
第２章

核燃料サイクルの廃止と放射性廃棄物の後始末核燃料サイクルの廃止と放射性廃棄物の後始末



― 89 ―

第１節　核燃料サイクルの概要

第１　核燃料サイクルとは

１　核燃料サイクルの意義
　核燃料サイクルとは，ウラン採掘に始ま
り，ウラン濃縮，ウラン燃料の製造加工，原
子力発電，使用済燃料の再処理，高速増殖炉
による発電，これらのサイクルから発生する
低・高レベルの放射性廃棄物の処理・処分の
連鎖をいい，これらのうち，原子力発電以外
の事業を行う施設を核燃料サイクル施設とい
う。

２　核燃料サイクルの流れ
　核燃料サイクルを詳細に見れば以下のとお
りである。
（1）核分裂反応
　　ウランに中性子を照射するとその原子核
が二つに分裂し（核分裂），その際平均し
て２～３個の中性子が出てくる。
　　核分裂とは，原子核が分裂して他の物質
の原子核が生成されることを指し，その過
程で原子核の核エネルギーが熱エネルギー
に転換されるが，そのエネルギーで水など
を熱してタービンを回し発電するのが，原
子力発電である。
　　しかも，ウランの原子核が分裂して放出
された中性子が，新たに別のウラン原子を
分裂させ，そこで放出された中性子が別の
ウランをまた分裂させる，という具合に際
限なく核分裂を繰り返すこと（連鎖反応）
により桁違いの膨大な熱が生み出されるこ
とになる。
（2）ウラン燃料ができるまで（フロントエ
ンドサイクル）

　①　核分裂の連鎖反応を起こすのは，天
然ウラン中にわずか約0.7％しか含まれ
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ていないウラン235のみであり，残りの
約99.3％を占めるウラン238は中性子を
照射しても分裂しない。現在世界で普及
している軽水炉の燃料とするためには，
ウラン235の濃度を３～５％に高める濃
縮作業が不可欠となる。

　②　まず採掘したウラン鉱石からウラン
を取り出す（製錬）。その製品は黄色い
粉末状の「イエローケーキ」と呼ばれ
る。

　　日本ではウラン鉱の採鉱・精錬は行わ
れておらず海外に依存している。このウ
ラン鉱石採掘により，採掘場のあるナミ
ビアやオーストラリアなどで放射能汚染
や先住民の土地利用権侵害などの人権問
題を引き起こしていることが銘記されな
ければならない（映画「イエロー・ケー
キ～クリーンなエネルギーという嘘」な
ど参照）。

　③　ウラン濃縮工程ではウランを気体状
にする必要があるため，イエローケーキ
にフッ素ガスを反応させるなどして気体
状になりやすい「六フッ化ウラン」にす
る（転換）。
　④　ウラン濃縮は，遠心分離機の中に六
フッ化ウランを入れて高速回転させる
と，わずかに重いウラン238は円筒の外
側に近い方に集まり，ウラン235は回転
軸周辺に集まる。さらにウラン235がや
や多く含まれている回転軸周辺のガスを
次の遠心分離器に導き，さらに濃縮して
次の遠心分離器に導くという工程を繰り
返す「遠心分離法」が主流である。

　⑤　濃縮された六フッ化ウランは，シリ
ンダーと呼ばれる丈夫な円筒形の容器に
詰められて再転換工場に運ばれ，そこで
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粉末状の二酸化ウランにされる（再転
換）。
　⑥　二酸化ウランは，最終工程である成
型加工工場に運ばれ，ペレットと呼ばれ
る小さな円柱形（軽水炉燃料の場合直径
約１cm，高さ約１cm）に加工され，
1700度以上の高温で焼き固められる。ペ
レットはジルコニウム合金の被覆管に密
封される（燃料棒）。軽水炉の場合長さ
約４ｍほどで１本に300個を超えるペレ
ットが収まっている。この燃料棒をさら
に正方形に数十本に束ねたものが「燃料
集合体」で，ここまで加工されたものが
原子力発電所に運ばれ燃料として使われ
ている。

（3）プルトニウムと使用済燃料の行方（バ
ックエンドサイクル）

　①　原子炉の炉心に挿入された燃料は，
３～４年ほど燃やすと当初３～５％あっ
たウラン235の濃度が１％ほどまで低下
して燃料としての役割を終える。この残
り滓は「死の灰」とも呼ばれ，ウラン
235のほかプルトニウム239が約１％，そ
の他高い放射能を帯びた核分裂生成物が
約３％含まれている（残りはウラン
238）。
　②　軽水炉のウラン燃料には，濃縮の結
果濃度が高められたウラン235のほか
に，ウラン238が90％以上も含まれてい
る。上記のとおり，ウラン238は中性子
を照射しても核分裂しないが，中性子を
捕獲してプルトニウム239ができる。プ
ルトニウム239はウラン235同様放射性元
素であり核燃料となるので，このプルト
ニウム239や燃え残ったウラン235を使用
済燃料の中から取り出して，新たに燃料
として使うことによりウラン資源を有効
利用しようと考えられたのが核燃料サイ
クルの核心である。
　　核燃料サイクルの中心となる技術は，

使用済燃料からプルトニウム239や燃え
残りのウラン235を取り出す「再処理工
場」と，プルトニウム燃料を燃やして使
った以上のプルトニウムを生み出すこと
を狙った「高速増殖炉」である。

