
 　       欧州 高レベル放射性廃棄物処理施設 視察
         フランス・スウェーデン・フィンランド　  2013.9.15 ～ 9.23

　フランス（パリ）
９月１６日（月）　11：00～ 15：30　ＡＮＤＲＡ（放射性廃棄物管理機関）　
ＡＮＤＲＡ　デュピュイ理事長

フランスにおける地層処分に関するこれまでの取組みの経緯、広報活動等に関し説明を受けたが、特に可逆性の位
置づけに関し、以下の説明があった。
フランスで地層処分プロジェクトが進んだ理由の一つとして、「可逆性の
ある地層処分」の処分方針にある。ANDRA は操業期間中であれば技術的
には容易に元の状態に戻れるような技術的コンセプトを導入しなければ
ならない。また、国が決めた 100 年間という可逆性の期間を確保できる
よう、建設許可が下りてから、ゆっくりと段階的に掘削を進め、少しず
つ掘削、埋設していくことになる。
可逆性のある地層処分方針のねらいは、責任を次世代に転嫁するのでは
なく、技術革新を踏まえた方針転換や国民の様々な意見を反映する機会
を持つことと考えている。なお、可逆性については 10 年ごとに見直し
することになっている。
操業スケジュールとして、操業開始が 2025 年、当面は TRU 廃棄物を埋設し、最初の TRU 空洞が満杯になるのが
2045 年、ガラス固化体の埋設開始は早くて 2075 年の予定。国は、１空洞が廃棄物で満杯になった段階で順次閉
鎖していくか、すべての空洞が廃棄物で満杯になったところで一気に閉鎖するかはまだ決めていない。
可逆性の 100 年のスタート年は、議員によっては意見が分かれ国はまだ決めていないが ANDRA としては最初の
廃棄物が運び込まれた時点と考えている。

15:30 ～ 16:30 ＣＮＤＰ　（国家公開討論委員会）　
バーナット地層処分特別委員会委員長　
公開討論会の現状と見通しについて意見交換した。

　

　

ANDRA・ﾃﾞｭﾋﾟｭｲ理事長（右から 3 人目）
CNDP・ﾊﾞｰﾅｯﾄ理事長（左から 2 人目）

CNDP ﾊﾞｰﾅｯﾄ委員長（右側奥）

ANDRA での会議 ANDRA ﾃﾞｭﾋﾟｭｲ理事長（右側奥）

ＡＮＤＲＡ入口の状況



５月に公開討論会を開催しようとしたが、反対派の妨害により中止になって以降、集会による公開討論会は開か
れていない。
2006 年の改定放射性廃棄物管理計画法では、設置許可申請の前に公開討論を開催しなければならないことになっ
ているが、そのやり方については具体的な規定はないことから、集会による公開討論会である必要はなく、インター
ネット上で国民と討論し、国民が情報をもらってきちんと意見を言える場を設けることで足りると考えている。

集会による公開討論会を開催すると 70 ～ 150 万ユーロかかる。（地層処分は 150 万ユーロ）が、開催費用は
CNDP ではなく事業者が費用を出すことになっている。公開討論会の開催に消極的な事業者は最初から予算を絞る
ということも考えられるため、国民の批判もあることは確かであるが、実際にはそのような事業者はいないとの事。

今後のスケジュールとして、CNDP としては 12 月 15 日には公開討論を終了し、2 ヶ月後の来年 2 月 15 日まで
には公開討論の結果をまとめた報告書を作成し、3 カ月後の来年 5 月 15 日までに事業者である ANDRA は CNDP
報告書に対する見解を出さなければならない事になっている。最終的には CNDP 報告書は ANDRA に渡される。
ANDRA は他にも科学評価委員会などから報告書が届き、議会での議論などいろいろなプロセスを経て最終的には
2018 年に処分地決定が判断される。2018 年時点の最終決定時には政府命令（デクレ）を出すが、デクレは国会
を経ずに、大統領署名で成立するため、最終的には大統領決定になる。

18:00 ～ 19:00　元老院
ジェラール・ロンゲ元老院議員

ロンゲ議員のこれまで地層処分推進に関して果たしてきた実績、国
の役割などについて意見交換した。
ロンゲ議員は 1978 年の国民会議（下院）選で初当選。その後、
1993 年にエネルギー大臣になり、処分候補地として地元ビュールへ
の誘致を進めた結果、1997
年の選挙では落選した。1 年後にムーズ県議会議員に当選し、今は
元老院議員として復活した。政治家がサイト誘致すると落選リスク
が生じるため、誘致には政治家の強い意志が必要との事。

フランスの日本と異なるところは、政党に関係なく地層処分は進め
なければならない課題と認識されているため、ロンゲ議員後のエネ
ルギー大臣は党派に関係なくビュールを候補地として進めているところ。
フランスでは、廃棄物は廃棄物発生者（電力会社）が責任を持ち、処分費用を拠出するが、処分事業は国が責任を持っ
て管理する。理由としては、廃棄物処分事業は数万年オーダーで考える必要があり、国家が永久に続くと考えれ
ば処分事業に責任を持つのが妥当な考え方としている。

ロンゲ上院議員（右から 2 人目）



スウェーデン（ストックホルム）
９月 17 日（火）15:00 ～ 16:30　ＳＫＢ社（スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社）
エッカーバーグ　SKB 執行役員社長
マグナス　SKB インターナショナル社長　他
スウェーデンにおける放射性廃棄物処分に関する制度を踏まえたＳＫＢ社の取組みについて意見交換した。
　

　

