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表Ⅱ-5-4 の研究開発全体マップ詳細版に集約した各細目に関するフェーズ２の達成目標，課題，
および各課題の進め方を，１章に示した留意点への対応の観点から以下に整理しておく。

i) 処分事業や安全規制のスケジュールとの整合性と研究開発へのニーズへの対応
分類目標，細目の達成目標およびその目標を達成するための研究開発課題の設定にあたっては，
性能評価ワーキンググループでの検討において示された NUMO や規制研究機関の計画（表Ⅱ-5-3）
との整合性に注意した。
表Ⅱ-5-3 NUMO の計画および規制研究機関の当面の計画
NUMO の計画
• 概要調査結果を基に処分場の概念設計やその性能評価を行うため，（中略），必要な性能評価手法
を開発する
• （処分場概念開発の観点から）様々なサイトの特徴を考慮した処分概念，設計オプションとのリンクがと
れる性能評価技術の整備が重要
• （地質環境条件の不確実性が大きい当面の段階においては）ニアフィールド挙動の把握に重点を置く

規制研究機関の計画
• 地質・気候関連事象の安全評価上の取り扱いに関する調査研究
• 規制研究機関共有の FEP データベースの構築
• 放射性核種の地下水による移行に関するパラメータ（人工バリア，天然バリア，生物圏）のデータ整備
• 確率論的手法による安全評価モデル／コードの整備
• 整備したデータ及び確率論的安全評価コードによる地層処分の時空間的なパラメータ不確かさの影
響解析
• 人間侵入シナリオ評価のためのデータ及び評価モデル・コードの整備
• 広域地下水流動解析／評価手法に関する研究