　③　再処理の方法として実用されている
のは「ピューレックス法」である。

　　再処理のため，原子炉から取り出され
再処理工場に運ばれた使用済燃料は，核
分裂生成物の崩壊熱を冷まし，また放射
能がある程度弱まるのを待つため，まず
３年間程度水を張った貯蔵プールで保管
される。その後，燃料棒に収まった使用
済燃料を剪断装置で３～５cmほどに細
かく切り刻み，これを溶解槽に入れて中
身を硝酸で溶かし出し，管などを取り除
ぞく。次に「ミキサセトラ」と呼ばれる
装置で溶媒が加えられ，核分裂生成物を
分離し，次いでプルトニウムとウランを
分離する。別々に取り出されたウランと
プルトニウムは精製装置で不純物が取り
除かれ，硝酸成分を抜く脱硝処理の後，
再利用のための燃料原料製品として燃料
加工に回されるまで貯蔵される。

　　そして，最終的に燃料加工工場におい
て，二酸化プルトニウムと二酸化ウラン
を混ぜてプルトニウム濃度を４～９％に
高めた「MOX燃料」が製造される。こ
のMOX燃料は，元々は高速増殖炉で使
用することが想定されていた。

（4）高速増殖炉
　①　上記のとおり，核燃料サイクルの要
は，消滅したウラン235以上に核燃料と
なるプルトニウム239が生じるというこ
とにある。

　②　ウラン235の１原子がなくなった代
わりにプルトニウム239が何原子できる
かという割合を「転換比」といい，転換
比が１より高い炉を「増殖炉」という。

　　より具体的にいえば，MOX燃料中の
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プルトニウム239は，１回の核分裂で平
均３個の中性子を生み出し，中性子発生
効率が高いので，燃料中に混ぜられてい
るウラン238が中性子を吸収してプルト
ニウム239に変わる度合いが高いという
のである。
　③　ところで，ウラン235は，ウラン238
と比べて遅い中性子を著しく吸収しやす
い性質を持っている。ところが核分裂で
発生した中性子は速いので，減速材で速
度を落とし遅い中性子（熱中性子）にし
てからウランに当てるように仕組むと，
ウラン235の利用効率を高めることにな
る。減速には中性子と他の原子核の衝突
を利用するので，減速材としては中性子
を殆ど吸収せず，また減速の効率のよい
軽い元素（重水素，ヘリウム，炭素，酸
素など）を選ぶ。もっとも，濃縮ウラン

を使用する場合には，減速材として通常
の水（軽水）を用いても十分効率的にウ
ラン235を利用できる。そのため，濃縮
ウランを燃料とする原子炉で減速材とし
て軽水を使うものを「軽水炉」という。
そして，この水が減速材としてだけでな
く，冷却材としての役割も兼ねる。

　　これに対して，転換比をできるだけ上
げて増殖炉を実現する場合は，中性子を
高速のまま利用するので，軽水などの減
速材は用いない。これが「高速」増殖炉
と言われる所以である。しかも，熱を効
率的に伝えるために溶融した金属（液
体）ナトリウムが使われるのが一般的で
ある。このように，高速増殖炉は，減速
材を用いないため炉自体がブレーキをか
ける，いわゆる「負のフィードバック」
と呼ばれる性質を持たないので，炉の安

出典：原子力資料情報室
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全性はもっぱら工学的な制御装置に依存
しなければならない。また，毒性の強い
プルトニウムを燃料として用いていなが
ら，冷却材として使用されている金属ナ
トリウムは，水と激しく反応する性質が
あり，蒸気発生器では，その金属ナトリ
ウムと水が管壁を隔てて熱交換すること
となっているため，極めて危険であると
いう問題点を本質的に持っている。
　④　高速増殖炉は，1990年代前半頃まで
はアメリカ，フランス，ロシア，イギリ
ス，ドイツなど世界で積極的に開発が進
められた。しかし，1990年代に入って各
国で高速増殖炉の運転中止などが相次
ぎ，日本でも1995年原型炉「もんじゅ」
がナトリウム漏れ火災事故により運転中
止となった。　　　
　⑤　当初想定されていた核燃料サイクル
は，前頁の図のように，高速増殖炉を含
めたサイクルであったが，現実は高速増
殖炉の実用化が頓挫したため，MOX燃
料を軽水炉で使用するプルサーマル計画
が浮上したのであった。ただし，第２節
第１の５で述べるとおり，今日ではプル
サーマル計画も頓挫している。

　　
（5）放射性廃棄物の処理
　　原子力発電所や再処理施設から出た高レ
ベル放射性廃棄物については，地層処分な
どが検討されているが，いまだ最終的な処
分方法の目途が立っていない（第３節参
照）。

第２ 　日本における核燃料サイク
ル政策の概要

１ 　原子力委員会作成「原子力の研究，
開発及び利用に関する長期計画」
（1）「原子力の研究，開発及び利用に関す
る長期計画」における核燃料サイクル

　①　1956年（昭和31年）１月，原子力開
発を統括するため原子力委員会が設置さ
れ，同年９月，同委員会は，「わが国に
おける原子力の研究，開発および利用に
ついて，長期にわたる基本的かつ総合的
な目標，方針等を設定することにより，
原子力の平和利用を計画的かつ効率に推
進することを目的」として，「原子力の
研究，開発及び利用に関する長期計画」
（以下「長期計画」という。）を策定し
た。

　②　この長期計画における核燃料サイク
ルについて見ると，「原子燃料資源の有
効利用の面から見て増殖型動力炉がわが
国の国情に最も適合すると考えられるの
で，その国産に目標を置くものとする。」
（長期計画４方針（7））とするなど，戦後
の原子力政策の黎明期から，増殖炉を最
終目的とする核燃料サイクルが目標に掲
げられていた。