追加的な自治体支援を電力会社と SKB が行うことになっている。処分場
の選定に当たって手を挙げていたエストハンマルとオスカーシャムの２
自治体の首長が話し合い、敗者がない決着として、地域支援金（一時金）
として選定自治体（エストハンマル）が 25％、選ばれなかった自治体（オ
スカーシャム）に 75％が支払われることで落ち着いた。
地元の同意を得ることで特に大変だった点は、地元との対応期間が 10
年以上の長期にわたること。長期だと自治体職員や住民も変わってしま
うため。SKB ではできるだけ同じ職員が継続して地元対応に当たったと
のこと。

17:00 ～ 18:00　SSM（放射線安全機関）
アンダーバーグ部長　ヘッドバーグ・シニアアドバイザー
スウェーデンにおける放射性廃棄物処分に関する制度について意見交換した。

　

サイト選定に関して政府が最終的に地方自治体に確認した上で政府が判断し、政府判断後、地方自治体に最終確認
する段階で、地方自治体には拒否権がある。場合によっては、政府は自治体の拒否を否決する権限を有するが、現
実には自治体が拒否することは想定していない。
SSMは自治体をサポート。SSMが安全と言えば自治体は安心する。過去 30年、サイト選定までは SKB が主導し、
SSMがフォローしてきたが、申請書を受け取ってからは SSMが主導して地元と対話している。



スウェーデン（オスカーシャム）

９月１８日（水）　8:30 ～ 16:30　ＣＬＡＢ（使用済燃料中間貯蔵施設）及びエスポ地下岩盤研究所
ＣＬＡＢ（中間貯蔵施設）とエスポ地下岩盤研究所を視察した。
処分場建設に係る拠出金は 1977 年から 0.02SEK/KWh を電力会社から集めており、現在、490 億 SEK まで積み
上がっているが、すでに 310 億 SEK 支出しており、電力会社からの支出は合計で 800 億 SEK。
(SEK：ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾈ、約 15 円 /SEK）
使用済み燃料 3t、ｷｬｽｸ全体では 80t の重量になる。取り外し直後
の使用済み燃料は 400℃でｷｬｽｸも熱くなる。スウェーデンの基準で
は 150℃以下であれば海上輸送、87℃以下であれば陸上輸送でき

る。CLAB 内の室内温度は安全
衛生上 23℃以下、プール温度
は 21℃以下としている。
フォルスマルクの処分場対象
エ リ ア に は 50 人 の 地 権 者、
27,000 人の住民がいた。地元との対話において、住民とは同じ目線での対話
活動が必要だった。決して教えてあげるという態度を取ってはいけないとのこ
と。

　

オスカーシャム空港　19 人乗りのプロペラ機の前で。

CLAB 使用済燃料中間貯蔵施設内

エスポ地下岩盤研究所内

エスポ地下岩盤研究所入口



フィンランド（ヘルシンキ）
９月１９日（木）１５：００～１６：００　フィンランド雇用経済省（規制機関所管省庁）
ヤルマ・アウレラ雇用経済省エネルギー局主査
放射性廃棄物の扱いに関する現在の制度等について意見交換した。

2012 年 12 月に Posiva から地層処分施設の許認可が申請され、現在、規制機関である STUK で厳密に審査をし
ているが、審査資料が膨大にあるため 2015 年まで審査がかかる予定。STUK は独立性を有しており、雇用経済
省が口を出すことはできない。
フィンランドには原子力事業者として TVO、Fortum、Fenno の 3 社がある。ユーラヨキ地層処分場では TVO、
Fortum の所有する原子力発電所（運転中のお４基 +オルキルオト３，４号）の高レベル廃棄物の処分が決まって
いるが、Fenno が計画中（安全審査中）のフェノゴイマ発電所の処分場は決まっていない。政府は Posiva にお
願いしたが、良い回答をもらっていない。この理由として、2010 年に原子力発電所建設に関して３社が申請し、
Fortum、Fenno が申請できたが、TVOは申請を受け入れられなかったことが原因と想定されている。いずれに
しても、フィンランドでは問題になっているとのこと。

フィンランド（オルキルオト）
９月２０日（金）１０：３０～１５：００　ＯＮＫＡＬＯ
ビジターセンターで Posiva 社パロネン副社長から概要説明を受けた後、オンカロ施設の視察を行った。

　

候補地選定について、最初は地元同意も得ずに純粋に 102 か所選定し調査し５地点に絞り込んだ。その時点で
初めて候補サイトの自治体に事務所を設けて活動したが、２自治体が反対して調査を継続することが不可能にな
り撤退した。最終的には２自治体が賛成した。

エレキ・パロネン Posiva 副社長



１５：３０～１６：３０　ユーラヨキ自治体（処分場立地自治体）との意見交換
ユーラヨキ自治体　ハリ首長
　
ユーラヨキ自治体と国、事業者との関係について意見交換した。
オルキルオトでは２基の原子力発電所が運転しており（さらに建設中が１基）「自分たちで出したゴミは自分た
ちで処分する」という考えに基づいて、処分場を誘致した。
フィンランドでは意思決定結果が重視されるので、住民投票をして結果が出たら、反対側の住民も決して足を引っ
張ることなく結果に従って行動する。反対側の住民はそこで推進側のチェック機能を果たすことになる。反対側
も地元に原子力があることによる恩恵を受けているので、協力するのが当たり前という意識がある。
年に３回トップマネジメントのため政府側と自治体の間で情報共有会議があり、STUK から発電所やオンカロの
情報を提供してもらう。TVO、Posiva の良悪関係なくすべての情報について説明を受ける。自治体も聞きたいこ
とを聞く。この透明性こそがユーラヨキ自治体がＳＴＵＫを信頼している理由である。

オンカロ地下施設内

試験用に掘られた縦穴 試験坑道内

建設中の 3 号機　１号機　２号機

オルキルオト原子力発電所

ユーラヨキ自治体・ハリ首長


