
‘〆/f

〈ふ21工tL鮒鱒itr

一連繍学習金一安倍政権の顕子力政舗を闘う

轍離した犠燃料ザイクん

2015/2/19 再処理止めたい l市民のつどい
漂持軍子{原子力資料情報室}

〈己削思武tL容1糊諒義，lar

核燃料サイクルとは何か?

1体;F-~

監言語レ同芯.m
吟原子力発電全体のこと{ウラン採掘~原発~放射性廃棄物)
時特lこパックエンド(廃棄物)のこと

〈ふ貯d自i字紙鰭F嘉佃
高速増殖炉もんじゅの構造

節子炉脇紘絢雌拘+ーー一一_J._.一一一，嵐子炉織智鴎様"

もんじゅの冷却材は金属ナトリウム
空気と爆発的に反応する。
融点が98'Cなので、常温では固まってしまう.
もゐじゅでは1995年12月の事故以来、ナトリウムを高温
(200'C以上)1こ保つために電気ヒ一世ーで加熱し、ポンプ
で回し続けている。維持費用年間200億円.

も思34柑1車線車"

高速増殖炉:永遠の f欝の原子炉』
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高速増漉炉の実用化の見通じは

原子力長期計画策定のたび、

開発が進むに従って延期を重ね、

どんどん遠のいている。

萩
永遠の「夢の原子炉」

実用化の可能性なし
高速槍殖炉実沼化の見通し
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諸外闇はすでに高速炉開発から撤退
戦後高速僧殖炉開発を行った国は日本以外ほとんで
開発から撤退している。主な理由は:

1)技術的図難性、特に金属ナトリウム取扱妓衡の属難性H
2)安全性、 3)経済性、 4)核燃料サイクルの実現性など。

7メリカ:世評制の原子力発電豊岡鰭{繍殖炉).
しかレ盤大E事故fII線路し方針転換.1976年ぬーター声明‘
核不誼融政鎗から高速炉楢擁炉3 商獄:~組理、プルトz
弘刷用から船畠

ドイツ:1991年、炉心蹴損事故申可能性から既製炉NSNト300(~織
科在醤締せずに撮退.

イヰ出jス:1994年、サチャ一首相叩掲導力で、原型炉PFR盛岡観.
フランス:1998年‘喪底:f/'スー刊戸つ7:r.=':Iクス申閉鍛決定.

，'"ニyクも2叩9年特止、開発から撤[i!l，
ロシア・却田年、原型t戸BN-3樺止， [高速明】
インド:原型炉P回 R建設.【高速炉1
中国:ロシアの支援で実験炉建設a【高速炉I

.<.eα思?:a噴出i語tFZEw
核撚料サイクル(翼態)
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Dラツ燃料、品除菌蜜麗輔-. fIも....
加工工場 ---;JF電車審脚静P<I&闘国強固筒個師ザ r

原謀議号所!プルサーマル|唖
高溜増殖炉でプルトZウム岳地殖{増やす}ハズだったが.
もん1，;ゆが事故で週聴で書ず.禽剥プ'I~ト::''7，ムにし亀いために‘
昔遺骨原籍申施科として利用する.ウラン申節約にもならず.危
険性I車場し、膨大なコストをかけるだけ.
プルサーマル自体が目的となる
時議繍斜サイクル政策1ま破綻 6 

も甑抱強ti鰍霊E，r

穴ケ所再処理工場の開題点 l 
.プルトニウムは必要ない{高速増殖伊・プルサーマルの挫折→余剰プルトニウム問題)

・危検性(核施設と化学工場の危険性を合わせ持つ)

日常的な放射能放尚

事故時の放射能被害は甚大(臨界・火災爆発・漏えい他)

労働者の被曝事故

耐震安全性(施設直下に活断層が存在)

・放射性廃棄物を増やす(廃棄物問題をより複雑・困難にする)

・膨大なコスト問題(再処理工場約12兆円、パックエンド費用約20兆円)

→将来世代にわたる国民的負担

・地域社会への影響(社会的問題)

-核拡散問題(プルトニウムは核兵器の材料→日本の核武装への懸念)

〈コ再処理工場計画にメリットは何も無い! 7 

高速増殖炉原型炉もんじゅ
1福井県敦賀市)
今まで時総予算1ま約1持6000億円.
建酸置約6，000億円{当初予算).
毎年の維持置は約200瞳円.
(1日:55叩万円)

東海再処理工場{賓繍県東潟村}
今まで申総事操貸 :8900億円
揮年申維持費 :63傭円
解体(<:50年、コスト不明
プルトニウム申コスト:畠億円11トシ
2014/9廃止決定