　③　また，「燃料要素の再処理について
は，極力国内技術によることとし，原子
力燃料公社をして集中的に実施せしめ
る」（同４（5））とした上で，「原子力燃
料公社」（後に動力炉・核燃料開発事業
団（以下「旧動燃」という。）現・独立
行政法人日本原子力研究開発機構）の業
務計画についても規定し（同５（4）），
「燃料要素の再処理および廃棄物の分離
処理は日本原子力研究所との緊密な連携
のもとに実施するものとする。」と，核
燃料サイクルを前提とする原子燃料の準
国産化を目指していた。

（2）長期計画の改訂における核燃料サイク
ル

　①　長期計画は，その後９回改訂されて
いるが，以下概観するように，高速増殖
炉を中心とした核燃料サイクルを目指し
つつ，その実用化の困難さが明らかにな
ったにもかかわらず，核燃料サイクルに
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固執するあまり，類似の問題を抱えたプ
ルサーマルに舵を切ってきたものであ
る。
　②　既に，最初の改訂である1961年（昭
和36年）の改訂において，「核燃料サイ
クルの自立体制をとった場合，不可欠の
要素であると考えられる高速中性子増殖
炉」としつつも，「その後の研究開発の
進展に伴いまだ技術的困難が多いことが
明らかとなり，これを解決し実用化する
にもっていくためには，従来考えられて
いた以上の研究開発期間を必要とすると
みとめなければならなくなった」として
高速増殖炉開発の困難さを吐露している
（第Ⅰ部　総論１長期計画改訂の背景）。
　　それにもかかわらず，「プルトニウム
の核燃料としての利用開発に重点を指向
し，その活用をはかる」とした（同３新
長期計画の構想）。
　③　そして，1967年（昭和42年）の改訂
では，「わが国で生成するプルトニウム
は，高速増殖炉用燃料として使用するこ
とが最も望ましい」としつつ，「高速増
殖炉が実用化されるまで相当の期間が必
要であるので，…この間熱中性子炉用燃
料として利用することが考えられる」と
して，プルサーマルに言及するに至る
（Ⅲ４プルトニウム燃料の研究開発）。
　④　この流れは，以降の改訂でも引き継
がれていき，2000年（平成12年）改訂で
は，「軽水炉による混合酸化物（MOX）
燃料利用（プルサーマル）」（第２部　第
３章　３核燃料サイクル事業―３）とし
て「プルサーマル」の語が使用され，プ
ルサーマルは，「原子力発電に係る燃料
供給の代替方式」であると捉え，かつ，
「経済性については向上の余地がある」
としつつも，結局「我が国としては，こ
の計画を着実に推進することは適切であ
る」とした。

２　「原子力政策大綱」へ
　（1）原子力委員会は，学会，経済界，法曹
界，立地地域，マスメディア，非政府組織
等の各界の有識者を構成員として新計画策
定会議を設置し，従来の長期計画に代えて
2005年（平成17年）10月，「原子力政策大
綱」（以下「大綱」という。）を策定した。
　（2）大綱は，核燃料サイクルについて「原
子力発電が我が国の基幹電源」「原子力発
電に必要な核燃料を供給するとともに使用
済燃料を処理する核燃料サイクル事業や放
射性廃棄物の処分事業についても着実な進
展が見られる。」との認識を示し（第１章
１－２現状認識），その上で，「我が国の原
子力発電とそれに必要な核燃料サイクル事
業を長期にわたって着実に推進していくこ
とに取り組むことを期待する。」とした
（第３章３－１－１基本的考え方）。
　（3）そして大綱は，以下の四つのシナリオ
を定め，それぞれについて，安全性，技術
的成立性，経済性，エネルギー安定供給，
環境適合性，核不拡散性，海外の動向，政
策変更に伴う課題及び社会的受容性，選択
肢の確保（将来の不確実性への対応能力）
の10項目から評価を行った。

　　シナリオ１：使用済燃料は，適切な期間
貯蔵した後，再処理する。なお，将来の有
力な技術的選択肢として高速増殖炉サイク
ルを開発中であり，適宜に利用することが
可能になる。

　　シナリオ２：使用済燃料は再処理する
が，利用可能な再処理能力を超えるものは
直接処分する。

　　シナリオ３：使用済燃料は直接処分す
る。

　　シナリオ４：使用済燃料は，当面全て貯
蔵し，将来のある時点において再処理する
か，直接処分するかのいずれかを選択す
る。

　　評価の結果，「我が国においては，核燃
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料資源を合理的に達成できる限りにおいて
有効に利用することを目指して，安全性，
核不拡散性，環境適合性を確保するととも
に，経済性にも留意しつつ，使用済燃料を
再処理し，回収されるプルトニウム，ウラ
ン等を有効利用することを基本方針とす
る。」との基本方針を示した（同３－１－
３（3）使用済燃料の取扱い（核燃料サイク
ルの基本的考え方））。
　（4）そして，その基本方針を踏まえて，
「当面，プルサーマルを着実に推進するこ
ととする。」とした（同（4）軽水炉による
MOX燃料利用（プルサーマル））。

３　エネルギー基本計画
　（1）長期計画（大綱）と並んで日本の原子
力政策の根幹をなすのが2003年（平成15
年）10月に閣議決定された「エネルギー基
本計画」である。
　　そこでは，原子力発電を「基幹電源」と
位置付け引き続き推進するとした上で，
「我が国としては核燃料サイクル政策を推
進することを国の基本的考え方」として核
燃料サイクルの推進をうたった。また，
「プルトニウムの確実な利用という点で，
当面の中軸となるプルサーマルを着実に推
進していくものとする」として，プルサー
マルの推進を掲げた。
　（2）2007年（平成19年）３月エネルギー基
本計画も，上記の方針を維持しつつ，「平
成24年（2010年）からの六ケ所MOX燃料
加工工場の操業開始に向けた技術開発を推
進すること等により，プルサーマルの実現
を含む核燃料サイクルの確立に向けて政府
一体となって取り組む。」と，プルサーマ
ル実現化により踏み込んでいる。
　　併せて，高速増殖炉についても，「平成
20年度（2008年度）に高速増殖炉『もんじ
ゅ』の運転を再開し，10年程度以内を目途
に発電プラントとしての信頼性の実証及び

