
1. NUMO包括的技術報告書※1

 原子力学会によるレビュー報告書の公表(R1.12.20)
 包括的技術報告書の公表(R3.2.24)

2. 地層処分研究開発調整会議※2

 第5回会議(R2/1/27)、第6回会議（R2.3.9-13）
 地層処分研究開発に関する全体計画改定版公表 (R2.3.31)

3. 最終処分国際ラウンドテーブル※3

 G20軽井沢大臣会合(R1.6.15-16)：於 日本
 第1回会合(R1.10.14)、第2回会合（R2.2.7）：於 フランス
 最終報告書の公表（R2.8）
 国際機関（OECD/NEA）主催のワークショップ（R3.秋開催予定）

4. 文献調査
 寿都町および神恵内村において文献調査を開始（R2.11.17）
 上記両町村において、対話の場※4第1回を開催（R3.4.14寿都町、4.15神恵内村）

※1 NUMOが作成した、わが国の地質環境に対して安全な地層処分を実現するための方法を説明した包括的な技術報告書
※2 地層処分に係る研究開発について、原子力政策大綱（平成17年10月 閣議決定）で「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」とされたこと等を受けて、研究開発全体計画の策定等を目的として設置さ
れた会議体

※3 G20 持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合（於軽井沢；2019.6.15-16）において、世界の原子力主
要国政府が参加する初めて立ち上げられた会議体

※4 地層処分事業（仕組みや安全確保の考え方、文献調査の進捗状況等）及び地域の将来ビジョン等に関する意見交換を通じて、地層処分事
業等の理解を深めることを目的としたもの

【参考】
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R2要請事項 9．対応地層処分を取り巻く国やNUMOの活動状況



地層処分を取り巻く国やNUMOの活動状況

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_39718/international-roundtable-on-the-final-
disposal-of-high-level-radioactive-waste-and-spent-fuel-summary-report

計2回の会合での議論を踏まえ、OECD/NEA（経済協力
開発機構/原子力機関）が最終処分における政府の役
割、対話活動や意思決定プロセス、技術分野における
国際協力等の観点から最終報告書を取りまとめ・公表
（R2年8月)

 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

https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200821003/20200821003-1.pdf

技術分野における国際協力に関する主な報告・提案
（資源エネルギー庁, 2020）

最終処分国際ラウンドテーブル

【参考】
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R2要請事項 9．対応

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_39718/international-roundtable-on-the-final-disposal-of-high-level-radioactive-waste-and-spent-fuel-summary-report
https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200821003/20200821003-1.pdf


処分場の選定プロセスと
幌延深地層研究センターの関係

 処分場の選定プロセスは「法律」によって定められています。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（平成12年法律第117号）」

 幌延深地層研究センターでは、処分場の選定プロセスとは独立して、処分事業に
係る技術について更なる信頼性の向上を図るという目的のために研究を行ってい
ます。

 「幌延深地層研究センターがなし崩し的に処分場になるのではないか」という懸念
や不安のご意見がありますが、法律に基づくプロセスを経ずに処分場とすることは
できません。また、処分場としないことを定めた三者協定を道および町と締結して
います。

資源エネルギー庁HP：https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/final_disposal.html#topic04

【参考】

処分場の選定プロセス

R2要請事項 10．対応

R1要請事項 4．対応
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R2要請事項 10．対応

幌延町における深地層の研究に関する協定書（抜粋）

• 第２条： 丙は、研究実施区域に、研究期間中はもとより研究終了後においても、

放射性廃棄物を持ち込むことや使用することはしない。

• 第３条： 丙は、深地層の研究所を放射性廃棄物の最終処分を行う実施主体へ譲

渡し、又は貸与しない。

• 第４条： 丙は、深地層の研究終了後は、地上の研究施設を閉鎖し、地下施設を埋

め戻すものとする。

• 第５条： 丙は、当該研究実施区域を将来とも放射性廃棄物の最終処分場とせず、

幌延町に放射性廃棄物の中間貯蔵施設を将来とも設置しない。

• 第６条： 丙は、積極的に情報公開に努めるものとする。

• 第７条： 丙は、計画の内容を変更する場合には、事前に甲及び乙と協議するもの

とする。

※丙：日本原子力研究開発機構（締結当時は、核燃料サイクル開発機構）

平成12年11月：科学技術庁原子力局長立会いの下、サイクル機構と北海道及び幌延町との
間で「幌延町における深地層の研究に関する協定（三者協定）」を締結



幌延センターHPコンテンツの改善
（https://www.jaea.go.jp/04/horonobe/）

HPアクセス解析に基づいて以下の改善
を実施

【アクセスの特徴】

新規閲覧者の割合が多い（89％）

【改善策】

トップ画面を充実させ、発信したい
内容を盛り込む （A）

アクセス数が多いコンテンツをトップ
画面に表示させる（クリック数を減
らす） （B）

機構ツイッターからの新規アクセス
も多いことから、ツイッターの発信を
多くし連携を強化する （C）

（A）

（B）

（A, C）

【参考】
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R2要請事項 11．対応

R2要請事項 12．対応



幌延センターHPコンテンツの改善
（https://www.jaea.go.jp/04/horonobe/）

【参考】

施設をご見学頂いたお客様の質問に
対する回答やご意見を掲示

幌延町の広報誌 「ほろのべの窓」に毎月
紹介している研究トピックスをリンク

施設を訪問できない方向けに、
動画紹介ページを充実

https://www.jaea.go.jp/04/horonobe/
research/horonobe.htmlhttps://www.jaea.go.jp/04/horonobe/

disclosure/movie.html 61

R2要請事項 11．対応
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