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2019年11月6日

たんばぼ舎

山崎久隆

第一 核燃料サイクルと核のゴミ
福島第一原発震災の後、日本は原子力政策を大きく見直すべきだった。中でも「核燃サ1
イクル・再処理政策をどうするか」は最重要課題だった。
第五次エネルギー塞本計画が2018年7月8日に閣議決定されたが、そこでも「再処
理やプルサーマル等の推進」と、8．11がまるでなかったかのように、従来の方針とい
ささかも変わらない「核燃料サイクル・再処理推進政策」を記載している。
日本は60年代から使用済燃料を全量再処理し、プルトニウムを取り出して高速増殖炉
の燃料として活用する「核燃料サイクル」を確立する政策を進めてきた。しかし福島原発
震災の発生で、国民世論は原子力から撤退する＝脱原発政策への転換へと進むべきとの声
がずっと多数を占め続tJてきた。
現状は、全量再処理を前提とした核燃料政策の中心に位置していた高速増殖炉「もんじ
ゅ」が廃炉となり、プルトニウムを燃やすのは原発による「プルサーマル計副だけにな
っている0あまりに大量に溜まり続けるプルトニウムについて、日米原子力協定は自動延
長されたが、米国は日本に対して以前にも増して強く懸念を表明してきた。そのため、原
子力委員会はプルトニウム利用政策の変更を余儀なくされている。
米国ではプルサーマル計画は「核兵器級プルトニウムの燃焼処分」の意義しかない。こ
れもコスト高のため計画は頓挫している。MOX燃料製造工場の建設はキャンセルされた
ため、プルサーマル計画は実施困難になった。

現在世界でも核の
ゴミ処理方針の中心
は「高レベル放射性
廃棄物のガラス固化
体」地中処分である。

日本では、これに加
えて原発の解体に伴
う廃棄物や福島第一

原発のデブリ、その
うえ事故により放出
された大量の放射能
とそれに汚染された
土やがれきをも含む
広範なものになって
いる。

世界中で深刻な問
題を引き起こしてい
る核のゴミ、日本の
核燃サイクル計画の
現場の現状である。

1核燃料サイクルと再処理工場
核燃料サイクルとは、原発を動かし核兵器を製造するための核物質や核のゴミの流れを
いう。決して「資源サイクル」の話ではない○日本では軍事施設は「核」施設、平和利用
は「原子力」施設と呼び、別物のように扱っている0イランや北朝鮮の施設は「核施設」
で日本の施設は「原子力施設」と呼称している。しかし本質的な違いなどはない。
このうち最も多くの放射性物質を取り扱う危険な施設が使用済燃料のからプルトニウム
を取り出す再処理工場である。

−1＿

試運転中の六ヶ所再処理工場は、設計上の定格処理能力通りに稼嘲すると一年間に80
0トンの使用済燃料を再処理し、約8トンものプルトニウムを取り出す。使用済み燃料を
貯蔵するための巨大なプール（3000トン収容）には、すでに日本各地の原発から運ば
れた使用済燃料で一杯になっている。工場は2010年操業開始予定だったが、アクティ
ブ試験という実際の使用済燃料を使った処理試験中に高レベル廃棄物ガラス固化施設の溶
融炉においてガラスが流れなくなるトラブルが起き、運転を停止した。操業時期は、その
後のトラブルや規制基準適合性審査で25回にわたって延期され2021年度とされた。
一方、試運転中であっても放射性物質は大気中にも海中にも放出される。再処理工場か

ら放出されている放射性物質は、クリプトンなどの気体、トリチウム（三重水素）などの
液体、プルトニウムなどの固体物質である。
大量の放射陸物質を扱う再処理工場は、核の事故を考えても極めて危険な施設であると
同時に、事故がなくても、原発以上の汚染を引き起こす。そのうえ、コストは天井知らず
である。

2 巨額費用を無駄に投じる再処理工場
再処理事業を行うのは日本原燃だが、2016年10月からは「認可法人・使用済燃料
再処理機構」（以下再処理機構）が事業実施主体となり電力会社からの再処理拠出金を集
め、日本原燃に再処理を委託している。
使用済核燃料の再処理事業費の全体額は既に13．9兆円にも膨れ上がっていて、近年
は安全対策費が膨らみ続けている。これまでは六ヶ所再処理工場の事業費を12．6兆円
と見積もっていたのが、1．3兆円増えたという。新規制基空尉こ適合させるための安全対
策工事が主な理由とされる。
「安全対策ならば良いではないか」との反応が返ってきそうだが、では今までは安全性
に欠ける施設を試運転として動かしていたのかといわなければならない。実際に基準地震
動や津波対策等は無いに等しい状況で、新規制基準になってから初めて行ったに等しい。
1．3兆円の内訳もはっきりしない。耐震工事や緊急時対策所、貯水槽の新報など新規
制基準に適合させる安全対策工事が7000億円だが、これは2015年度までに540
億円を支出済み。それが総額約7500億円に増えることになる。このほかの安全対策工
尊等が合わせて1．1兆円。一方、経営効率化で5000億円を削減したうえでも、差し
引き総事業は1．3兆円増えるという。
当初1997年の完戯予定で、建設費は7600億円だった。しかし技術的な問題が次
々に発生したため完成時期を変更し、その都度に費用がかさみ続け、本体建設費は2兆9
000億円。多くは2011年の東日本大震災と原発事故により新規制基準適合のため肥
大化し7900億円増えた。結果として8兆円を大きく超えるだろう。
また、六ヶ所村で建設中のウラン・プルトニウム混合酸化物（MOX）燃料工場の建設
費も当初の1．2兆円から2．3兆円に膨らんでいる。
再処理機構は核燃料サイクル事業の主体を見直し、国の関与を強める「再処理等拠出金
港」の施行に伴い、従来の日本原燃に代わる事業主体として設立されたが再処理業務は日
本原燃に委託するため、資金管理団体のようになっている。国策民営の図式を一層露骨に
した。

