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講師：長谷川公一
（東北大学教授、日本学術会議高レベル放射
性廃棄物の処分に関するフォローアップ委員
会幹事、原子力資料情報室理事）

現在、国は原発から出てくる放射性廃棄物を地下深

くに埋設処分する、いわゆる最終処分のための候補地

の検討をおこなっています。

日本学術会議は2010年に原子力委員会から高レベル

放射性廃棄物の処分について審議依頼を受け、 2012年
に「回答高レベ）！，放射性廃棄物の処分について」を

回答。 2015年4月には「高レベJI，放射性廃棄物の処分に

関する政策提言戸国民的合意形成に向けた暫定保管」

(htto://www.sci .e:o. i o/ia/i nfo /kohvo /odf /kohvo】 23-t2
1-H&.ill）を発表しました。講師の長谷川公ーさんは、

社会学の観点からこれらの提言にかかわられています。

公開研究会では長谷川公ーさんに「提言」を解説い

ただき、参加者のみなさんと意見交換することで、放

射性廃棄物への向き合い方を考えたいと思います。
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種語塾

どうする核のゴ墨
田本学術会議
暫定保管提言を考える
2015.11.16原子力資料情報室第88回公開研究会

無断引用・転職等Iまご遺車ください

長谷川公一
東北大学大制限文学研究科教授

日本学術会m特任達携会員｛放射性廃棄物の処分＝関するフォロアップ検討委員会幹事〉
原子力資料情報室理事
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10万年後でも
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持諒静
直3ガラス濁化体の放射能の捻移

E出兵1華街Zゴ仇京製服提出伊掴醐品取りま抽ー酷舎

海外の実情 2ヶ国でのみサイトが確定

・フィンランドオンカ一口（「隠された場所J）。オルキルオト原発近
く。2003年8月地元合意。2012年着工、20年から受入開始予定。
ただし地下水問題が存在

・スウェーデン 2009年6月フオルスマルウ原発近くに。

・ドイツ難航ゴアレーベン中断

・フランス候補サイトを特定

翠

高レベル放射性廃棄物

・100万kWの原発を1年間動かすと、ガラス固化体約30本分の
高レベル放射性廃棄物が生まれる。

・2014年4月現在、日本Iこは、ガラス固化体2万5000本の使用
済み核燃料がある。

• 7Svの放射線をi替びると、 100%の人が死亡する

・製造直後のガラス固化休からは、 1時間あたり500Svの放射
線が出ているので、20秒弱で、7Svの放射線を浴びることにな
る。

・プルトニウムの半減期は、2万4000年

直接処分か再処理か？

・発電後の使用済み核燃料をどう扱うかつ

直接処分方式（1度しか使わない）

アメリカ、ドイツ、フィンランドなど

再処理方式（再処理して、取り出したプランとウランを再利用）

フランス、日本、イギリス、ロシア、中国

課題軍事転用・核拡散の危険性

コスト高

放射能汚染の危険性（平時でも）

高レベル放射性廃棄物をめぐる基本的な
選択肢

・深地層

・宇宙空間

．深海底

・極地

－陸上

－圏内か、海外か

・処分（埋め捨て）か、回収可能にするのか

・人聞による恒久的な管理It困難。せいぜい数百年ほど
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使用済み核燃料をどうするか？
・使用済再核燃料の処理（処分）方法E処理技術が確立していない
・原発をめぐる最大の随路の一つ 最大の「倫理的j問題

原発ゼロをめざすにしろ
原発を継続するにしろ

．六ケ所村の再処理工場
貯蔵プールには既！こ98.6%分（2959トン／3000トン）が貯蔵されている

．初期の原発ほど貯蔵能力に限界がある
－パッウエンドコスト約四兆円
• r中間貯蔵」（30～50年）か、「暫定保管jか（30～50年）、地層処分かつ
．日本に適地はあるのか？
・どうやって社会的合意を形成するのか？
．緊急性と時間軸
・子口のリスウ
－軍事転用の危険性
・世代伺倫理 のちの世代への負の遺産