ナトリウム取扱い技術の確立等所期の目的
を達成する」とするとともに，「高速増殖
炉サイクル技術は，…国として最重要課題
の一つとして推進する。」とした。

　（3）2010年（平成22年）６月のエネルギー
基本計画でも，「原子力発電を積極的に推
進する」とし，核燃料サイクルについても
「『中長期的にブレない』確固たる国家戦略
として，引き続き，着実に推進する。その
際，『まずは国が第一歩を踏み出す』姿勢
で，関係機関との協力・連携の下に，国が
前面に立って取り組む。」と，核燃料サイ
クル推進を表明した。プルサーマルの推進
及び高速増殖炉についても「2025年頃まで
の実証炉の実現，2050年より前の商業炉の
導入に向け…推進する」とした。

　（4）しかし，2011年３月の福島第一原発事
故を受け，原発及び核燃料サイクルに対す
る世論の厳しさが増す中，民主党政権下，
2011年（平成23年）10月の閣議決定に基づ
く「エネルギー・環境会議」は，2012年
（平成24年）９月，「革新的エネルギー・環
境戦略」において，「2030年代に原発稼働
ゼロを可能とするよう，あらゆる政策資源
を投入する」としながら，他方で，使用済
燃料等の受け入れに当たって，青森県との
間で「核燃料サイクルは中長期的にぶれず
に着実に推進すること」等を約束してきた
ので，この約束は「尊重する必要がある」
とするなど，日本の核燃料サイクル政策は
混乱を来すようになった。

　（5）安倍内閣は，90％を超える反対のパブ
リックコメントをよそに，2014年４月11日
「エネルギー基本計画」を閣議決定した。
　　「はじめに」の項では，「福島の復興・再
生を全力で成し遂げ，原発依存度を可能な
限り低減」「福島事故を防止できなかった
ことの反省」をうたっている。

　　しかし，原発依存度を低減するとしなが
ら，一方で原子力を「重要なベースロード



― 95 ―

第１節　核燃料サイクルの概要

電源」に位置付けし，世界で最も厳しい規
制基準に適合すると認められた場合には，
その判断を尊重して原発再稼働を進めると
している。しかし同委員会が合格証を出し
たからといって，原発が絶対事故を起こさ
ない担保にならないことは，同委員長自身
が繰り返し明言しているところである。す
なわち，規制基準を満たせば十分というも
のではなく，それは安全性の最低基準にす
ぎない。新規制基準は旧来の設計に安全対
策を追加した対処療法にすぎず，世界最高
の技術水準というのは政治的宣伝の域を出
ない。
　　適合性審査の結果に従い原発の再稼働を
進めるやり方は，福島第一原発事故同様の
事故が再発した場合の政治責任逃れの口実
に使われかねない。「依存低減」と言うも
のの，本音は「原発ルネッサンス」への回
帰と見ざるを得ない。
　　「原子力政策の再構築」の項では，核燃
料サイクル政策の推進をうたい，「資源の
有効活用，高レベル放射性廃棄物の減容
化，有害度低減等の観点から，…プルサー
マルの推進，六ヶ所再処理工場の竣工，
MOX燃料加工工場の建設，むつ中間貯蔵
施設の竣工等を進める」としている。た
だ，使用済燃料の直接処分に言及している
ところからは，全量再処理路線を見直さざ
るを得ない実情をかいま見ることができ
る。
　　基本計画の中で最も特徴的な点は，高速
増殖炉計画からの撤退である。原型炉もん
じゅのプルトニウム増殖機能を否定し，廃
棄物の減容，有害度低減，核不拡散技術の
向上を目的とする研究炉に格下げしたこと
である。2030年頃に実用化を目指した「夢
の原子炉」の末路である。これにより，再

処理の必要性は喪失したはずなのに，相変
わらず，電気料金の引き上げを招き安全性
に問題があるプルサーマルの推進，MOX
燃料加工工場の建設を掲げている点に政策
的不合理が存在する。ただし，核燃料サイ
クル政策の課題として技術の動向，エネル
ギー需給，国際情勢に対応した柔軟性を持
たせることが「重要」として，中長期的に
は核燃料サイクル・再処理政策の転換を匂
わせ，従来の積極推進姿勢に若干の修正を
加えている点が注目される。

　　いずれにしても，この基本計画は，福島
第一原発事故の反省，教訓を忘れ，脱原発
世論に逆行し，核燃料サイクル政策の不合
理性を看過したエネルギー政策と評価せざ
るを得ない。

４　以上見てきたように，日本の核燃料サイ
クル政策は，当初高速増殖炉を中心とした
核燃料サイクルを目指していたが，技術的
困難性が明らかになり，もんじゅ事故も発
生した。福島第一原発事故後はプルサーマ
ルを含め，核燃料サイクル自体の推進が困
難となっているが，今のところ，明確な政
策変更には至っていない。
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第１　必要性の喪失