3 「第二再処理工場」の費用を強制徴収
さらに現在、計画も何も存在しない「第二再処理工場」の建設費用が、電気料金に転嫁
され、強制徴収され始めている。
まず関竃が、現在建設中の六ヶ所再処理工場の事業費用に加えて、具体的な計画が存在
しないMOX燃料を扱う「第二再処理工場」の費用も電気料金へ転嫁し始めた。19年8
月26日に共同通信が報じた。これに九電も続き、他電力も退院する。
この「第二再処理工場」の総事業費は2007年に約12兆円の試算がされている。既
存の計画分の約16兆円と併せて消費者に転嫁される。関亀と九電は「2016年の制度
改正で、現時点で具体的な再処理計画を有きない使用済燃料も含めて全ての費用を料金原
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価に含めることとなっている」と転嫁の正当性を主張している。
共同通信によると、関霞は六ヶ所分と第2分の費用で年約596億円、九竃は約512
億円を料金算定の基礎になる原価に織り込んでいると回答ている。六ヶ所分だけだった過
去3年の平均は閃電が約337億円、九竃が約182億円。

4 放射舵を拡散させる再処理
電力会社などは原発が「五重の壁」に守られていると主張する。内側から「燃料ペレッ
ト」「燃料被覆管」「原子炉圧力容器」「格納容器」「原子炉建屋」だ。このうち核燃料の
ペレットと被覆管が福島第一原発事故の際には熔け落ちてしまった。その後圧力容器も突
き破り燃料デブリとなって格納容器に落下した。格納容器も「部は破損し、さらに晴間と
共に腐食している。一方建屋は、事故発生時の水素爆発で1、3号機は破壊され、2号機
も密閉性能を失っている。五重の壁が全部破壊されたのがチェルノブイリ原発事故と福島
第一原発事故だった。

再処理工場は、圧力容器などの壁から使用済燃料を取り出した上、燃料被覆管を切断し、
ペレットを硝酸で溶かしてしまう。再処理工場の配管やタンクや建屋以外の壁はなくなる。
五重の壁をことごとく取り去ったために放射性物質のうち気体成分と水溶性の一部の放射
性物質やプルトニウムまでもが損壊中に出てしまう。人為的にチェルノブイリ原発や福島
第一原発事故を一部再現しているようなものだ。
使用済燃料のままならば、環境中に放射性物質を拡散させるのは燃料破損・溶融事故以
外にはないが、再処理工場は通常運転時にも放射性物質を大量放出する。
その量は、例えばトリチウムの場合、原発が年間2兆（沸騰水型軽水炉）から1000
兆（CANDU炉）ベクレルに対し、ラ・アーグ再処理工場（仏）は1京3700兆ベク
レルと桁違い。セラフィールド（英）でもストロンチウム90が500兆ベクレル、セシ
ウム137が3000兆ベクレルを超える。気体廃棄物はラ・アーグで2007年にクリ
プトン85が23京7000兆ベクレルに達している。

5 プルサーマルという暴挙
95年の「もんじゅ」火災事故により、核燃料サイクルの輪が切れ，政策の破綻が明確
になった。国や電気事業連合会は、原発でのプルトニウム利用を拡大する方向にシフトし
た。しかし原発は最初から大量のプルトニウムを燃やす設計にはなっていない。立地自治
体や住民も建設時点ではそんな合意をしていないので強い反対の声が上がった。
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高浜、福島第一、柏崎刈羽では、地元の住民や県知事などの反対で計画は断続的にスト
ップした。2000年代前半のこと、プルサーマルに反対した高浜町長には暗殺計画まで
あったという。当時高浜原発の馨偏を担当していた馨備会社社長が『週刊現代』誌上で、
関電幹部である副所長から依頼を受けだと告発したのだ。その後、プルサーマルから原発
再稼動に至る、大事件となっている高浜町の森山元助役による大規模な関竃役職員への買
収が本格化する。
、
これは依然として暗黒のまま。日の光に当てて実態の全貌を解明しなければならない。
同様にプルサーマルを止めた福島県知事佐藤栄佐久氏の場合は、東京地検特捜部に収賄
容疑で逮捕され失脚する。そのいきさつは「知事抹殺」にくわしいが、贈収賄の実態のな
い「事件」であり、司法記者の間でも「朗らかな国策逮捕」という声が上がった。これが
「プルサーマル計画」の闇の一端である。

電気事業連合会が1997年に出した計画は「2010年度までに」プルサーマルを「1
6−18基」というものだ。六ヶ所再処理工場の稼働を念頭に、年間8トンのプルトニウ
ムを燃やすには、これくらい必要との計算だったが、こんな計画は進むはずがなかった。
結局、3．11までに実施されたのは加圧水型軽水炉では玄海3号機（2009年11
月）、伊方3号機（2010年3月）、高浜3号機（2010年12月）沸騰水型軽水炉
では福島第一3号機（2010年9月）。このうち福島第−3号機が原発震災を起こした
ことで、プルサーマルの安全性に大きな疑問が生じ、その後に続く予定だった浜岡原発4
号機（2012年3月予定）は無期限停止のうえ用勝知事は「白紙見直し」を表明する。
計画だけになっているのが島根2号機、泊3号機、女川3号機（地震により停止中で書
瀬基準適合申請をしていない）、大間原発（運転開始時点から仝炉心MOX燃料の予定）
という状況だ。
英仏の再処理工場で取り出されたプルトニウムは再稼働した高浜4号機用にも輸送され
10月に運転再開した際、16体のMOX燃料を燃やしている。また国内保管プルトニウ
ムについても高浜3号機と4号機のMOXが炉心で燃やされることで約1トン減るとされ
ているが、現状は何十年分も余剰だ。六ヶ所再処理工場を建設し稼動させた場合、膨大な
余剰プルトニウムがさらに大量に溜まり続けることになる。