細目ごとの達成目標，課題，および各課題の進め方に関わる検討は，これら計画に共通する以下
の点への対応に配慮しつつ進めた。
○実際の地質環境条件，それに応じた処分概念，設計オプションへの適用に関わる検討の重視
○ニアフィールド挙動の把握に関わる研究開発に重点
○データベース（FEP，基本特性）の拡充，不確実性の取り扱いに関する研究開発の強化
実際の地質環境条件等への適用に関わる検討の重視については，段階目標にも明記されており，
検討の全般にわたって念頭に置いた点である。ニアフィールド挙動の把握の重視，およびデータベー
スの拡充や不確実性の取り扱いの強化については，関係する内容を細目および課題として具体的に
設定した。なお，NUMO と規制研究機関の研究開発計画と重複する課題については，信頼性向上あ
るいは相互補完の観点からの位置づけの明確化や連携の可能性の検討を行った。表Ⅱ-5-4 中の
「備考」の欄に，各細目に関係する NUMO と規制研究機関の研究開発計画を記載した。
ii) 研究開発の効率的推進の具体化と促進
細目内の連携，細目間／分類間の連携，および分野間の連携に分けて，連携の内容に関する確
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認と検討を重点的に行い，研究開発全体マップ詳細版の記載に反映した（表Ⅱ-5-4 中の「フェーズ
2：課題の設定，進め方」の欄参照）。また，国の基盤研究開発を実施する関係研究機関間の共同
研究の活用について，実施中のもののみならず今後の可能性についても検討し，それら共同研究の
項目を，実施中あるいは検討中であることを区別しつつ，詳細版に記載した（表Ⅱ-5-4 中の「備考」
の欄参照）。
○細目内の連携
類似の課題を整理しつつ，資源エネルギー庁調査等事業（以下，ANRE 事業）を担当する機関
と日本原子力研究開発機構（以下，JAEA）の特徴を活かした役割分担を行うとともに，共同研究
の活用について検討した。
- 総合的な性能評価技術：
総合的な性能評価のための評価体系に関わる検討は主に JAEA が担当し，多様なスケール
に応じた評価技術，処分場スケールを対象とした解析技術，地球化学情報の体系化，理解
促進技術などの検討については ANRE 事業と JAEA が共同研究を活用しながら実施する。
- ガラス固化体からの核種溶出：
ガラス溶解および核種溶出の現実的評価ツールの開発は主に ANRE 事業，実験による現象
理解やガラス溶解に関する情報のデータベース化，性能評価モデルへの反映は，主に
JAEA が担当する。
- 微生物：
微生物特性のデータ取得は主に ANRE 事業，影響評価は主に JAEA が担当する。
- 生物圏での核種移行／被ばく：
モデル化や評価技術の開発は主に JAEA，生物圏での核種移行パラメータの取得は主に
ANRE 事業が担当する。
- 収着現象のモデル化
収着現象の性能評価における取り扱いや現象モデルの性能評価モデルへの反映についての
検討は主に JAEA，特定の現象に関する現象理解や現象モデルの整備は主に ANRE 事業が
担当する。
- 収着データベースの整備：
データベース開発やパラメータ設定手順・手法の開発は主に JAEA，データ取得は主に
ANRE 事業が担当する。
○細目間／分類間の連携
細目間や分類間での成果等の共有や活用について検討した。
- シナリオ解析技術，不確実性評価技術，総合的な性能評価技術：
「モデル化技術」および「データベース開発」との連携による成果等の共有と活用を図ることと
した。このような連携を通じて，「モデル化技術」や「データベース開発」での個々の研究で対
象とする現象や条件の検討を，シナリオや不確実性の検討とも関係づけながら進めることが
できる。
- モデル化技術，データベース開発（収着・拡散）：
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フェーズ１に関するレビューにおいて，収着・拡散に関するデータ取得やモデル化に関わる課
題が十分に整理されずに両分類の細目として混在しており，成果の共有や活用が見えにくい
ことが問題点として挙げられた。このことを踏まえ，設計や性能評価に直接的に用いられるデ
ータ取得は基本的に「データベース開発」の細目に，「モデル化技術の細目」には現象理解
や詳細な現象モデル化に関連したデータ取得のみ含めることとし，この考え方に沿った課題
設定およびその進め方を明らかにした。また，課題に対する研究の進め方の中で，成果等の
共有と活用の内容について明示した。
○分野間の連携
地質環境調査評価技術および処分場の工学技術の分野における成果の共有と活用，および共
通的な課題への取り組みに関する協力について検討した。これは，１章で示した留意点のうち，「分
野を横断する課題の取扱いの具体化と促進」への対応でもある。
- 地下水化学／間隙水化学，岩盤中の核種移行：
これらの課題は，地質環境調査評価技術と性能評価技術の両分野の重要な接点のひとつ
でもあり，課題への取り組みにあたり，地質環境調査評価技術分野の中の地質環境特性調
査評価技術と連携することを明示した（性能評価技術分野で検討するモデル化技術の深地
層の研究施設等の地質環境条件への適用など）。
- シナリオ解析技術，不確実性評価技術，総合的な性能評価技術：
課題への取り組みにあたり，地質環境調査評価技術および処分場の工学技術の両分野の
成果を取り込んだ検討とすることを明示した（深地層の研究施設等の地質環境条件を活用し
たシナリオ解析，不確実性評価，および一連の核種移行解析や総合的な性能評価の試行，
地質環境の長期安定性調査評価技術の成果を反映した天然現象影響評価技術の構築と
その試行など）。
iii) 研究開発成果の体系化の具体化と促進
個々の細目や課題に対して得られる成果を性能評価で用いるための技術や知見として整理・統合
していくために，体系化に関する検討を重点的に行い，研究開発全体マップ詳細版の記載に反映し
た（表Ⅱ-5-4 中の「フェーズ 2：課題の設定，進め方」の欄参照）。体系化については，以下に示すよ
うな対象の違い（総合的な性能評価のための評価手法，個別現象の評価手法，パラメータ設定手
順・手法）および個々の技術分野（例えば，シナリオ解析，不確実性評価）を包括できるように体系化
の方向性を具体化した。
○総合的な性能評価のための手法を対象とした体系化
- シナリオ解析体系
- 不確実性評価体系
- 全体的な核種移行解析体系
- 時間・空間スケールに応じたモデルの階層的な整備
- 総合的な性能評価の実施に含まれる一連の作業（対象と範囲の異なる体系化の成果の有機
的な組み合わせ）を行うための全体的な評価体系
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○性能評価に用いる個別評価手法を対象とした体系化
- 水質推定手法
- 核種溶出評価手法
- 溶解度制限固相設定手法
- 人工バリア中での核種移行現象の評価手法
- 天然バリア中での核種移行現象の評価手法
- 生物圏評価手法
○熱力学データベース，収着データベース，拡散データベースを利用したパラメータ設定手順・手
法（含む，個別現象の評価手法や実測値の活用）を対象とした体系化
- 溶解度の設定手順・手法
- 分配係数の設定手順・手法
- 拡散係数の設定手順・手法
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＜研究開発全体マップ詳細版【性能評価技術】＞
（表Ⅱ-5-4）

関係機関の略称
資源エネルギー庁（ANRE）【放射性廃棄物等対策室】
日本原子力研究開発機構（JAEA）【地層処分研究開発部門】

フェーズ１における資源エネルギー庁調査等事業実施機関＊
原子力環境整備促進・資金管理センター（RWMC）
電力中央研究所（CRIEPI）
産業創造研究所（IRI）
産業技術総合研究所（AIST）
放射線医学総合研究所（NIRS）

＊

平成 19 年度以降の資源エネルギー庁調査等事業の実施機関は今後決定される．
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＜研究開発全体マップ詳細版【制度的管理技術等】＞
（表Ⅱ-6-1）

関係機関の略称
資源エネルギー庁（ANRE）【放射性廃棄物等対策室】
日本原子力研究開発機構（JAEA）【地層処分研究開発部門】

フェーズ１における資源エネルギー庁調査等事業実施機関＊
原子力環境整備促進・資金管理センター（RWMC）
電力中央研究所（CRIEPI）
産業創造研究所（IRI）
産業技術総合研究所（AIST）
放射線医学総合研究所（NIRS）