１　高速増殖炉計画の破綻
（1）再処理の目的としての高速増殖炉
　　核燃料サイクルの要は，再処理と高速増
殖炉である。
　　再処理によって回収されるプルトニウム
を高速増殖炉の燃料に使って発電し，消費
した燃料以上の燃料を増殖し，もって準国
産エネルギーの安定供給を目指す，これが
核燃料サイクルの要である再処理の存在意
義であった。
（2）もんじゅの完全な破綻
　　ところが，2014年４月11日に閣議決定さ
れた「エネルギー基本計画」では，福井県
敦賀市白木にある高速増殖炉「もんじゅ」
は増殖機能を否定され，高レベル廃棄物処
理対策に格落ちし，これにより再処理の１
次的な存在意義は失われた。
　　もんじゅ破綻の原因は，①1995年のナト
リウム漏洩による火災事故に典型的に見ら
れる技術面での欠陥の露呈（原子力先進国
は，商業用の高速増殖炉計画から全て撤退
している），②運営主体の旧動燃の事故隠
しに対する国民の批判，そして，③とどめ
は2012年11月の日本原子力研究開発機構に
よる１万点を超える機器の点検漏れ発覚で
あった。以下，これらにつき概略を説明す
る。
（3）ナトリウム漏えい事故
　　もんじゅは，1995年12月６日から，原子
炉等規制法の規定に基づく使用前検査とし
て緊急停止試験を行うため，熱出力45％へ
向けて出力を増強していた。ところが，
「もんじゅ」の原子炉出力が43％に達した
12月８日午後８時前，大量のナトリウムが
漏れて炎上するという事故が起きた。
　　配管に取り付けてあった温度計の一つの

付け根からナトリウムが漏出したところ，
漏れ出たナトリウムが空気中の水分や酸素
と接触して激しく燃え，空気ダクトや鉄製
の足場を溶かし，コンクリートとの反応を
避けるために床面に張られたライナープレ
ートの一部と反応したのである。燃焼によ
って生じた腐食性のナトリウム反応生成物
は働き続けた空調のダクトを通じて建物の
床面積の22％に広がり，多くの装置を汚染
した。

　　第１章第２節第１で述べたとおり，もん
じゅについて設置許可の無効を認めた名古
屋高裁金沢支部判決は，①二次冷却材（＝
ナトリウム）漏えい事故について，床ライ
ナ破損の結果生じるコンクリートとナトリ
ウムの接触反応の検討が不十分であったこ
と，②蒸気発生器伝熱管破損事故につい
て，考慮すべき「高温ラプチャ」による破
損伝播の可能性を審査しなかったこと，③
炉心崩壊事故について，炉心損傷後の最大
有効仕事量が低過ぎ，科学的・専門技術的
見地からの慎重な調査審議を尽くしたと認
められないこと，の三点を問題視し，原子
炉の設置許可を違法・無効とした。判決の
指摘のうち，特に①は，上記事故を念頭に
置いたものである。

　　同事故に伴い，高速増殖炉の安全性につ
いて社会的に懸念が高まり，特に「もんじ
ゅ」は同事故後，長期間，運転停止を余儀
なくされた。
（4）事故隠し
　　さらに，事故隠しも，国民の批判をより
大きなものとした。

　　事故発生から５時間半後に５名の職員が
配管の部屋に入り，内部を調査するととも
にビデオ撮影を行ったが，社会的反響をお
それ，撮影したビデオを事故の深刻さが分
かりにくいように編集して公表した。この

第２節　再処理政策の中止
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事故を当初「事象」と軽く評価したことと
あわせて，もんじゅを運営する動燃の体質
も厳しく問われることになった。
　　さらに1996年１月19日，ビデオ隠しを担
当したとされる旧動燃職員が自殺した。言
うまでもなく，情報隠しの責任を一個人に
押し付けることは，決して許されるもので
はない。
（5）機器点検漏れ
　　その後，最高裁は2005年に前記高裁判決
を，独自の事実を認定して覆した。
　　これに先立つ2004年，旧動燃（旧動燃は
2005年10月より日本原子力研究所と統合再
編して独立行政法人日本原子力開発機構と
なる。以下「機構」という。）は運転再開
のための工事を開始し，当初の予定では工
期は約２年，健全性の確認に１年程度かけ
た後の2007年からもんじゅの本格運転に入
るとしていた。工事費は少なくとも数百億
円に上ったとされる。
　　実際に運転が再開されたのは，2010年５
月６日午前10時36分であるが，それからわ
ずか３か月後の８月26日には，炉内中継装
置が炉内に落下する事故が発生した。この
落下事故は，燃料交換ねじ具のゆるみを見
落とした単純ミスが原因とされている。こ
の落下した中継装置の引き上げは，ナトリ
ウム中を透視できないため難航を極めた。
ナトリウムは水と違って不透明であるとい
うことも安全管理上の問題点である。比較
的小さなトラブルがあっても直接見ること
ができないため，該当箇所の調査も困難で
あり，調査後の手直し工事にもコストがか
かる。同事故以来，現在に至るまでもんじ
ゅは再び運転を停止している。
　　機構は2011年２月14日，破損した装置の
撤去や鋼管などに13億8000万円の追加費用
が発生することを明らかにし，６月24日に
は引き上げが完了したとされる。この過程
において，2011年２月に落下した燃料の炉

内中継装置の担当だった燃料環境課長が，
撤去作業中に自殺するという悲劇がまたし
ても起こった。

　　そして規制委員会は，2012年11月に，
「もんじゅ」の点検漏れが約１万件あるこ
とを公表した。同年11月には，保全計画に
定められた機器の点検時期を超過して未点
検状態となったものが9679件確認された
が，その後もさらに未点検機器が見つか
り，最終的に合計9847件（うち，「安全上
重要な機器」55件）に上る未点検機器が確
認された。さらに，機構が規制委員会に提
出した報告書が全体として不十分であり，
また提出後に記載に誤りが見つかり訂正報
告が行われるなど，内容の信頼性にも疑義
があった。