6 再処理工場と余剰プルトニウム
再処理により取り出されるプルトニウムは、国際醐こ厳しく管理されているという建前
である。核兵器に匝結するから、核武装国以外に再処理は認められていないが、非核武装
国で日本だけが再処理を行いプルトニウムを抽出している。これを日本は「既得権益」と
して、エネルギー政策上の合理性があろうとなかろうど再処理事業を止める気はないとの
姿勢だ。
核兵器につながる技術を保有している日本は「潜在的核保有国」の地位を有するとし、
これを「潜在的核抑止力」などとする政治家もいる。このことが東アジアの不安定化につ
ながっている。
世界的には使用目的のないプルトニウムを保有することは認められない。これに対して
日本は繰り返し「使うあてはある」と主張していたが、客観的に証明は出来ていない。国
際的には疑念と批判の的となっている。
2018年7月、日米原子力協力協定は自動延長された。今後は双方のどちらか、また
ば双方が半年前に通告すれば協定は終了することになった。
この前後に米国からは強い要請があったことが最近明らかになっている。朝日新聞は1
8年6月17日付け素面で「米国が3月頃から削減を強く求めてきた」と記事にした。要
求はかなり具体的であったという。
しかし7月3日に閣議決定した「第五次エネルギー基本計画」では依然として「再処理
推進」であり、パブコメでも指摘された矛盾点についても「削絨」の具体的見通しは記述
せず、曖昧なままにされていた。
2018年7月31日、原子力委員会は定例会議で「我が国におけるプルトニウム利用
の基本的な考え方」という文書を公表し、「我が国は、プルトニウム保有量を減少させる。
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プルトニウム保有量は、現在の水準を超えることはない。」との方針を明らかにした。上
限を決めるキャップ制を導入するという。これをもとに、15年ぶりに原子力委員会の指
針を改定することになった。パブコメから月末の間に大きな動きがあったとみられる。
フランスは核武装国だがプルトニウムの利用計画と再処理はバランスさせる政策を採っ
ている（それでも毎年1トン以上増え続け現在は65．4トンになりバランスは崩れてい
るが）。米国はこれと同様の取り組みを日本に求めだと考えられる。
日本の場合、海外再処理終了後も六ヶ所再処理工場の本格稼働に向けてアクティブ試験
を続けていたが、もんじゅは廃炉でプルトニウムを消費する先はプルサーマル計画だけに
なっていた。
福島第一原発事故でプルサーマルを行っていた福島第一3号機がメルトダウンし、他の
原発も全部止まったため頓挫したが、プルサーマルの認可を受けていた原発を優先的に動
かし4基まで増えている。（伊方3、高浜3・4、玄海3、）しかしこれ以降の見通しは
立っていない。今後大間原発がもし稼働したら年間1．1トン（核分裂プルトニウム換算）
程度を消費すると想定されるのでこれが頼みの綱というわけだ。
原子力委員会が、現状を超えない程度とした「キャップ制」を採用する場合、その上限
値がいくらなのか問題だ。現在の47．3トンであれば減らすことにならなくなる。再処
理で取り出すプルトニウムはプルサーマルで燃やす量が限度となるし、これらは当面英仏
に送られた使用済燃料から取り出されたプルトニウム37トンが対象となる。（国内のM
OX燃料工場は未だ審査中）。
このうち英国分約22トンは、加工する工場が国内にないため、プルトニウム粉末のま
まフランスに輸送するほかにMOXにする方法がない。輸送の安全管理上の問題から、ほ
とんど認められる可能性はない。日本への輸送も同じだ。英国政府はMOX燃料として輸
送するのではなく、有償で引き取り処分する方法を日本に提案している。日本は現在は拒
否しているが、これを受け入れることになれば大きな変化だ。
キャップ制の導入で各電力会社が所有するプルトニウムの問題も生じる。東電は全体の
約五分の一、約9トンと最も多くのプルトニウムを所有するが燃やすあてはない。メルト
ダウンした福島第一3号機以外にプルサーマル認可を得ていた柏崎刈羽3号機も中越沖地
震に被災したまま動かせる状態にはない。むしろ廃炉最有力候補原発だ。仮に3号機が稼
働できる状態になったとしても新潟県民が認めない。この原発を巡り刈羽村でプルサーマ
ー5 −

ル住民投票が行われ、過半数が反対した経過もある。
東電は抱えるプルトニウムを関電か九竃か、プルサーマル原発を保有する電力会社に譲
渡する検討に入っているといわれている。そんな会社の使用済燃料を六ヶ所再処理工場で
再処理するなど、本来あり得ないはずだ。
東電はアクティブ試験で再処理されだ燃料体425トンに東電分が含まれるかどうかを
明らかにしていない。これもまた明らかにするよう要求する必要がある。
日本は朝鮮民主主義人民宍和国（北朝鮮）のミサイル・核開発を非難している。しかし
アジアの緊張を高めているのは誰か。海外から見れば在日米軍の巨大戦力に依存しつつ再
処理の本格稼勘を目指す日本にも大きな責任がある。
原発震災を引き起こした今、ますます日本の国際的な信用を失墜させる行為であること
を知るべきだ。

7 再処理は廃棄物を増やす
国や竃力会社は「再処理で廃棄物の量が減る」と宣伝する。しかしこれは大きなウソ。
確かに使用済燃料を再処理して発生するガラス固化体は「高レベル廃棄物」としての体積
は使用済燃料そのものに比べれば約4分の1まで小さくなるが、一方では膨大な申・低レベ
ルの放射牲廃棄物が発生する。その量はフランスのラアーグ再処理工場では元の使用済燃
料に比べて約15倍、東海再処理工場では約40倍。六ヶ所再処理工場でも、事業申請書
という現実離れした理想的試算でも約7倍の発生が見込まれている。
また、先にも述べたように廃棄物とは見なされない大気や海への日常的な放射能の垂れ
流しもある。工場の操業後は施設全体が放射性廃棄物となる。これらを含めると再処理工
場は大量の核のゴミを拡大再生産する施設であり再処理を行わなければ発生しない。
福島原発震災により東北地方一帯には大量の放射性廃棄物が拡散した。これらの処分さ
えままならない現実を前に、さらに廃棄物を大量に作り出そうとしている。
海に、大気に流れ出す放射性廃棄物は、福島原発震災で否応なく放出された放射性廃棄
物に追加される。それに破損する私たちは「追加」被曝になる。これ以上海や大気を汚染
したら、一体何を食べて生きていけというのか。北海道や青森県油から千葉県油一帯の太
平洋を放射能汚染することなど、詐されるはずがない。
使用済燃料は膨大な
放射能の塊で、人間が
近づけば即死してしま
うような非常に強力な
放射線と高い熱を出し
続ける。写真は再処理
前の使用済燃料をキャ
スクに入れて運ぶ運ぶ
トレーラである。潜で
待機中に氷雨が降り、
自らの発熱のために湯
気を立てながら走って
いる。
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再処理工場の事故の危険性