＊

平成 19 年度以降の資源エネルギー庁調査等事業の実施機関は今後決定される．
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添付資料

大学等有識者によるレビュー結果～ご意見と対応等～

【全体基本戦略】について（1/２）
全体計画第Ⅰ部
（全体基本戦略）
の目次構成
全 全体
体
基
本
戦
略

頂いたご意見

対応等
（報告書への反映，今後の検討方針）

基盤研究開発の全体計画や成果の取りまと
めにあたっては，地層処分の安全戦略，処分
システムの構成と概念，各システム要素の機
能と重要度といった全体像の整理，その構造
に沿った課題や成果の展開など，取りまとめ
る報告書の活用目的（対象とする読者）も念
頭に，体系的にわかりやすく示していくことが
重要である。

今回の全体計画は，国の基盤研究開発の全
体像を俯瞰することを念頭に，全体マップとし
て研究開発の目標や課題を設定し，当該分
野の専門家や関係者間で共有化を図るもの
である。一方で，今後の成果の体系化に向け
ては，幅広い分野・課題の構造をわかりやす
く示す方策について，セーフティケースとの関
連付けも含めて検討していく。更に情報発信
については，各層への理解促進も念頭に，そ
の方策を今後検討していく。

２．国の基盤研究開 全体の目標設定から，個別テーマの目標設 分野戦略や詳細マップの策定に際しては，基
発の位置付け・役 定への展開に際しては，最終的な事業への 盤研究開発の全体目標で設定した，「①科
反映等の視点で何がアウトプットなのか（例え 学的知見の拡充」，「②技術的実現性の提
割・全体目標
ば，安全評価データセット，セーフティケース 示」，「③先進的新技術の導入」を，事業・規
論拠，技術的オプション等）について，整理さ 制への反映も念頭におき具体化しつつ，個別
れるとわかりやすい。
課題毎のテーマ設定を行っている。今後の調
整会議の活動の中で，事業と規制のニーズと
の関連性や反映方策を更に具体化しつつ進
めていくことが重要と認識している。
わが国において「セーフティケース」という用
語の使い方に対するコンセンサスが不十分な
面もあり，本報告書内での定義を明示すると
ともに，今後そのコンセンサスを確立していく
必要がある。

セーフティケースに関する説明として，ここで
は国際的なコンセンサスであるOECD/NEAレ
ポートの記述を引用・追記した。今後セーフ
ティケースとも関連づけつつ成果を体系化し
ていく際には（例えば，JAEAの知識ベース），
研究開発の視点から，その定義や解釈につ
いてもコンセンサスを図っていくことが重要と
考えている。

３．基盤研究開発の 研究開発計画の特徴としている「柔軟性」に 全体計画の【第Ⅰ部】全体基本戦略に示した
枠組みと基本的進 ついては，曖昧さと理解されないよう留意が ように，「柔軟性」と「具体性」を両立しつつ，
必要である。また，今後フェーズ２で複数の 研究開発の展開を図っていく戦略としてい
め方
処分候補地が出てきた場合など，フェーズの る。中長期的な展開への柔軟性を念頭に，
途中でどのように柔軟に計画を見直していく 当面５年のフェーズ２の計画を具体的に設定
かも重要である。
しているが，調整会議の継続的な活動のな
かで，事業等に大きな進捗が生じた場合に
は，適宜計画を見直しつつ展開していく計画
である。
処分事業の段階的な進展を念頭におけば，
精密調査の開始時期に焦点をあてたフェー
ズ２の重点課題として，「地上からの一連の
調査評価技術」だけではなく，「地下施設での
調査評価技術」を対象にした取り組みも拡充
する必要があると考えられる。

添付-1

フェーズ２の目標設定において，処分事業の
反映先としては概要調査とそれに基づく精密
調査地区の選定，さらには精密調査の前半
で想定される地上からの詳細調査を想定し
ている。そのため，詳細レベルまでの地上か
らの一連の調査評価技術の体系化を全体目
標として設定している。一方で，地下施設で
の調査評価技術についても，フェーズ３での
実証試験を念頭におきつつ，フェーズ２にお
いても重要な要素技術や方法論の開発，並
びに一部技術の適用試験を実施する計画で
ある。

【全体基本戦略】について（２/２）

全
体
基
本
戦
略

全体計画第Ⅰ部
（全体基本戦略）
の目次構成

頂いたご意見

対応等
（報告書への反映，今後の検討方針）

４．効果的・効率的
な研究開発推進方
策～連携と体系化
の促進～

研究開発成果の体系化・統合化を進めるに
あたっては，処分システムに係る膨大な知
識，並びにフェーズの進展に伴う検討項目の
細分化を含めた知識の増加等も考慮し，項
目や知識間での関連性や連携をうまく表現
する方策を，セーフティケースの構造等も念
頭に検討することが必要である。