　　これを受け2013年５月15日，規制委員会
は「安全確保を十分行える体制が整ってい
ない」と判断し，法律に基づいて体制の改
善が確認されるまで，運転再開に向けた準
備作業を行わないよう命じることを決め
た。
（6）現在の「もんじゅ」
　　ここに至り，長期の運転休止期間中１日
当たり約5500万円の維持管理費をかけて生
き長らえてきた高速増殖炉もんじゅは，遂
に終焉を迎えたのである。ところが，基本
計画ではもんじゅを高速炉に転換し，廃棄
物の減容化，有害度低減の研究拠点と位置
付けた。しかし，減容化できる核種は限定
されており，また有害度を低減する技術
（分離変換技術）は未確立で実現性に乏し
い実験計画に過ぎない。また，高速炉の事
故リスクは高速増殖炉と変わるところはな
く，安全性が危惧される。

　　このように，高速増殖炉（もんじゅ）計
画の破綻により再処理の必要性は失われ
た。
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２ 　再処理には減容化の効果もないこ
と

　また，再処理によって放射性廃棄物の量が
減るというのは誤りである。この点，第１節
で紹介した「原子力政策大綱」は，使用済燃
料を直接処分するよりは，再処理工場でウラ
ンやプルトニウムを取り出しながら，高レベ
ル放射性廃棄物を圧縮し，ガラス固化体にし
て処分すれば，体積で30%～40%減少し，処
分地の面積で1/2～1/3に減少する，と述べて
再処理の優位性を強調する。確かに，「高レ
ベルの」使用済燃料は，ガラス固化体にすれ
ば小さくなるかもしれない。
　しかしその結果，逆に膨大な量の低レベル
の放射性廃棄物が発生することになる。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，日本の
東海再処理工場では約40倍と試算される（原
子力資料情報室の試算より）。六ヶ所再処理
工場でも，事業申請書から試算すると約７倍
の放射性廃棄物の発生が見込まれている。さ
らには，廃棄物とは見なされない空や海への
日常的な放射能の垂れ流しもあり，工場の操
業後は，施設全体が放射性廃棄物となってし
まう。したがって，再処理は，むしろ放射能
廃棄物の量を増やすことになり，この点から
も不合理である。

３　余剰プルトニウム問題
　高速増殖炉計画から撤退を余儀なくされた
ことによって，少資源国における資源の有効
利用は大義名分を失ったにもかかわらず，基
本計画は，六ヶ所再処理工場の竣工，MOX
燃料加工工場の建設を促進し，核燃料サイク
ル政策の推進を図ろうとしている。
　具体的には，後述のプルサーマル計画を推
進することによって，プルトニウム需要を作
り出そうとするものである。しかし，「５」
で述べるとおりプルサーマルの不合理性は明
らかであり，福島第一原発事故後計画の実現

性も不透明な状況にある。
　このように，プルサーマル計画も非現実的
である以上，再処理政策を継続してプルトニ
ウムを生産し続けることによって，むしろ，
余剰プルトニウム非難が高まることになる。
我が国は現在，国内再処理で抽出された核分
裂性プルトニウム6.7t と英仏分23.7ｔ合計
30ｔを保有している（2011年９月20日原子力
委員会発表）。既成の使用済燃料が再処理さ
れれば，さらに203ｔが上積みになり，米仏
に次ぐプルトニウム大国となる。
　プルトニウムが長崎原爆の材料であること
は周知の事実であり，消費されないまま大量
のプルトニウムを保有することは核不拡散の
見地から国際的に強い非難にさらされること
から，政府は1997年に国際原子力機関
（IAEA）に対し，「余剰プルトニウム不保
持」を通告して国際公約とした。六ヶ所再処
理工場の本格稼働は，現状では余剰を加速す
ることになり，公約違反であると同時に核不
拡散の流れに抵触する。

４　再処理継続の真の意図
　福島第一原発事故は，脱原発の国民世論を
形成した。脱原発は必然的に再処理不要，
「プルトニウム・リサイクル路線」廃止に帰
着する。
　しかし，政府，官僚，電気事業者は世論に
逆行し，自らの利権確保に固執して，原発再
稼働をもくろんでいる。他方，再処理の廃止
は，使用済燃料の搬出先を失うことになるた
め原発の運転に支障をきたし，最悪の場合は
原発が停止する事態を招くことになることか
ら，再処理事業の継続にこだわる。
　事業継続は，原発延命そして電気事業者倒
産を免れるための最後の橋頭堡なのである。
　基本計画が，世論対策として原発依存度の
低減を前面に出しながら，再処理，核燃料サ
イクルの推進という，一見して整合性を欠く
政策選択をしたのは，このような背景事情が
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あるからにほかならない。

５　プルサーマル計画とその問題点
（1）プルサーマルとは何か
　　プルサーマルとは，軽水炉（熱中性子
炉）でウラン238とプルトニウムの混合燃
料であるMOX燃料を燃料として使用する
技術のことで，プルトニウムとサーマル
（thermal ＝熱）を合成した和製英語であ
る。
　　軽水炉のウラン燃料には，３～５％のウ
ラン235が含まれているが（残りは，ウラ
ン238），プルサーマル用のMOX 燃料で
は，ウラン235の代わりにプルトニウムを
４～９％程度混合する。軽水炉では，本来
MOX燃料を燃やすようには設計されてい
ないため，MOX燃料は燃料全体の３分の
１程度に抑えられている。
　　これに対し，後述する大間原発は，全炉
心にMOX 燃料を装荷するため，「フル
MOX原発」と称される所以である。
（2）プルサーマル計画の沿革と現状
　①　既に述べたように，本来核燃料サイ
クルの最終目標は，軽水炉の使用済燃料
から取り出したプルトニウムを高速増殖
炉で利用し，使った以上のプルトニウム
を生産してさらに高速増殖炉で利用する
ことにあり，限られたウラン資源の有効
活用にあった。
　②　ところが，前述したもんじゅのナト
リウム漏れ事故で高速増殖炉の実証炉計
画が白紙状態となり，プルトニウムが過
剰となる事態が必至となった。他方で，
日本の核開発は，1956年の長期計画以
来，「平和利用」に限定することを掲げ
ており，核兵器への転用が可能なプルト
ニウムを大量に保有することは，国際的
な疑念を招きかねない。
　　そこで，前述のとおり，1966年の長期
計画において，余剰のプルトニウムを軽

