボーリング実績

グリーンがボーリング位置 10~81m:69本 深さ500m~1000m：15本

掘削機間
1992-2003

2010.12.22 原子力機構より受理
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Ⅱ-１-③ ２

研究所の20年間のスケジュール表を示さない

1996年度事業説明資料

2001年度 事業説明

2002年度東濃地科学センター

事業説明資料

開始も終了もわかりにくい表

20082008年度からは、この表すらない。年度からは、この表すらない。
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Ⅱ-１ ④研究所の事業成果の反映先を示さない

2009年JAEA情報・意見交換会資料

成果の反映先が明記されている資料。
市民はほとんど目にすることがない。
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Ⅱ-１ ⑤地層処分基盤研究開発調整会議

・どの審議会に所属？

・報告はどこに？
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Ⅱ-２ 見解や情報の変更のとらえ方

今までの見解や計画の変更をせざる得ないとき、

経過と現状の情報を公開し、

できる限り早期に正確な説明をする。

大きな変更と受け止められた場合は、

住民や自治体に説明し、

納得が得られるまで事業を止める。
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Ⅱ-２-① 人工バリア

・1984（Ｓ59）年8月7日

「地質条件に対応して必要な人エバリアを設計する」
（原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会「放射性廃棄物対策専門部会報告

書 放射性廃棄物処理処分方策について」p.13）

・1997年9月（平成9年度地層科学研究情報交換会）

「坑道周辺の地質環境が、物理的にも化学的にも人工バリ
アを設置するのに適した環境であること」

意見：人工バリアを設置するのに適切な地質環境ということがかかれて

いるが、私どもはそうではないという言い方をしたことがあり、設置環境の
範囲に保たれることという部分がたいせつである。人工バリアにとって適し
ているということではなく、地質環境の恒常性ということであり、地質環境に
あった人工バリアをつくることができるというのが本来の意味であると思
う。」
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Ⅱ-２- ②国による文献調査の申し入れ

１．なぜ、国による申し入れが「基本」に？

国は処分事業者ではない。

事業者を監督し、文献調査入りの申請等

を判断し許認可する機関。

２．国が自治体に調査の申し入れをする条件
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Ⅱ-２-③「動燃からのお願い （その１）

質問

回答

待てない理由
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Ⅱ-2-④ 一刻も早くつくりたかった研究所

１．2009年度末には地下

1000mまで到達する計画

だった研究所

現在は500m弱、

どうして？
2006年度の

計画図
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Ⅱ-2-④
「特定放射性廃棄物の 終処分に関する基本
方針」や「計画」改定と研究所への影響は？

･ 2008年8月、水平坑道建設は岐阜県への

説明は著しく不十分。

・水平坑道建設以外に、

研究内容や研究期間への影響は？

・期間の20年が迫っている。

影響や問題はないはずだが？
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御覧いただき ありがとうございました。
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