成果の体系化に関する取り組みは，今回の
調整会議や全体計画の最大のポイントであ
る。今後，セーフティケースの概念と関連付
けて構造化する知識ベースの取り組み，処分
事業や安全規制への効果的反映などを念頭
におきつつ，基盤研究開発全体としての成果
の体系化の具体化を進めていく。

長期にわたる地層処分計画の技術基盤の継
続的な強化を図る上では，長期的な視点に
たった人材育成が重要であり，基礎的テーマ
への大学研究者の参画の促進，大学等若手
研究者の発掘・支援の制度，研究者が参画
しやすい環境の整備などを検討する必要が
ある。

人材育成については，現在も，大学の若手
研究者の参画を得て実施する重要基礎事業
や，個別研究事業における大学の参加協力
などの取り組みを進めている。今後の調整会
議の課題として，大学との連携はもちろん，研
究機関間での連携も含めて，人材育成の一
層の強化を図るための方策を具体化していく
計画である。

５．研究開発のマネ 国の基盤研究開発の全体目標として示した
「国民理解の促進を図りつつ，処分事業と安
ジメント
全規制の基盤を整備する」ためには，国民・
社会とのコミュニケーションのあり方を工夫す
ることが重要であり，別途体制を構築して検
討を行う必要がある。
調整会議の仕組みを通じて，ＮＵＭＯ等の
ニーズが適切に反映させれているか，またＮ
ＵＭＯのニーズが適切かについても十分な
チェックが重要であり，学会等の協力も含め
た第３者のレビュー体制の強化が必要。ま
た，レビューの結果や反映状況などのプロセ
スについても透明性を高める方策が重要であ
る。

国民・社会とのコミュニケーションについては，
全体計画にも課題としては記載しているもの
の，方策の具体化は調整会議の今後の重要
な課題と認識しており，コミュニケーションの
方法論の先行事例や有識者意見等を踏ま
えつつ，具体化検討を進めていく。
本全体計画の策定にあたっては，調整会議
の枠組みを通じて，ＮＵＭＯ等のニーズや大
学等有識者の意見を反映しつつ進めてきた。
同時に，全体計画に中で，国の委員会等で
の確認や学会等を活用したより詳細な技術レ
ビューも検討していく計画としている。そのよう
な活動の中で，より効果的で透明性のあるレ
ビューを検討していくことが重要と認識してい
る。

全体計画や成果の取りまとめにあたっては， 個別の技術開発成果について国際的なレ
英語版の報告書を作成し，国際機関のレ
ビューを積極的に活用するほか，全体計画
ビューを受けることが重要と考えられる。
や全体成果の取りまとめについても，今後概
要版を英語で作成・発信するととも，国際レ
ビューを受けることなどを検討していく。
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【地質環境調査評価技術分野】について（1/２）
研究開発要素ID
分野 分類 細目

頂いたご意見

対応等
（報告書への反映，今後の検討方針）

（Ａ） 地質環境調査評価 分類目標では必ずしも明確ではないが，他の
地 技術分野の全体方 分野や分類・課題間での関連性及び次の
質 針・戦略
フェーズへの展開にも十分配慮して進めてい
環
くことが重要である。
境
調
査
評
価
調査段階がジェネリックからサイトスペシフィッ
技
クに進展していく中で，長期安定性をどう評
術
価するかについて，安全評価との関係にも留
意して，検討する必要がある。特に長期安定
性の評価においては，地上からの調査技術
が重要と考えられる。

今後，地質環境調査評価技術に関する各分
類・課題や分野間の連携課題に取り組んで
いく中で，調査の進展に応じて得られてくる実
際の地質環境データを用いて，処分システム
の設計や性能評価に関する検討を段階的に
進めていくための考え方や方法論を具体化し
ていく。
「地質環境の長期安定性調査評価技術」に
係わる報告書の記述を見直す（地上からの
調査の重要性を明示）とともに，今後，長期
安定性に関するタスクフォースを立ち上げ，
性能評価分野とも連携しながら，具体的な進
め方を検討していく。

沿岸域については，ジェネリックな検討だけで 今後，沿岸域についても，フィールドでの調査
なく，もう少しスペシフィックな取り組みが必要 を主体とした研究開発を進めるとともに，沿岸
域タスクフォースを通じて，実際の地質環境
である。
を対象とした現象の把握と技術の体系化に
向けた検討を行う。
長期安定性の傍証となるような情報（鉱床や 東濃のウラン鉱床を活用したナチュラルアナ
ログ研究など，今後も情報の整備を継続す
化石海水の存在など）にも注目すべきであ
る。
る。
対象となる地質環境として，わが国に広く分
布する付加体なども視野に入れて，実際の
候補サイト（調査地域）となり得る複雑な地質
環境に対応できるような技術の整備が必要
である。

付加体などの現実の地質環境の複雑さや多
用性に留意して，技術の網羅性・適用性など
を確認しながら，国の基盤研究開発として取
り組むべき課題の見直しと具体化を図ってい
く。