水炉で燃料として消費するプルサーマル
計画が浮上した。

　　2000年の長期計画では，2010年までに
16～18基の原発でプルサーマルを導入す
る計画が立てられ，その後の原子力政策
大網に引継がれた。2014年の「エネルギ
ー基本計画」では，従前どおり再処理政
策を継続するとしたことから，引き続き
回収プルトニウムはプルサーマルで利用
することで余剰解消することになった。

　③　ヨーロッパではプルサーマルの実績
は長く，フランス，ドイツ，ベルギー，
イタリア，スイスなどで行われていた
が，今後も再処理を継続してプルトニウ
ムを抽出し，プルサーマルを積極的に推
進しているのはフランスだけとなってい
る。

　　アメリカでは，1960年代にプルサーマ
ルが始められたが，その後中断し，2005
年６月からMOX燃料の試運転が開始さ
れた。冷戦の終結により核兵器の解体が
進み，プルトニウムの余剰が生じたこ
と，高速増殖炉計画の中止や遅延とあい
まって，プルトニウム処理の有効な方法
と捉える向きもある。

　④　日本においても，2009年12月に九州
電力株式会社玄海原発３号機，2010年３
月に四国電力株式会社伊方発電所３号
機，2010年９月に東京電力株式会社福島
第一原発３号機で，また，2011年１月に
関西電力株式会社高浜原発３号機でそれ
ぞれプルサーマル発電を開始した。

　　現在までに許可がなされているが未実
施のプルサーマル計画は，中部電力株式
会社浜岡原発４号機，関西電力株式会社
高浜発電所４号機，中国電力株式会社島
根原発，北海道電力株式会社泊発電所３
号機，東北電力株式会社女川原発３号機
がある。

　　また，現在計画中のものとして，電源
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開発株式会社大間原発１号機（現在建設
中）がある（当初計画では2014年度に運
転開始予定であった。）。
　　しかし，福島第一原発事故の影響等に
より，既に発電が開始された前記の原発
を含め，全ての原発でプルサーマルは中
止の状態にある。

（3）プルサーマルの不合理性
　①　使用済燃料を再処理しても，ほとん
どが燃え残りのウラン（回収ウラン）や
高レベル放射性廃棄物であり，プルサー
マルで利用できるプルトニウムは，せい
ぜい１％程度でウラン資源の有効利用に
はならないと指摘されている。
　②　上記の回収ウランは本来高速増殖炉
で使われ，プルトニウムに転換して利用
されるはずのものであるが，高速増殖炉
はこれまでも述べてきたように，いまだ
実用化されていない。
　　また，1/3装荷の MOX 燃料集合体
は，平均でプルトニウムに約５%，ウラ
ンが約95%の組成であるが，ここで使わ
れるウランは六ヶ所再処理工場の回収ウ
ランではなく劣化ウランを使う計画であ
る。これまで，回収ウランは燃料として
利用された実績はあるものの少量であ
り，大半はゴミとして貯蔵されることに
なる。
　③　また，プルサーマルのコストは，ウ
ラン燃料に比べて2.5倍とも５倍とも言
われており，そのコストが消費者の電気
料金に転嫁される。
　　だからといって，プルサーマルのコス
トを削減することは危険性を高めること
になり許されない。
　④　このように，プルサーマル計画の目
的は，余剰プルトニウム対策が主たるも
のであり，コスト面や資源の有効利用の
側面からも合理性は認められない。

（4）プルサーマルの危険性

　①　ウラン燃料と比較したMOX燃料の
安全面における特徴は以下のとおりであ
る。
・融点が低下し熱伝導度が下がるため燃
料が破損しやすくなる。

・核反応がしやすく，核分裂を抑える制
御棒やホウ酸の効果が低下する。

・中性子線が増え原子炉容器の脆化を早
める。

・アルファ線が増え，使用済燃料の発熱
を増やし，管理を困難にするばかり
か，放射性毒性を増大させる。

・燃料の燃え方にムラがあり，燃料棒が
破損しやすくなる。

・原子炉事故を起こした場合の被ばく線
量が２倍以上になる。

　②　プルトニウムは核兵器の材料となる
ことから，テロ等による攻撃や奪取の対
象となり，核物質防護の観点からも問題
がある。

（5）小括
　　このように，プルサーマルも高速増殖炉
同様，経済性，危険性のいずれの観点から
も完全に破綻している。全ての原発でプル
サーマルが中止している今こそ，プルサー
マル計画から撤退する好機である。