札束では「強制Jできない

• 2002年8月から候補地の公募開始

文献調査だけで年間2億1000万円を交付

（周辺自治体を含めると2年間に20億円を交付）

「概要調査地区」になると年間20億円を交付

（周辺自治体を含めると4年間に約70億円を交付）

・2007年高知県東洋町の町長が文献調査を独断で申請。批判
を浴び、町長は辞職、出直し町長選で敗れ、申請を撤回。

－単なるリスウ・コミュニケーションの問題か？

「現世代の責任」とは何か？
「く基本方針改定のポイント〉

・将来世代に負担を先送りしないよう、現世代の責任で取り組
みつつ、可f世性R回収可静件＃担保し．代替オプションの枝術

盟室主進金金L

－事業に貢献する地域への敬意や感謝の念の面民間での共有
を目指す。

・国が科学的有望地を提示し、調査への協力を自治体に申し
入れる。

・地域の合意形成や持続的発展に対して支援を行う。

－技術開発の進捗等について原子力委員会が定期的に評価を
行う。」

（出典）h世p：／品川w.meti.go.jp/press/ 
2015/05/20150522日03/20150522003.pdf
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使用済み核燃料の厄介さ
・「人類の発生させたゴミのうちでも最も取り扱いのやっかいなもの、人類最
大の負担といっても過言ではない」（高木仁三郎）

①放射線のレベルが高い
(2）発熱量が大吉い
①毒性が強い
＠寿命が長い
ω雑多な元素を吉む

・原子力発電は、Fヲァウスト的取引」（ウヰーゼ）
倫理的に正当化しえない

• 10万年程度、生活圏から隔離しなければならない
叩万年前はネアンデル告－，レ人のいた時代
2000年間の50倍
200年間の500倍

政府側の最近の動き
・2013年5月総合エネルギー調査会放射性廃棄物小委員会（の
ち放射性廃棄物W G）での議論再開

• 2013年10月総合エネルギー調査会に地層処分W Gを設置

• 2014年5月放射性廃棄物W G、地層処分WGの中間とりまとめ
を発表

• 2015年5月22日、高レベル放射性廃棄物処分問題の基本方針
を改定し、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針jを
閣議決定

• 2015年5月から、全国シンポジウム（全国18ケ所）、『自治体向け
説明会Jを実施

政府の地層処分案は
．これまでの原子力政策の延長上に（再稼働が前提）

．再処理後のガラス固化休を（再処理が前提）

・地層処分とは300メートル以上の深地層に処分施設を建設し、原
子力発電によって出てくる高レベル放射性廃棄物を最終的に埋鼓
して処分する（圏内に安全な適地があることが前提）

・基本的には技術論的に、かつ地域振興策で解決可能



麗露盤量

学術会議の回答固提言lま

・これまでの原子力政策の抜本的な反省が必要（暫定保管に関す
る計画作成（場所の確保）が再稼働の条件）

・使用済み核燃料を含む（必ずしも再処理を前提とせず）

・科学温技術的能力の限界の鼠賊（可逆性の霊視）ー→暫定保管

．社会的合意形成の原理的困難性、熟議と公論形成による多段階
の合意形成の意義を重視

・独立性の寓い第三者機関の必要性

報告者の視点 1

福島第一原発事故とどう向き合うかげ）
－福島第一原発事故とどう向き合うかが、東日本大震災後の日本
社会のあり方、エネルギー政策、放射性廃棄物問題を考える基
本前提である。

・例えば、安倍首相が3月14日に仙台で開催された『国連防災世
界会議Jの演説で原発事故についてわずかに「東日本大震災と
福島第一原発事故を踏まえ、長期的視点に立って＇？＇らな~防災
投資に取り組んでいます」（hゆ似品川，.kantei.go.jp/jp/97_abe/ 

statement/2015/0314statement.html）としか言及Lなかったの
は、きわめて遺憾である。

・あたかも、福島事故を忘れさせようとするかのような「早期帰還」
政策。

・なし崩し的な再稼働推進・原発輸出路線。
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東日本を救った4重の偶然
1つでも欠けていたら

匝 画 幅 雨扇？一
米原子力規制垂員会lま3月16日プールに
水がないと想定、Eだきを警戒O l日目度づ
っ誼度上昇。

しかし16日時点で氷があった！
①シユラウド交棋のために原子炉ウエルに
水が揺ってあった（4号出ではじめて）
①，m自に水を臨〈予定だったが、作業
用機器のサイズミスで3月下旬まで水級き
が中止された
①貯躍プールの水位低下で仕切り板が
機能しなくなり、原子炉ウェルとOSピットの
水が貯躍プールに流入した
R＇号挫の珪屋爆発で天井が描け、水が
あることが16日夕方上空から確認できた
3月20日からは自衛隊が注水開始。

〈左図は2012年3月8日付朝日新聞
記事による）。
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日本学術会議の検討の経緯