原発よりも大量の放射性物質を貯蔵し、使用済燃料を化学処理してプルトニウムや高レ
ベル放射陛廃棄物を取り出す工程は、化学的な危険性と放射性物質としてのリスクを併せ
持っている。
そのため、世界中で核燃料サイクル計画は断念されてきた。英仏は日本を含む国外から
の使用済燃料を受け入れて再処理事業を進めていたが、英国は事業を廃止、フランスも縮
小している。現在核燃料サイクルを推進していると言えるのはロシアぐらいである。（中
国は計画中、インドは軍用と混在しているため実態不明）

＿6

＿

そのロシアでは繰り返して事故が起きた。特に深刻だったのは1957年に発生したキ
ンュチムにあるマヤク核施設の高レベル放射性廃棄物爆発事故、いわゆる「ウラルの核惨
事」である。
事故から37年間も隠ぺいざれ、89年にようやく政府が認めたこの事故では、高レベ
ル放射性廃棄物が入ったタンクが冷却装置の故障で爆発し、推定74京ベクレルの放射性
物質が世界中に拡散した。その爆発威力はTNT火薬75トン相当という。
放射陸物質が上空1000mにまで噴き上げられ、周囲ほぼ1万5000平方kmを汚
染した。爆発で200人が死亡し、27万人が被曝。核兵器用プルトニウムを製造してき
た施設だったこともあり、一切が軍事機密とされてきた。
冷却システムの故障とタンクの爆発は、六ヶ所再処理工場でもあり得る。
この規模の事故が起きれば、東日本は壊滅的な被害を受けるだろう。
再処理施設の新規制基準では、指針で「①運転時の異常な過陵変化」「②被覆材等の金
属微粒子、有機溶媒等による火災・爆発」「③核燃料物質による臨界」「④各種機器、配
管等の破損、故障等による漏洩及び機能喪失」「⑤使用済燃料集合体等の取り扱いに伴う
破損等」「⑥短時間の全動力電源の喪失」「⑦その他必要と認められる事象」とした。ま
た、重大事故を新たに定義し、「設計基準を超える条件で発生する事故」としている。
これらを想定してもなお、原発ではUPZ80キロ圏を設定しているのに、再処理工場
の場合はPAZ5キロと同様UPZも5キロとしている。これは重大事故を想定しても公
衆被曝線量が5ミリシーベルトを超えないからだとされている。マヤク事故やトムスク7
事故等と比較しても極めて甘い想定と言わざるを得ない。
現在進められている規制基準適合性審査において、これら想定は変更される様子はない。
また、日本原燃が提出した書類は、いずれの事故の場合でも大規模大気放出は想定されて
いない。ここでも「想定外」がまかり通る。

表1世界における再処理施設の火災。爆発事故例
本文 の童
1

再処堰施設響

英国ウインズケール
1973
抽出工程溶媒供給
くセラフィールド）

2

米国サバンナリバー

3

ロシアトムスク

4

旧ソ連キシュテム

5

米国ハンフォード・

仏囲うアーク

事故の種類

原

因

激

琶

有機溶課の不溶解説強さIこよ
通帳貫の被ばく篭
誌の発火
る発火

防止対策

不溶解性被さの除去工程の
設置

1953

抽出工程蒸発缶の P一硝酸ウラン指体の急激 職蕾の損傷、建塵の一部破 多量有線溶媒の混入妨止
爆発
な熱分解反応
観、遺骸員2名負傷篭
蒸発毎の加熱浬庸制限
1975
航機工緑脱硝雷の 爆発
上記と剛
上記と同；
多量有機溶媒の混入防止篭

1983

1957
1987

プルトニウム回収 施設

6

発生年

1980

抽出工程開塾貯槽 P−硝酸ウラン緒体の急激 畿蜜の頒臥薙塵の破壊、敵 多量有機溜姓の混入防止
の爆発 な熱分解反応 射惟物質の環境への放出等 硝酸に対して反応性の1訊l 諒概則の使用篭
恵レベル廃液貯椙

冷却糸の故障による有機混合

の嬉発

拗（酢酸櫨嘗）の爆発

プルトニウム回収龍

敵の酸藤締摘め爆 発

電線系の火災

多量の放射性物質の環境へ

の放出篭

硝酸ヒドロキンルアミン仙AN）

独立した換気系と信頼性の

商い射線の般電

機雷、建崖の一部破壊等

運転管理の敬重等

の急激な熱分解反応

電源細短範

応息描置により汚強奪なし

電源糸の多重化篭

7

ベルギーユーロ 1981 アスファルト固化体 アスファルトと硝酸握の急激な 槻蓉損傷、作業員の外部敬
ケシソケアスファルト 圃化処理施般
の火災
化学反応
ぱく尊

廃滅の勲分析による事前確
惚嘗

8

日本動燃
1997
アスファルト固化体
アスファルト固化処理施政

運転管理の故蓋籍

アスファルトと硝酸壇の急激な
の火災
化学反応

設備鎖偽、作業員の内部懲
ぱく籍

［出典］本文中の醍ER軒ER（1）一（9）を基に作成

9 再処理工場の事故の危険性 航空機墜落
小出裕章さんは、2006年に六ヶ所再処理工場で起こり得る最悪の事故を「航空機の
墜落」として、次のように想定している。
『六ヶ所再処理工場の場合、南24kmのところに米軍三沢基地があり、戦闘機によ
る飛行訓練が日常的に為され、時には事故も起きてきた。そこで、バンカーバスターを積
んだ米軍の戦闘機が使用済み燃料プールに墜落したらどうなるかを、一つの事故想定とし
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て計算してみた。』中略『バンカーバスターの爆発・炎上によってプールに存在する使用
済燃料のうち5％分が損傷する（第1期）とし、それに続く第2期として半日ごとに燃
料の10％ずつが溶融するとした。』この結果、風下地域が東京方向であったはあい、一
万二千人の死者が出ると計算された。
日本原燃は、この航空機墜落について次のように審査書に記述している。
『航空路を巡行中の計器飛行方式民間艦望楼の落下事故及び自衛隊機又は米軍機の訓練
空域内を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中の落下事故を対象とした航空機落下確率の総和
は2．3×10マイナス8乗回／年となり、判断基準である10マイナス7乗回／年未満
であることから、航空機落下を想定される外部人為事象として設計上考慮する必要はな
い。』
今年7月の補正では「9．0×10マイナス8回／年」と確率は上がっている。実際に
補正の度に上がっているけれども、いずれにしても基準以下だから考慮する必要はないと
されたままだ。
明らかな間遠いである。
まず、「人為的に航空機を衝突させる行為」は、そもそも確率ではない。攻撃を目的と
したものは確定的な行為である。偶発的に当たるかどうかなどではないから、確率を持ち
出す意味がない。事故を想定した場合でも、航空機の墜落自体は母数が小さい現象である
ため、確率で計算したら一回の事故の存在が大きな差となって現れる。つまりあと一回く
らい墜落事故が起きたら「判断基準」は超えるのだから、最初から確率で切り捨てるべき
ものではない。
航空機を突入させる行為自体が、もっとも脆弱な部分を狙って行われるわけだから、偶
発的な墜落事故を包摂する。つまり故意に航空機を衝突させる行為を、普通に設計基準事
故としてシミュレーションすればよい。