長期安定性については，サイト調査の早い段 長期安定性に関するタスクフォースを立ち上
階での評価が求められるため，個別課題ごと げ，性能評価分野とも連携しながら，評価目
に，調査すべき対象項目や範囲，評価の目 標，評価の方法論の具体化を図っていく。
標などを設定できるようにしておくことが重要
である。
天然バリアの多様性に対して，どのような研
究スキームでどこまで把握するのかといった
個別課題ごとの目標を明確にして取り組む必
要がある。例えば，岩盤物性や地下水流動，
長期安定性などの観点から地域をランク付け
するための方法論の整備や，地層処分の時
間スケールに応じた年代測定手法の確立な
どが有効な目標ではないかと考えられる。

今後の研究開発を進める中で，各分類・課
題に関する情報や知見を共有しつつ，現状
の技術レベルを確認しながら，適宜，個別課
題ごとの目標の見直しと具体化を図っていく。

地質環境調査評価技術全体の体系化は重
要な課題であるので，安全評価やサイト調査
への反映の観点から，タスクフォースなどによ
り継続的に議論し，研究開発の目標や戦略
を整理していく必要がある。その際，不確実
性の取扱いや長期安定性の目標・課題の明
確化に留意してほしい。

今後の研究開発を進めながら，地質環境調
査評価技術WG及びタスクフォースでの議論
を通じて，国の基盤研究開発としての目標・
課題の具体化，明確化を図り，分野間での
連携作業も視野に入れて具体的な対応を
図っていく。その際，事業側と規制側のニー
ズを確認するとともに，付加体などを含む現
実の地質環境の複雑さにも留意しつつ，現状
の技術レベルに照らして取り組むべき課題や
その優先度を確認する。
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【地質環境調査評価技術分野】について（２/２）
研究開発要素ID
分野 分類 細目

頂いたご意見

対応等
（報告書への反映，今後の検討方針）

（Ａ） （１）総合的な調査
地 評価技術
質
環
境
調
査
評
価
技
術

掘削工事が地質環境にどのような影響を与
えるかなど，幅広い知識と柔軟な視点で，結
果の評価やレビューを行い，次につなげていく
必要がある。

全体目標に基づき，結晶質岩，堆積岩，沿
岸域といった対象ごとに，各課題間の整合性
や全体的な達成度を確認しながら，段階的
に調査研究を進めていく。特に沿岸域につい
ては，タスクフォースなどを通じて，研究計画
の立案から実施，評価に至るプロセスの体系
化を目指す。

技術の体系化や調査フローの整備において
は，付加体などを含む現実の複雑な地質環
境を考慮して，これらにどう対処するのかと
いった考え方を整理しておくことが重要であ
る。

結晶質岩，堆積岩，沿岸域を対象として技
術の体系化や調査フローの整備などを進め
ながら，一方で，付加体などの現実の地質環
境の複雑さや多用性にも留意して，技術の網
羅性・適用性を確認し，国の基盤研究開発と
して取り組むべき課題の見直しと具体化を
図っていく。

一連の方法論として体系化するだけでなく，
調査のニーズに応じて柔軟に対応できると
いった視点での技術の整備も重要である。

画一的な調査の方法論を構築するのではな
く，様々な条件に応じて柔軟に対応できるよう
な技術基盤体系の整備を目指す。

（２）地質環境特性
調査評価技術

岩盤のマクロな水理特性（有効間隙率など） 今後の研究開発において，トレーサー試験技
を評価する手法として，大規模なトレーサー 術に関する課題として検討する。
試験が有効ではないかと考えられる。
沿岸域における調査評価技術については，
現状における問題点や重要課題を整理し，
国の基盤研究開発における優先度と達成目
標などを明確にしていく必要がある。必ずし
も，塩淡境界の把握だけが重要ではない。

今後，個別課題ごとの進捗を踏まえつつ，沿
岸域タスクフォースの中で包括的な議論を行
い，調査の方法論と地層処分の観点から重
要となる課題や優先度を確認しながら，沿岸
域に関する研究開発全体を進めていく。

（３）地質環境の長 地下での調査で発見された断層の活動性を 長期安定性に関するタスクフォースを立ち上
期安定性調査評価 評価する技術など，活断層の調査評価技術 げ，地震・断層活動を含む各天然現象に関し
については，さらなる高度化が期待される。な て，基盤研究開発として取り組むべき課題を
技術
お，課題名にある「地下の活断層」はわかり難 明確化する。なお，「地下の活断層」という表
く，誤解を招きかねない表現なので改めるべ 現は改める。
きである。
特定サイトの長期安定性を評価する観点か
ら，安全評価との関係や国民の理解にも留
意しつつ，具体的な目標を設定して技術の
適用性を確認していく必要がある。

長期安定性に関するタスクフォースや性能評
価分野との連携作業を通じて，特定サイトを
対象とした具体的な評価の方法論を見通し
ながら，国の基盤研究開発としての課題や達
成目標を明確化していく。