• 2010年9月7日原子力委員会から『高レベル放射性廃棄物の処
分の取組における国民に対する説明や情報提供のあり方につい
ての提言のとりまとめ」の審議依頼を受け、 f高レベル放射性廃
案物の処分に関する検討委員会」を設置。

• 2012年9月11日原子力委員会に対して「回答」を行う。

• 2013年5月より一層の具体化を図るために、『高レベル放射性
廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委員会』設置。

・2014年目月19日、技術的検討分科会・社会的合意形成に関する
分科会、報告を提出。

・2015年4月24日、『高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策
提言一一国民的合意形成に向けた暫定保管」を日本学術会議が
提言（政府への提言）。

報告者の視点 1

福島第一原発事故とどう向き合うか（2)

・4つの〈偶然〉が救った、4号機・使用済み燃料貯蔵プールのf危機」

．原発稼働ゼロ（2013年9月16日から15年8月10固までの23ヶ月）
は使用済み核燃料が増えないことを意味する。

・福島原発事故は、本来、立ち止まって、核燃料サイウル路線の是
非を抜本的に再検討することを社会的に要請している。

・高レベル放射性廃棄物の処分問題については、日本学術会議の
2012年9月の「回答」、2014年9月のフォローアップ検討委員会の
社会 E技術分科会報告、2015年5月に発表したf提言jをふまえて、
抜本的な政策転換をはかるべきである。

報告者の視点 2

公論形成による
社会的合意形成を前提とする
. r公論形成」とは、公共的な関心をもっ人びとが集まって、車阜
で平等な、聞かれた対話を通じて「公益！とは何か存討議し、社
会的合意をつくりあげることである。
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報告者の視点 3

倫理的判断を重視する

・エネルギー基本計画の3つのE( energy, econom仏

environment）に加えて、Ethicsが重要

・ドイツの『安全なエネルギー供給のための倫理委員会」（2011

年3月にメルケル首相の指示でつ〈られ、5月末Iこ、2021年末
までにドイツの金原子炉の閉鎖などを答申した）

・優先されるべき倫理的観点

安全性、公平性（fairness）、社会的合意、核不拡散、将来世
代への責任、効率性など

本報告の視点 4

地域住民の観点を重視する

使用済み核燃料。貯鼠率

明男帯綜量生県

富ヨ
藍封
ーー一一一一

手君
主j:i講説話｝Ji謀総議駒

最終処分をめぐる諸課題
さまざまなジレンマ

・日本国内に立地適地があるのかっ
海外に委託することが倫理的に許されるのかっ
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・安全性を短期的（5～10年ト中期的（30～50年、人生論的時間）・中長期
的（100～150年）・長期的（数百年）＇超長期的（地質学的時間）にわたっ
てどのように担保するのかっ
将来世代にどう伝えるのかっ

．柔軟性・可逆性をめぐるジレンマ
柔軟性可逆性←→刊の危険性
最終処分・不可逆性ー→地下水汚染のリスウ

．集中と分散をめぐるジレンマ
負担の集中は許されるのかっ
負担の衡平性一→暫定保管場所の分散（9電力管内に各1箇所、サイト

外）
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報告者の視点 5

高レベル放射性廃棄物問題と核燃料サイク
ル問題を関連づけて考察する

・使用済み絞燃料のF暫定保管」は、再処理施設を不要化する可
能性がある。

六ヶ所村再処理工場の貯蔵プールは、
貯蔵限界に（貯蔵割合98.6%)