また、航空機の衝突を想
定する場合、現在配備され
ている機種だけではなく、
将来にわたり衝突する機体
を想定すべきだから、現行
機種の倍程度の幅を持たせ
るべきである。
それらを考慮してもなお、

建尾篭は破損しないのか、
大きな疑問である。
なお、「航空機の故意の衝
突」については、指針では
重大事散対処設備に包摂し
て定義されているとのこと
だが、規制庁に提出されて
いる審査書では具体的なも
のは放水砲程度しかない。
建屋が損傷したら放水砲で
空中の放射性物質、ミスト
なのか気体なのかも判然と

しないが、それを「打ち落
とす」らしいのだが、とて
も対策などといえないし、
子∴∴
その場合の被曝想定も全く
されていなければ、影響範 醸蕊灘二様÷溺謡∴黒や詰：諒∵註藍藻畿案
囲も不明である。
重大事故対処設備そのも
∴∵∴：「「．∵章∴．一∴∴∴一∴一
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のが「テロ対策」に含まれ、ほとんどが秘轡扱いなので実態が分からないといった問題も、
原発の規制基準適合性審査において常に起きている。

10 再処理工場の事故の危険性高レベル放射性廃棄物貯蔵タンク蒸発乾田
2017年9月、ヨーロバの広い範囲で放射性ルテニウム106（半減期1．02年）
が検出された。しかし発生瀕は特定されなかった。
フランス放射線防護原子力安全研究所（IRSN）は10月4日、「すでにヨーロッパ
全土では大気中の放射性物質は検出されなくなり、健康や環境に影響をもたらさない」と
発表した。そのうえで、ヨ一口が上空で検出されたルテニウム106の濃度レベルを地
図で表し、「最も膜度が高かっだのは、ロシアを南北に縦断するウラル山脈とボルガ川に
挟まれたエリアだ」として、ロシア西部が発生源である可能性を指摘した。
ロシア気象庁は21日、ウラル山脈南部を流れる川で、高濃度のルテニウム106を検
出し、原因は放射性物質処理施設の工場廃水である可能性が高いと発表した。ロシアの気
象当局は11月下旬、ウラル地方南部チェリヤビンスク州マヤクの使用済み核燃料再処理
施設に近い観測所で「極めて商い」レベルの放射性同位元素ルテニウム106を検出した
と発表していたことを確認したうえで「8月1日から11月30日の聞、同施設で事故や
問題は一切起きていなかった」と、ロシア国営原子力企業ロスアトムの発表を伝え、発生
涼がマヤクではないかとの疑惑に反論した0（2017年12月9日AFP）
2019年10月、放出源についてIRSNなどの研究グループはロシアの核施設「マ
ヤク」だったとみられるとの調査結果を、米科学アカデミー緯要に発表した。
ルテニウム106は原発事故や再処理工場の事故でも放出される核種であり、1957
年のマヤク核事故を想起することもできるo特に高レベル放射陸廃棄物貯蔵施設の蒸発静
間が発生すると大量に放出されるからである。
規制委員会の適合性審査で六ヶ所再処理工場の事故で最も大きな住民被曝を起こす可能
性が宗された事故は、高レベル放射性廃棄物タンクの蒸発乾田だ。
南レベル放射性廃棄物貯蔵タンクの冷却が停止し、代替手段が使えない場合、廃液中に
溶存する放射性物質による崩壊熱によって廃液が加熱され、約33時間程度で沸騰、蒸発
韓国に至るとされている。これにより放出されるルテニウム106で、敷地境界で5ミリ
シーベルトの上限を超える。
では、「蒸発韓国の発生防止に関する手段」として列挙された対策、「設計塞蜂で措置
した設備とは異なる拾却設備」や「回収・移送設備」、「冷却管を用いた直接注水設備」

「重大事故」の選定結果

（a）放射牲物質を含む溶液の濾えいによる沸騰
（b）溶解槽における臨界
（c）安全冷却水柔く使用済燃料の受入れ旛投及び貯蔵施投）及びプール水冷却系の
機能喪失による燃鞄貯蔵プールにおける沸騰
くd）セル内での有様溶媒火災
（e）安全圧縮空気系の機能喪失による水素の爆発
（f）プルトニウム溶液の漏えいに伴う臨界

tg）ウラン・プルにウム混合酸化物貯蔵建屋における貯蔵室からの排気系の
機能喪失による混合酸化物貯蔵容器の過度の温度上昇
〈h）清澄棲ボウル内の不溶健秘薬査穿全か塞妨げl青酸g畿
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などは「設計基準事故を超えた条件で発生する冷却機能の喪失」の結果として起きる蒸発
乾田に対処できるのだろうか。あるいはまた「蒸発韓国の抑制・進展を遅延する手段」と
して挙げられている「ルテニウムの気相への大量移行を抑制するためのショ糖等の投入設
備」「希釈材の投入設備」などが「蒸発韓国」に対処できるのだろうか。
更に、これらの事故対応能力については「手段の信頼性が十分に高いと判断されない場
合には、多様性も考願して動作原理の異なる手段を追加すること」とある。しかし，この
多重性や多層性は「手段の信頼性が高くない場合」にだけ手当すればいいものなのか。
一定の想定された危険性に対して，用意され整備される機器類や装置が1つあるいは一
種類だけでは、たとえその機器類や装置が信顔性の高いものであっても再処理施設の安全
性は十分には担保されない。再処理施設の場合には単にコスト面から多重化・多層化が回
避される場合があるのみならず、技術的に困難である場合もある。