（４）深地層における 地質環境への影響の評価や対策の検討，及 地下施設の建設を進めながら，情報の共有
びサイト調査や性能評価との連携を強化する 化とともに，工学技術分野や性能評価分野と
工学技術
必要がある。
の連携を強化し，基盤研究開発としての課題
や達成目標を明確化していく。
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【処分場の工学技術分野】について（１/1）
研究開発要素ID
分野 分類 細目
(B)
処
分
場
の
工
学
技
術

頂いたご意見

対応等
（報告書への反映，今後の検討方針）

処分場の工学技術 工学技術分野における技術基準を検討する システム性能の評価結果に基づくフィードバッ
分野の全体方針・戦 際には，性能評価分野との連携を通じて，検 クやクライテリアの検討については，性能評価
討範囲を絞り込む必要があると考えられる。 分野及び工学技術分野の長期健全性評価
略
における課題として，連携という形で具体的に
記載済みである。
（１）処分場の総合
的な工学技術

処分概念の各オプションの成立性を検討す
る上で，評価フロー，評価項目及び判定条件
などを整備するとともに，設計要件の変更に
伴う各要素への影響について検討する必要
があると考えられる。

（２）処分場の設計･
施工技術
①人工バリア オーバーパックの耐食性評価は，長期健全
(オーバーパッ 性評価技術の中でも検討する必要があると
考えられる。
ク/緩衝材)

技術オプションについては，可能性のあるオ
プション全体を視野に捉えたうえで，その成立
性に鍵となる課題を抽出し，それに焦点をあ
てていくこととして，今後検討する予定であ
る。
また温度条件の変更に伴うオーバーパックへ
の影響については記載済みであるが，その他
については必要に応じて，今後検討する予定
である。

オーバーパックの耐食性評価は，時間の経
過に伴うシステムの変遷を考慮に入れてお
り，長期健全性評価そのものにも該当する
が，1000年といった定量的な設計目標を具
体的に設定していることから，処分場の設計
の項で扱うものとしている。

人工バリアに対する微生物影響は第2次取り 微生物が活性化しない条件は実験的に確認
まとめにおいて影響が少ないとされているが， しているので，当該条件を備考欄に記述す
影響が生じないための条件について検討する る。
必要があると考えられる。
処分概念の各オプションの適用可能性を検 技術オプションについては，その成立性に鍵
討する上で，各研究計画の目標との整合性 となる課題を抽出し，それに焦点をあてること
を明確にする必要があると考えられる。
としており，研究の実施においては目標を明
確にする予定である。
②支保･
グラウト･
シーリング

グラウト，プラグなどの各要素について，建設･
操業中の短期間に求められる性能と，長期
的に求められる性能を分けて検討する必要
がある。

グラウトの長期性能は期待していないが，グラ
ウトによる長期的な岩盤への影響については
記載する。その他の点については，今後成果
を取りまとめるうえで検討する予定である。

③建設･操業･ 品質管理については，処分設備の何の品質 品質管理の目的は，処分場の建設，操業，
閉鎖等の工学 管理をするのかが不明確である。また，オー 閉鎖といった一連の行為が処分システム全
バーパックや緩衝材，コンクリートの品質管理 体の長期性能に有意な影響を与えないよう
技術
なら，この項目よりも，長期健全性評価技術 にすることであり，そのため現在の位置にて記
載している。
の項目の方が合っていると考えられる。
品質管理のフェーズ２の記述に関して，地下 品質管理の具体的な内容が分かるように，
研との連携以外は実施内容が不鮮明であ
マップの記載を修正する。
り，もう少し具体性を示して欲しい。
（３）長期健全性評
価技術

コードについては，各コード特性などを整理
今後，成果を取りまとめるにあたり，各コードの
し，扱える所／扱えない所，何処までを考慮 特徴や取り扱う範囲などを整理する予定であ
して連成を扱うか等を体系的に整理する必 る。
要がある。またデータ，モデルについても，対
象範囲，特徴を整理し，整備を分担する機
関を明確にする必要がある。
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【性能評価技術分野】について（1/４）
研究開発要素ID
分野 分類 細目

頂いたご意見

対応等
（報告書への反映，今後の検討方針）

(C) 性能評価技術分野 現状，熱力学データと収着分配係数のデー データベースとしてガラス溶解データベース
性 の全体方針・戦略 タベースに限定されすぎているとの印象。処 なども含まれることを明示するように「データ
能
分に関わる様々な情報がデータベースとして ベース開発」の部分の構造を整理する。
評
整理する必要がある。
また，情報統合の全体像については，6章に
価
説明を追記する。
技
術
工学技術とのリンクの視点が欠けているとの 性能評価に現実性をどの程度取り入れるか
印象（オーバパック腐食や岩盤クリープの安 の問題であり，これは性能評価と処分技術の
全性能に与える影響の評価，処分概念に対 連携の中で明確にすべきと考えており，今
して人工バリア概念をフレキシブルにした評 後，研究開発を進めながら検討していくことが
価）。
必要である。したがって，その旨を詳細版の
「総合的な性能評価技術」の部分に追記す
る。
JAEAで推進しているもの以外に課題として基 調整会議での議論の目的は，課題重視で計
礎的な要素のものがかなりある。これらの重 画を練ることであり，その意味では十分な検
要な課題が，実施している機関の役割分担と 討が行われたと考えている。
して，基礎的あるいは応用的という表面的な
仕分けで消滅してしまうことに深い危惧を覚
える。あくまでも，課題重視で計画を練るべき
である。