官c草子am鯨払，

六ヶ所再処理工場{宵蒋県六ケ所村]
給費用約12兆円は畠くまで予定。
工場拡1993年雄誠開始、 22闘の操業延期をくりかえしている。
年間800トン再処理、 40年額働無事鰍として、
プルトニウム申コスト:

800億円
8 
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可凶悪722謀総篤惣奉加
東海再処理工場計画の経過

閏年関組理能力:210トン
4 
140トン
4 
100トン

置溶解栂:パνチ式(400KgI回}

1950.'冊~戦構の鳳予カ開国
。ラシf~弱少揖盟吋窓窃用
圃生問陪高畠楢瞳伊でプルト::."JA制周

~綾圃斜秒イク'J~
l'頃2原子カ袋且会再処理蹄門i!B，禽

M司 W目隅掛の再処車工渇圃臨を掴官
1964 ~提繍禄・3信海脅すヘ世世 λれ
E珂5揖木県圃禽.録画反対決臨時戸射地場等}
1968歯車併可申臨を揖幽
1969 ~PT集約成立(7Ø~夢見効)
1969水戸麟掴噛r.陶 4年以内の暗転』圃酷決直
1970陵置E寺町
1971 Ii殴Z隊JIII可‘エ窃聞抽
1町3陣-lI<:石油シ雲ツタ{障子カ国置への聞絡}
1914インド輯喪草食i岬 T不多血)
ω同化学風岡鯵
1押5ウラシ酷噛開始(....77年総T)
1976米・フォ→右太輯慣:FBR・-次事事鯖.再処理無期居間
1971米・トター捕鏑.回R・醐醐輯
1977障子カ聾:計圃直行を様閉

目米費渉眉画(4月-，月}
日毎回プルト.::.0').ム単体摘蹴.処糧量置は"，
睦織縮瞳u).圃樹事2等調見合わせ

9月:ホ時健機聞蛤

〈記山県主君津摺潜思議.，

東海再処理工場の実績(パイロットプラントとして完全{こ失敗)

【日傘原子吻研究掬5毛織綱ホームペジから1

し
も居間有線糟譲価r

東海再処理工場の総事業費 | 

プルトニウム1t:約8億円
(解体までだと

10億円超の可能性)

鴎総事業費:7734'億円(建設費 1526億円+退転貸 6208億円)
→再処理工場は運転に費用がかかる。(事故をおこすとさらに高騰する)

これらは電気料金と税金で賄われ、すべて国民負担。使用済燃料1トンあたり約8億円固
盟運転停止中でも、毎年約50億円
圃2014年9月末廃止決定:新規制基準適合lこ1千億円以上が必要なため
闇施設の解体に約50年必要とされ、コストは不明。



迷走する被醸評価健全審査の実態)

調機工Jlt抑 制1撒品目よ抑制の械l翼線量}
l'針M
....純

くと。思Fa課税滞525Mr も層調関弘轡喜志町

六ヶ所再処理工場の被爆評価は
4種類もあります。
(原子炉ではありえない1)

平成元年3月 :0.022mSV・年

穣機料サイクル金体のご3スト:抄兆円
E欠自書しているコスト】
φ使用済み棉料66000トン分のみ
MOX使用璃燃料対策費
第Z再処理工場‘他

@政府町支出
電源三法交付金等
高速増殖伊もんじゅ、
車溝再処理等サイクル機構関連経盟

よエ
再処理政策を続ければ

19兆円趨lま確翼

議陵置・ 3晶37，削億円
廻転・憾鶏: 6晶，0800億円
解体・腐寵物>1掲出刷協同

ロ雄輔闘訓醐噂

醐櫓脚酬醐|平成8年4月 : '0.020mSv'年
E醐砂帥持醐竃 i 
自糊刷栃醐箇 i 平成13年7月:0.022 mSv・年
目制助制同帥

関陣胸腕時械幽週

明噛園田輔醐耳

開醐取叫師同期

膏輔踊は‘陶輔

副齢制IW除勧梅

''"怜〉
摘出問医開制限 " 柑1抑制市制1;帆開

軒摘際桝扇町.

平成時121702zm吋

…v~iWtUI醐
"W勧叫陸棚最初の申鮪値

O.022mSvl年に
結果を合わせただけ

『パツタエンドコスト19兆円Jの内観

ゆパックエンドはコスト高吟原発は高い!