11再処理工場の事故の危険性 地震と津波の過小評価
北海道沖の千島海溝沿いでは今後30年以内にマグニチュード（M）8・8以上の「超
巨大地震」が発生する確率は最大40％とする見解を、政府の地震調査研究推進本都が1
7年12月19日に発表した。東日本大震災に匹轍する規模の地震が「切迫している可能
性が高い」として対策を呼びかけている。（朝日新聞2017年12月19日）
再処理工場で想定する地震や津波は、敷地近傍の地震とプレート間（境界）地震だが、
いずれの地震についても過小に評価をされてきた。
特に敷地内都に走る断層について、原燃は大陸棚外延断層から出戸西方断層を経て敷地
内に延びる断層については活断層ではないとしているが、渡辺溝久東洋大学教授らは敷地
を大きく撹ませてきた活断層であるとみている。これが活動した場合、マグニチェード8
級も覚悟しなければならず、再処理工場は建屋が変位してしまい、例え基準地震動に十分
耐える耐震壁を有していても建物そのものが損壊しかねない重大な影響を受ける恐れが否
定できないと考える。
プレート間地震については、東日本太平洋沖地震を引き起こした日本海溝沿いに加え、
千島列島沿いに延びる千島海溝沿いの地震の発生が迫っているとみられている。日本海溝
沿いも含めて大きく動いた場合は、マグニチュード9を超える超巨大地震になるのかも知
れない。原燃はこれに近い地震を想定しているが、津波の波高は22，6メートルにしか
ならないとしている。そのため原燃は、敷地標高が55メートルと高いこと、海岸線から
5キロ離れていることを理由に「すべり量が既往知見を大きく上回る波線モデルによる検
討の結果、津波は標高40mには到達していないことから、津波が各施設の設置される敷
地に到達する可能性はない。」として、津波を考慮していない。考慮もしていないものに
対して対策はない。
しかし歴史上日本近海で発生した地震による巨大津波は、例えば八重山地震津波（1771
年4月24日M7．4）では石垣島富良村で津波の最大波高が40メートル、最大遡上高さが85．

4メートルに達している。また、東日本大震災により福島第一原発がメルトダウンしたの
も、想定津波6．1メートルに対して15メートルを超える津波が襲来したからであると
東電も国も認めている。想定を超えることは常にあるべきものと考えることが必要だ。
仮に直接的な被害を与える規模の大津波ではなかった場合でも、海岸に押寄せた津波が
敷地付近を流れている老部川や二又川に進入して遡上したり、いずれも太平洋につながる
東側に位置する尾鮫沼や南側に位置する臆架沼に侵入し、川や沼の斜面をはい上がり「斜
面崩壊」を引き起こし周辺台地の地すべりや崩壊を誘発する危険もある。
東日本大震災の津波災蕾をつぶさに見れば、災害の多様性や深刻さは、以前の安全審査
時には全く考えつきもしなかった要素を見つけることが出来る。経験に基づく再検討が必
要である。
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ガラス同化工程の問題点

六ヶ所再処理工場でこれまでに最も困難な事態に直面したのは、高レベル放射性廃棄物
ガラス固化工程だった。
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ガラス固化については日本原燃では次のように説明されている。「2007年11月に
「ガラス圃化試験」を開始しました。」「不溶解残潜を廃液に混ぜたところ、炉底部に白
金族元素の堆積を示す兆候がみられ、徐々にガラスの流下性が低下したことから、炉底部
に堆積した白金族元素を強制的に抜き出すため、かくはん棒を使ったかくはん運転を実施
しました。」「2008年12月、かくはん棒の動きが鈍くなったことから、溶融炉内に
カメラを挿入したところ、かくはん樺が曲がっていることが判明。さらには、天井レンガ
の一部が落下していることも確認されました。相次ぐ困難に直面し、現場には悲壮感も漂
いましたが、「ガラス固化技術を確立させるんだ！」という強い使命のもと社員が一致団
結し、あきらめずに立ち向かった結果、遠隔操作によるレンガ回収装置を短期間で開発。
そして、熟練した遠隔操作員の技術により、2010年6月に落下したレンガの回収に成
功しました。」「2015年2月から5月にかけて実施した第2段階の後半試験では、国
による使用前検査の条件である1時間当たり約70しの廃液供給量で運転できることや、
設計上の処理能力である1日4t使用済燃料を再処理した場合（800t／200日）の
廃液供給量で運転ができることを確認し、試験は順調に終了しました。」
現在はガラス固化工程そのものはうまく稼働できるとの認識のようだが、果たしてそう
なのか。後半の部分は社員の精神論まで述べられており、危うさだけが残る記述である。
時間と共に技術開発が進めばなんとか出来るといった姿勢がにじみ出ている。
現在六ヶ所再処理工場に存在するガラス固化体が長期間の封じ込めに適していない可能
性がある。地上では少なくても50年以上、健全性を確保し、地中では千年以上封じ込め
を期待されるガラス固化体のステンレス容器「キャニスター」が、地上にあるうちから腐
食し始めるとの懸念が出ている。
さらに貯蔵庫の中では温度の変化に伴い結露を生じ、施設構造物にさびが生じ始めてい
る。

ガラス固化工種の安全性そのものにも疑問がある。
稼働中に超巨大地震に襲われたらどうなるのか、想定上聞題ないことにされている。
ガラス固化体に流し込むところ、南レベル廃液を送る配管などの破壊は、大量の放射性
物質の拡散事故につながるから、もちろん耐震強度Sクラスであるとされているが、配管
破断など大規模な破損を想定した対策は見られない。
廃液タンクのリスクはタンクの漏えい防止と冷却に特化できるが、ガラス固化製造ライ
ンのリスクはどのように回避するのか、大きな問題である。