（１）評価手法
①シナリオ解
析技術

②不確実性
評価技術

評価方法に沿ったデータ取得が必要であり，
単に連携の強化というだけは不十分と考えら
れる。整合性のある計画の立案が重要であ
る。

評価方法とデータ取得の整合性は調整会議
での議論のテーマとなっており，その点につい
ては十分議論し，そのような枠組みで計画が
作られている。

研究成果の妥当性や追跡性の確保の評価
のためには，研究開発の進捗や成果を適宜
公表し，レビューや他機関での利用の仕組み
を考える必要がある。

成果は積極的に公開するものとし，具体的に
は，報告会の開催や報告書の公開などさま
ざまな手段で対応することを考えている。また
継続的に，より効果的な仕組みを検討してい
く。

シナリオ検討の透明性を確保するためには，
ツールの開発だけではなく，FEP情報，ツール
および検討過程のプロセスを適宜開示し，レ
ビューや他機関での利用の仕組みを考える
必要がある。

FEP情報，解析ツールおよび検討過程のプロ
セスを適宜開示することはスコープに入って
おり，今後もより効果的な仕組みの検討を継
続することとしている。

不確実性低減に向けた具体的な方法，目標 不確実性の低減の目標については，その必
が不明確である。
要性と実現性に留意する必要があり，どの程
度とすべきかは不確実性の性質に依存する
と考えられる。今後，さまざまな不確実性の
検討を進めながら，低減の度合いを具体化し
ていく。
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【性能評価技術分野】について（2/4）
研究開発要素ID
分野 分類 細目
(C) （１）評価手法
性
②不確実性
能
評価技術
評
価
技
術

頂いたご意見

対応等
（報告書への反映，今後の検討方針）

意思決定において，不確実性をどのように扱 意思決定プロセスに関する検討は，現在の研
うかという政策的な視点からの研究が必要と 究計画の中には含まれていない。ただし，今
後事業が進むにつれて具体的な意思決定の
考えられる。
内容が明らかにされていくものと考えられ，そ
れに応じて研究計画を柔軟に見直していく。
不確実性に関する作業をどのように体系化
するかの具体化が必要と考えられる。

不確実性に係わる個別の作業を行うための
技術の高度化を図りつつ，それらを一貫した
方法論としてまとめることにより体系化するこ
とを詳細版に記載しており，今後一層の具体
化を図っていく。
データ不確実性については，見通しをつける タイプⅡの不確実性については知識の深化
段階にある。また，モデルやシナリオの不確 で対応するものとし，その意味から，現象の理
実性を議論する，タイプⅡの不確実性の評 解を進めるための「モデル化技術」「データ
ベース開発」の課題と連携しつつ対応するこ
価には進展がないように見える。
とを詳細版に記載している。
③総合的な性 分野間の連携の方法を明確化する必要があ 調査技術に基づく情報と性能評価との関係
能評価技術 ると考えられる（例えば，地上調査で得られた に関しては，最低限度のレベルが存在してい
データで性能評価上どこまで示せるのか，ま るわけではなく，データが不十分な場合でも
たは性能評価上どのようなデータが最低限必 あっても，保守性で対応することが可能であ
る。
要なのか）。
分野間の連携の方法については，個々の
テーマおよび課題に付随して具体的に記載し
ており(例えば地質環境の調査との関係)，
「総合的な性能評価技術」では，そのような
個々の知見を総合的に取り扱うことで連携を
図ることを意図している。
複数の機関の開発事項の統合あるいは相互
連携をどうするのか，具体性が見えない。
ゴールをどこにおくか（どの程度の複雑さを認
めるか）のような議論も行う必要があると考え
られる。

調整会議での議論による機関間の相互調
整，または共同研究を通じた連携を通じて，
成果を「総合的な性能評価技術」において取
りまとめる予定である。

（２）モデル化技術
①人工バリア 個々の研究での取り組みについて，その前提 今後，「シナリオ解析技術」における検討の具
中の核種移行 条件(想定されうる現象や条件を除外する場 体化，さらにはより詳細なレベルでの調整会
合の理由やロジックなど)を明確にする必要が 議の検討や外部有識者レビューを行う中で，
現計画での考え方の妥当性の確認や計画見
ある。
直しの必要性の検討などを行うこととしてお
り，その旨を記載に反映する。
ガラス，ベントナイト，オーバーパック，コンク
リート等が同時に存在している状態での相互
影響が核種移行に与える影響ついても検討
が必要と考えられる。