Eふ暫2f議総橋智EEur 東結ぬカる揺村の鵡
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当αlFJZ抱強調i閉塞凶

「穴ケ所再処理工場と動舗の契約量 | 

:::~r~L工ご豆堕てc，護二[二豆町一
Ollful限テ"JjR，'帽徒指げる総同僚慌時ON姐磁場のたるゐの抗"-，包の線立て説ぴ管沼院補 .. 旋律J~.M'"~タ〈磁力会4ぜから必泌'Jt漉終

均融持員総号FME?潟へもmff鵠gi干，i1~{)I!i.~Ì11聖書総書為抽鍛;知研品交IP皆謝
総括主主税制色蛾fE協除草22E込議喜鰭AZ22主1tziflj踏蜘bf耐

中東京電力は約40%の最大株主:もはや抑レトニウムは必要ない， 15 

犠撚料サイクルi立、単なる「膳棄物対策JIこ過ぎない。

〈'l:.:c車THa精糖響悲劇

再処理はどこへ行くのか?(1)
日本原燃は、 9霞力と日本原子力発電が株式の大半を保有。

鍛切撚拘束電力。

エネルギー基本計画:核燃料サイクル推進
一方、菌は電力の自由化等、競争環境の中で電力会社の経営は難しく
なると、サイクル事業が維持できなくことへを懸念

認可法人化(案)[2014/8/21原子力小委員会]
NUMO(原子力発電環境量産備機構:経産省の認可法人)のような組織

。国営再処理:臓の安定的推進
公的資金の投入等、国の関与を強める

E払思TJPL撚摺課患，，，

再処理はどこへ行くのか?(2)

六ヶ所再処理工場の22固の操業延期で問題になったこと
↓ 

プルトニウムの生産が遅延していることは問題ではない
(余剰プルトニウムは、すでに約45トン)

使用済燃料を六ヶ所再処理工婦に輸送できず、原発の運転が
止まることを恐れている。

政治家の本音『ずっと賦験操業でいい』
六ケ所再処理工場の真の目的は、『核のゴミ捨て場」確保
使用済燃料も増設可能の般針。
青森県、穴ヶ所村lま、『核のごみ』による補助金額み。
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新たな原発優遇策(新増設編)
原発CfD(差額決済契約):価格保証制度

新エネ対策:FIT(固定価格買取制鷹)とほとんど同じ。

イギリスではfFIT-CfDJと呼ばれている。

イギリス:新設のヒンクリーポイントC掴DIこ適用

建股会社EDFエナジーは、原発はハイリスク、ハイコストなので、英国政
府がCfDを導入すれば建設する意向.

価格:15.7円/kWhO

(日本の原発コスト8.9円、高い，) 

買取期間は35年(新エネは15年間!) 

t~" r留品市出削捕時官

盟国国園田盟国盟国臨調醐錨盟関量盟関霞煙車彊園田輝由回E嚇 1$"l'
;111. 

①廃止繍聞こ係る従来の純金・会計処現が.阿}脅かっ安全な涜止 h置を行ラ」ヒで趨切なものこなっているか‘本年6~
から8月にかけてr廃炉I~繰る会計制度倹匝ワーキンググル '~Jl 開催し廃炉に括る純金・会計制度を強柾.

油君臨若君主常識説副作臨時器部綿叡凶私以下側金原価四叫
(1)発電所惣儲の誠侮償却

見直し前h奇...絡7を機に残存li留をー組費問針よ

蹄L.{t:監盟盟監鵠弱輩溢語盟議詮謹豊チ悠臨雌叫』描描出位
(2)解休引当金
見直し前:生産高比例法〈慢緑制閣刊.平均鼠鵬羽閤~70鴨を前御として想定給日陽電電力量を&闘で稼働輿傾に応じて寓炉

Sを周を目安lJ.tr.て
見虚し後: ①忠銀法。蕊車何事備状況こ左右されない翁爽な弓l当、各州の割当観'l'lI!化}

@混躯lI!nMQ隼t，，，，念盟議組飢10忽を忽ii.t<狙阻ま底凪勉盆型縫製MJ解体本相化までに引当}
③なお、今回の料金・会計 bーレの変Eを踏まえて料金 止 1 青を提出するかどうかは電力会社の経盤判断.仮に同H

52222出認摺鴇器!EZ幣EEaT立的・醐的な糊捕まえ、最大閣の経営効率4暗カを

鴫偶蹄働制時里担ち豆一一円 f 削備

〈語。悪武器開鴨署刷

再処理:使用済燃料z 廃棄物対策

国はすべての選択肢を保持使用としている。

最終処分場:

確保できないうちは、再処理と中間貯蔵

確保できれば、商業再処理中止

→再処理技術は保持した

(世界で唯一NPO加盟国の大規模再処理)

→国営再処理の可能性:

パイロットプラントとして規模を縮小して操業