, 2959U300ot=98.6% （日本原燃， 2015.3.20発表）

使用済み核燃料（高レベル放射性廃棄物）
をめぐる公平性とは？

・「世代間公平性」

「使用済み核燃料問題を将来世代に先送りすべきではない』

将来世代は、 F負の遺産jだけを引き受ける

現世代として、将来世代に対して、高レベル放射性廃棄物問
題をめぐってと舎のように、世代寅任を果たすことができるのかっ
（原理的・倫理的に不可能）

「脱原発」への政策転換とそが

現在世代の寅任なのではないか？

引



2012年9月11日付け「回答Jのポイント

・「社会的合意の欠如のままjの「転倒した手続き」、「従来の政策
枠組みをいったん白紙に戻す〈らいの覚悟を持って、見直しをす
ることが必要である』

・「受益圏と受苦圏の分離」

. r科学・技術的能力の限界の認識」と「科学的自覚性の獲保j。
「自律性のある科学者集団（認識共同体）Jのもとでの『開かれた
討論の場」の確保

• r暫定保管および総量管理を柱とするJ

・「討論の場の設定による多段階合意形成の手続きの必要性j

乾式貯蔵による暫定保管のイメージ
空冷式の乾式貯蔵容器で、数十年間保管する

長所

〔水冷式に比べて、再処理に比べて〕

．コスト的にも相対的に有利

・核兵器への転用が困難

・相対的に安全性が高い
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総量管理とは

・総量管理＝『高レベル放射性廃棄物の総量に関心を向け、それ
を望ましい水準に保つことであるJ

「総量の上限の確定」＝「総量に上限を設定することJ

「総量の増分の抑制」＝「単位発電量当たりの廃棄物の分量を可
能な限り少ない量に抑え込むことであるん

総量管理と暫定保管が、社会的合意形成の基礎になりうる

29 

新提雷（2015年4月）のポイント
・暫定保管と中間貯蔵及び地層処分との違いを明確化
．地上での智定保管

・宮定保管施設は地層処分場に速ならないことを明示

・「中間貯蔵」＝「再処理あるいは地層処分に向けて高レベル放射
性廃棄物を冷却・見守蔵すること」

・「首定保管J＝「地層処分についての安全性確保の研究並びに国
民の理解と合意形成を図るための期聞を確保する」こと圭目的と
する。「高レベル放射性廃棄物を、一定の暫定的期間に限って、そ
の後のより長期的期間における責任ある対処方法を技術的及び
社会的に検討し決定する時間を確保するために、安全性に厳重
な配慮をしつつ保管することである」。回収可能性を担保した地層
処分とは異なる

暫定保管施設の立地選定の考え方

・暫定保管の期間は原則50年とする。

・提言4「暫定保管施設は原子力発電所を保有する電力会社の
配電圏域内の少なくともTか所Iこ、電力会祉の自己責任におい
て立地選定及び建設を行うことが望ましい。また、負担の公平
性の観点から、この施設l立原子力発電所立地点以外での建設
が皇ましいJ。

再稼働の前提条件として

・提言7「原子力発電所の再稼働問題に関する判断は、安全性
の確保と地元の了解だけでなく、新たに発生する高レベル放射
性廃棄物の保管容量の確保及び暫定保管に関する計画の作成
を条件にすべきである。暫定保管に関する計画をあいまいにした
ままの再稼働は、将来世代に対する無責任を意味するJ

" 
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高レベル放射性廃棄物問題総合政策委員会

・「「総量管理Jと「暫定保管J及びf科学の限界の自覚Jという考え
の下に」

・提言10国民の意見を反映した政策形成を担う「高レベル放射
性廃棄物問題総合政策委員会Jを設置。『核のごみ問題国民会
議J及び『科学技術的問題検討専門調査委員会Jを統括する。中
核メンバーは原子力事業の推進に利害関係を持たない者とする。
独立性の高い政府の第三者機関とする。政府への勧告権などを
付与する。公募委員は委員のうち3分の1程度とする。学術的な
専門家の委員は、日本学術会議が推薦する。

核のごみ問題国民会議

・「高レベル放射性廃棄物の地層処分の立地選定の在り方とその
合意形成について公論を喚起するj

＝提言11 「核のごみに関する総量管理の視点からJr暫定保管の
前期30年の間に、エネルギ一政策に関する国民的議論をリード
し、原子力利用の将来像をどうするのかについて国民の合意形
成に携わるJ

・委員は市民団体、経済界、学問界から均等に計15名程度選抜
する。
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3委員会の関係

高レベル放射性廃棄物一一一一一核のごみ問題国民会議

問題総合政策委員会

科学技術的問題検討

専門調査委員会

35 

高レベル放射性廃棄物問題
総合政策委員会をどこに置くか

• 50年間存続することが必要

•NGOとする

ス少yフ・財源をどう確保するか？

．日本学術会誌のもとに置く

－独立件の高い政府機関とする

独立性をどのように担保するか？

権限や政府に対する強制力をどのように担保するのか？

．原子力規制委員会・原子力委員会との関係は？

放射性廃棄物問題に関する政策形成を担当

堅調

科学技術的問題検討専門調査委員会

・提言12「暫定保管及び地層処分の施設と管理の安全性に関す
る科学技術的問題の調査検討を徹底して行う諮問機関J

・「自律性・第三者性・公正中立性を確保し社会的信頼を得られる
よう、専門家の利害関係状況の確認、公募推薦制、公的支援の
原則を採用するJ

・11名程度（社会科学者、哲学者、弁護士なども含む）
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