今後，「シナリオ解析技術」における検討の具
体化，さらにはより詳細なレベルでの調整会
議の検討や外部有識者レビューを行う中で，
現計画での考え方の妥当性の確認や計画見
直しの必要性の検討などを行うこととしてお
り，その旨を記載に反映する。

地下水水質形成モデル構築の目標や体系 水質形成モデルについては，地下水や間隙
化が，具体的に何を指しているのかを明確に 水の組成の推定を行うための一手法として適
用するための研究と一連の技術の体系化を
する必要がある。
行うものであることを詳細版に記載している。
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【性能評価技術分野】について（3/4）
研究開発要素ID
分野 分類 細目

頂いたご意見

対応等
（報告書への反映，今後の検討方針）

(C) （２）モデル化技術
性
①人工バリア ガラス固化体からの核種溶出については，現 すでにガラス溶解に関わる最新のモデル化
能
中の核種移行 在までの成果をよく整理し，日本としてやって 技術についての研究は行われており，次のス
評
おくべき新しい着眼点がないかどうかを検討 テップでは，こうした新たなモデル化の手法が
価
性能評価全体の中でどのように位置づけられ
する必要があると考えられる。
技
るのかを明確にした上で，さらにこれを進める
術
かどうかを検討することが重要と考えている。
ガラス固化体からの核種溶出に係わる評価
ガラスの割れに関する各機関の個別成果
は，最終的にどこの，どのモデルに組み込む 手法として集約した上で，人工バリア中核種
移行モデル，総合的な性能評価技術に順次
かを明確にする必要がある。
反映していくとの流れで進めていく。
放射線影響について，人工バリアシステム中
で重要と位置付けているのか，どのような影
響に着眼するか，短期間の試験結果から影
響なしと結論できるか，等について整理する
必要があると考えられる。

放射線影響については，フェーズ１の成果を
公表するとともに，より詳細レベルでのレ
ビューも受けながら，体系的な視点での整理
や新たな課題への対応も含めて，今後の研
究計画に反映していく。

緩衝材中核種移行の課題設定が分配係数
に固執しすぎていないか。また，おなじくくりに
中にある放射線影響とのカップリングもされて
いない。もう少し現実的・実証的な視点に
立って計画を立てることが期待される。

緩衝材中核種移行については，フェーズ１の
成果を公表するとともに，より詳細レベルでの
レビューも受けながら，体系的な視点での整
理や新たな課題への対応も含めて，今後の
研究計画に反映していく。

②天然バリア 岩盤中の核種移行について，ロバスト性をど
中の核種移行 こまで持たせるのか，またそれと詳細評価と
をどのように妥協させるのかについて検討す
る必要があると考えられる。

今後の検討の中でさらに具体化し明確にする
予定である。

岩盤中の核種移行において，モデルの検証 モデル開発の一部として検証は含まれてい
という項目を立てる必要があると考えられる。 る。
地表から数百ｍ程度まで酸化している場合 地質環境調査との連携を図りつつ，今後の検
があるので，岩盤中の核種移行において，こ 討の中でさらに具体化し明確にする予定であ
る。
れらを考慮する必要がある。
微生物をどこまでモデル化するのを明確にす
る必要がある（COLRAC-MRLとMINTの統合
の必要性，１次元の妥当性，操業時に残され
た微生物による影響など）。

微生物については，現時点では核種移行に
対する影響の知見が十分でなく，理解を深め
ている段階にあると考えられる。今後，知見を
蓄積しつつ，少しずつモデル化を進める予定
である。

③生物圏核 生物圏を様式化して捉えるといった基本的な どこまで精密化するかは，サイトにおいて全体
種移行／被ば 考え方や方針とともに，どこまで精密化する 的な性能評価をどのように行うかに依存す
かを明示する必要がある（例えば地形変化シ る。ここでは，様々なサイトの条件や将来の変
く
動についての典型的な類例に基づきモデル
ミュレーションとどう連携するのか）。
化の検討を行うこととしている。地形変化シ
ミュレーションとの連携も，こうした検討の一環
と考えている。
このような基本的な考え方を詳細版に追記
する。
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【性能評価技術分野】について（４/4）
研究開発要素ID
分野 分類 細目

頂いたご意見

対応等
（報告書への反映，今後の検討方針）

(C) （３）データベース開 長期を対象とした溶解度の評価においては， 速度論的な研究をどのように進めるかについ
性 発
溶解度制限固相の速度論的な検討が必要 ては，今後さらに検討する予定である。
能
である。
評
価
データベースのデータ個々の信頼性の向上 フェーズ２では，データの整備のみならず，設
技
に加えて，データの使い方の情報提供も重要 定手順・手法の構築をポイントとしていること
術
であると考えられる（例えば，許認可に際して を詳細版に記載している。
のデータの取扱い）。
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