第二 使用済燃料の中間貯蔵施設RFS
l 関西電力の使用済燃料中間貯蔵計画
将来、福井県内から使用済燃料の搬出を約束した関電は、現在中間貯蔵施設の立地点を
探している。関電は東北地方に目を付けているのではないがと疑われている。既にリサイ
クル燃料貯蔵（RFS）に燃料を運ぶ計画との報道が昨年早々駆け巡った。
2005年にむつ市に設立された東電（持ち株率8割）と日本原子力発電（2割）の子
会社「リサイクル燃料貯蔵」（RFS）については、17年1月に関竃の使用済燃料を運
ぶ計画があると日経新聞等で報じられて地元では大騒ぎになった。
むつ市長が「とうてい受け入れられない」「協議に応じることは現時点で全く考えてい
ない」としたのに対して、RFS側も「関亀からの受け入れは想定していない」と応じ、
閃電は「むつ市での貯蔵は検討していない」と関係者総出で火消しに躍起になっているが、
水面下で様々な折衝が行われているだろうことは容易に想像がつく。
関竃は、中間貯蔵施設を原発のある福井県ではなく県外に設置するとして、2020年
頃までに計画地を決定、2030年頃に操業を開始するとの計画を明らかにし、2018
年中には候補地を決定する（現在はこれは消えている）とした。「リサイクル燃料貯蔵セ
ンター」と名称まで既成事実のようにホームページに掲載している。
関雷の原発では、再稼働した高浜原発の使用済燃料プールが満杯に近づいている。管理
容量を超えるのは約6年後。他の原発では敷地内に乾式貯蔵施設を作って擾ぐが、県外に
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搬出すると約束したので県内立地も原発敷地内での乾式貯蔵も最初から選択肢にはない。
このため、過去に原発計画があり、一定の敷地をまだ所有している地名が挙げられてき
た。例えば日高町、白浜町などである。白浜町は日置川原発計画、30年前に反対運動に
よって原発立地がなくなった後も関電職員は何の目的か常駐しているという。地元は強く
反対しているのかと思えば、必ずしもそうでもないという。現在、白浜町に対して強く反
対の働きかけが地元の人々や関西の人々が中心になって取り組まれている。
東電は、18年3月29日に唐突に柏崎刈羽原発から使用済燃料69体を「7月から9
月にかけてリサイクル燃料貯蔵に輸送する」とプレス発表を行った。7号機のプールに入
っている2号機の使用済燃料体だという。18年後半の操業開始を目指して原子力規制委
員会の審査を受けている段階だったというのに。
柏崎刈羽原発は再稼働しているわけではない。従って今の時点では輸送に緊急性はない。
東電に直接「プールは一杯だから輸送するのか」と尋ねたら、「号機間で融通するので問
題はない」との答えだったから、この輸送は「第1号は東竃の燃料を」といった意味と考
えられる。今後輸送される使用済燃料の中には、「別の原発」のものがあるのかもしれな
い。ちなみにこの燃料輸送は結局実施されなかった。
なお、2014年1月15日付けRFSの設置詐可変更申請蕾には貯蔵容器の種類とし
て東竃や原電のBWR用使用済燃料貯蔵容器だけでなくPWR用使用済燃料貯蔵容器も合
わせて申請されているので、認可されると関竃などPWRの燃料も運び込み貯蔵すること
が技術的には可能になる。ただし名目は原亀の敦賀2号機用使用済燃料である。

2リサイクル燃料貯蔵の運用と輸送貼ついて

RFSについては東電東通原発の建設再開を巡る動きにも絡んでいると思われる。
東通村には現在、2007年に運転を開始した東北電力東通原発1号機があり、その北
側に隣摸して、東京電力の東通原発予定地が広がる。既に専用港の陳波矧ま完成し、敷地
には1号機の炉心位置に当たるところが矩形に造成されている。
東竃の東通原発は、2011年1月25日、大震災の1月半前に着工した。
その時点では既に土地造成は進んでおり設置許可前に建設準備工事と称して2006年
12月から土地の造成や藩湾施設の建設な
どを開始していた。その費用は東通原発建
e
設仮勘定に計上されている。完成すれば全
て発竃所の建設費用として経費に組み込ま
ショックアブソーバ Iアルミニウム］一 フィン ［詩語謹 ＼、e 外簡 ［ステンレス銅］ 鉛遜へい体 農●−（ 榔 酬 畠情 燃料保持枠 ー内寵 、冷却暫 燃料集合体 （P鵬の地合7体） ※収容平均ウラン登 3．2 トン 中闘円筒 中性子造へい部 lエチレング）コール水I OIh sm l鍛約74トン ．約82トン
れることになっている。
このようなやり方は原発建設では常に行
われてきた。原子炉設置許可などの認可手
続きが完了次第、壇ちに上物を作ることが
出来るようにしている。
もし、最近発生しているように、断層の
評価などを巡り原発の設置許可がされなか （嬬へい用）憫翻酬溺 高畠、守醗∴
ったら、負担した費用は全て亀力会社の持
ち出しになるから自己責任で行っていると
するのは国の姿勢だ。しかしそれは結局寓
気料金に反映されて消費者の負担となる。
実際に原電は敦賀原発3、4号磯の建設
予定地の造成に1800億円もつぎ込み、
東海第二の規制基準対策工事費1740億
円が支出できなくなった。
東通原発は震災直前に設置許可が出され
た原発であり、着工していたけれど、影も
図2 使用済鰹料輸送容鯨油Z・−75T）
形もないのに大間などと同様に「建設中原
咄則細面座薬省廻漉エネルギー庁公益秘薬都原子力毅毅漁網〉；
原子力発犠便駐1909年撮、総力新緑は（1999年10月23日）、0．195
発」にカウントされている。

※繚薄く綴
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現在の規制妻や政府の立場は、新規立地
する原発については凍結するが、建設中だ
った原発で規制委員会の新規制基準適合性
審査を通れば完成させて運転させると立場
だ。
この原発の設置認可を得たのは東電であ
り、現行法上は建設、運転は東電だけがで
きる。しかし福島第一原発事故により事実
上は経営破綻を来し、建設や運転を自力で
行うのは不可能である。
東電は売り上げから数十兆円規模の賠償

費用や廃炉費用を捻出しなければならな
い。現在の22兆円は仮の数字であり確定
しているわけではない。70兆円規模にな
るとの試算もある。新たな投資で原発を建
てる余裕はないし、そんな資金があるのな
ら賠償こそが優先されなければならない。
そこで登場したのが「共同事業方式」だ。
以前から東通原発に投資してくれる事業者
を募っていた。19年8月28日、東竃と
中部電、日立製作所、東芝の4杜が原発の
建設や運営、廃炉などの共同事業化に向け検討を始めることで合意したと発表した。
しかし東電への投資には経営上のリスクがある。福島第一原発事故の賠償債務が残る東
電に出資した場合、その一部を肩代わりさせられる可能性もある。東電は巨大電力であり
福島第一原発事故の後も国が手厚い保護を行っている。事実上の国営企業であるから、呑
み込まれてしまう恐れもある。

3 福島第二原発の廃炉との関係
19年7月31日、福島第二原発の廃炉が発表された。小早川社長が18年6月に福島
第二を廃炉にする方針で社内検討を始めだとしてから1年あまり。ようやく法的に廃炉が
決められた。今後、廃炉計画書を規制委員会が認可する。この場合、使用済燃料の持って
行き場が問題となる。島根原発1号機の場合は、2030年からの「第三段階」、原子炉
本体の解体に書手する段階で、使用済燃料は再処理事業者に、未使用の燃料は燃料加工業
者に譲り渡すとされている。その際、島根の場合は2号機が存在するので2号機の燃料プ
ールを「経由して」送ることもできるとし、一定のバッファとして使う計画だ。
東電は、このバッファがない。福島第二は廃炉とするならば4基金部廃炉になるはずで、
その場合は使用済燃料プールは一つも残らない。時間差で一部号機をバッファとすること
は可能だろうが、いずれは全都なくなるので、全て再処理工場に送るか中間貯蔵施設に送
ることを想定するほかはない。東竃の説明も、一定のバッファとして号機関の移送等を行
うことを想定している。
さらに、RFSへの移送についても今後検討される可能性があり、警戒が必要である。
東電によると、むつ市とリサイクル燃料貯蔵との闇の協定に基づき、年度末までに翌年
度の計画を伝えることとされているため、2017年度末に2018年度の輸送計画を朗
らかにしたのだという。しかし輸送計画は施設が完工、つまり規制基準適合性審査が終わ
っていない段階では本来は輸送できるはずもない。既成事実作りを急いでいると見える。
使用済燃料が具体的に運ばれるタイミングは、東電によれば「事業開始には事前に使用
済燃料を搬入して、最終使用前検査を受ける必要があるため、今回の当社輸送計画は、R
FSの事業開始の公表工程を踏まえて搬出時期を設定し公表したものです。なお、青森県

とむつ市こ、当局には本計画とその趣旨を事前にご説明しております。」（原子力センタ
ー8月6日）と、使用済燃料を使った使用前検査用に輸送する時期を明らかにした。この
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時には輸送はなかったが、輸送が始まるときには同様のプレスリリースがあると見られる。
なお、RFSは東電と原電の子会社で、関竃など他電力の燃料体を運び込むには株主間
協定により事前に協議が必要とされている。

4 注波対策の変遷と問題点
輸送予定まで発表していながら今年19年10月になっても審査が終わらない理由は
「津波防護方針に関する審査」が終わっていないからだ。
リサイクル燃料貯蔵はむつ南関横浜港のすぐ近く、海岸から約500メートル入ったと
ころにあり、敷地の広さは約26万平方メートルで、貯蔵建屋の設置場所は標高16メー
トルである。防潮堤と呼べるものはない。設置許可変更申請書の段階では、標高16メー
トルの場所にあるので、基準津波14メートルならば津波は到達しないとされていた。
その後、一般に原子力施設で使われる基準津波ではなく「仮想的大規模津波」なるもの
を設定し、津波高さは標高23メートル、貯蔵建靂設置盤の浸水深は7メートルとしてい
る。これは青森県により敷地東側に11．5メートルの津波到達とした想定を「保守的に
二倍にした」ものだという。
方針が大きく変更されたのは、原発や再処理施設のような施設では「ドライサイト」つ
まり津波が直接施設に到達しないことを求めているのに対し、使用済燃料貯蔵施設では津
波による遡上波が重要施設が設置された敷地に到達しないことを必須の要件としていない
ことに起因しているようだ。そのこともあり、施設は水没することとなったが、それでも
防潮堤で囲うなどはしていない。
原発などでは「超過津波」として取り扱う「仮想的大規模津波」を設定したことで、建
屋は漂流物の直轄を受け、浸水もすることとなった。例によって、使用済燃料輸送船はこ
の種の施設では最大の漂流物になり得るのであるが、緊急出潜するからぶつかるようなこ
とはないとされる。一番大きな衝突物は輸送用のトレーラーで約36トン、やはりご都合
主義というほかはない。
福島第一原発で乾式貯蔵容器が破損を免れたことなどから、こうした津波を想定しても
基本的安全性に問題は「無い」こととされたのである。
例えば福島第一の乾式貯蔵施設について「貯蔵されていた乾式貯蔵キャスクの詳細な点
検を平成25年3月から5月にかけて行った結果，キャスクの閉じ込め機能，使用済燃料
の状態等に問題のないことが確認された。」と規制委員会への資料ぼ己載している。その
時の浸水深は6メートルだった。妙に付合している数値である。
本当にそれでよいのか。
福島第一のケースは津波に襲われただけで、建屋を破壊するような地盤変状や大型船舶
の衝突などは発生していない。また、容器も9基だけで、収容されていた燃料体は408
体だった。
その「成功体験」が、リサイクル燃料貯蔵の施設の安全性を過大評価しているのではな
いか。しかしこの施設の収容されるのは当面約3000トン、金属キャスク288基に達
する。さらに2000トン分の建屋が二標目として計画されている。
また、敷地を超えてくる津波も7メートルでとどまる保証もなく、大きな津波の圧力と
共に地震の揺れが襲いかかり、建屋損傷や地盤の包絡、遍照などが怒るかも知れない。な
お、基準地震動は水平600ガル、鉛直400ガルとされている。これは今となってはか
なり小さな値である。一番近い大間原発の基準地震動は水平650ガル、鉛直435ガル
である。こちらも小さすぎると思う。
実際に原発を襲った既往最大地震は柏崎刈羽原発の2007年7月中越油地震で169
9ガル。それを受けて基準地震動は2300ガルとされている。マグニチュード6．8の
地震で、この規模の揺れに襲われることを想定すべきだろう。
なお、RFSの問題は、同じくむつ市に隣接する大間町に建設中の大間原発差止訴訟（函
館市が提訴）で指摘されている基準地震動や基準津波、そして活断層評価問題と同じ問題
を含むものと考えられる。
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