　参考文献
・もんじゅ事故総合評価会議編「もんじゅ事
故と日本のプルトニウム政策」（七ツ森出
版，1997年12月第１版）

・海渡雄一・福島みずほ「脱原発を実現す
る」（明石書店，2012年11月第１版）

第２　経済性の欠如
　原子炉等規制法第43条の５は，再処理事業
の指定要件として，「経理的基礎があるこ
と」と定めているにもかかわらず，日本原燃
は六ヶ所再処理のコストを公表していない。
高木仁三郎氏の試算によると，どんなに安く
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見積もっても１ｔ当たり４億円を下らないと
され，電事連の試算でもこれに近い３億4400
万円となっている。
　他方，海外再処理委託料は，フランスの
ラ・アーグ再処理工場（UP-3）が１億1000
万円，セラフィールド再処理工場が9000万円
と言われており，これにくらべ六ヶ所再処理
工場のコストがいかに高額であるかがわか
る。日本原燃の前身である日本原燃サービス
株式会社の豊田正敏副社長は，現在のピュー
レックス法による再処理はコストを1/3～1/5
に低減させなければ採算がとれないと述べて
いる。　
　工場の建設費も当初予算（7000億円）の約
３倍に相当する２兆1930億円の巨費にふくれ
あがり，これまでの補修費用，今後の改修費
などを加算すると更に膨張することは必至で
ある。
　政府の試算によると，核燃料サイクルのバ
ックエンドコスト（使用済燃料の貯蔵，再処
理，廃棄物処理処分等に要する費用）は18兆
8000億円と見積もられ，そのうち再処理関連
コストは約11兆円といわれている（2004年１
月コスト等検討小委員会報告）。この試算
は，工場のフル稼働を前提にしていること
や，事業項目が限定されているため過小評価
されており，将来数倍に膨れ上がる可能性が
あるとの指摘がある（大島堅一著「再生可能
エネルギーの政治経済学」98頁）。
　この試算の前提は，運転期間40年，再処理
される使用済燃料約32000ｔ（800ｔ×40年）
であるから，再処理コスト約11兆円をベース
にして前記の再処理費用を単純計算すると，
１ｔあたりに３億4000万円（設備利用率を
60%とすると３億8000万円）になる。
　これらのコストは2005年５月に法制化され
た「再処理等積立金制度」（2013年現在残高
２兆4759億9000万円）と，2000年６月法制化
された高レベル放射性廃棄物の「最終処分積
立金制度」（2013年現在残高9714億2000万

円）を電力事業者から徴収して財源を確保す
るが，結局は電気料金に上乗せされるため，
国民は不合理な再処理のツケを回されること
になる。
　以上のように，六ヶ所再処理工場は，「経
理的基礎」を欠き，経済性の喪失は明らかで
ある。
　使用済燃料は，高いコストをかけて再処理
するのではなく，半分以下のコスト（2011年
10月原子力委員会検討小委員会試算）で処分
できる直接処分（ワンス・スルー）方式を採
用すべきである。

第３　再処理の危険性
　再処理技術は，国の内外を問わず未確立で
あり，運転の安全性は確保し難い。

１　再処理技術の困難性
　再処理技術は，非常に強い放射性物質と高
濃度の核分裂物質（プルトニウムとウラン）
に対する化学処理が極めて困難であることか
ら，いまだ確立段階に至っていない。再処理
工場は，最大級の放射能を取扱う「核施設」
の側面を有すると同時に，使用済燃料を切
断，溶解してそこに含まれるウラン，プルト
ニウム，核分裂生成物（いわゆる死の灰）を
分離する「化学工場」の側面も有する。核施
設としての危険性は，プルトニウムの臨界事
故に象徴される。そのほかに，冷却機能喪失
による高レベル廃液の蒸発乾固や，使用済燃
料プール水の漏洩による燃料棒溶融・水素爆
発などが想定される。化学工場としての危険
性は，分離工程で使用する有機溶媒に起因す
る火災・爆発事故が典型例である。

２ 　事故時及び平常時における放射能
汚染

　後述するように，再処理先進国である米・
英・仏・露各国においても重大な事故が起き
ており，また東海再処理工場でも，1981年の
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本格操業開始以降に公表した事故だけでも，
47回の多数回に及んでいる。とりわけ，後述
する1997年３月のアスファルト固化処理施設
における火災爆発事故は，大量の放射能放出
と作業員被ばくをもたらした。
　事故が起きなくても，平常運転の過程で大
量の放射性物質が大気に海中に放出される。
セラフィールド再処理工場周辺では，海に放
出されたプルトニウムが陸上に逆戻りし，施
設周辺住民に白血病などの被害を及ぼし，同
工場から放出された放射性廃棄物はヨーロッ
パ沿岸を広く汚染しているとの実情が報告さ
れている。

第４ 　諸外国の核燃料サイクル施
設における事故

　再処理施設を含む核燃料サイクル施設にお
ける事故には，火災・爆発等の事故や，放射
性物質の漏洩事故等のほかに，臨界事故があ
る。

１　イギリス
（1）ウィンズケール第１再処理工場の臨界
事故

　　ウィンズケール再処理工場は，イギリス
北西部のウィンズケール（現在のセラフィ
ールド）に位置し，1954年に完成した。プ
ルトニウム生産炉の照射済燃料を処理する
ために運転開始した工場である。この工場
では1970年８月24日に臨界事故が発生し
た。この事故による作業員の被曝はなかっ
たとされている。
　（2）同処理工場の酸化物燃料処理用前処理
施設（FEP）における汚染・被爆事故
　　またウィンズケール再処理工場では，酸
化物燃料に対応する再処理が必要となった
ため，運転停止となっていたウィンズケー
ル第１工場を改造し，前処理施設（FEP）
を付設して1969年に運転を開始した。1973
年９月26日に燃料溶解液中の固体核分裂生

成物の蓄積及び発熱量増大によりジルコニ
ウムが燃焼し，揮発性ルテニウムによる汚
染・被曝事故が発生した。この事故で運転
員35人が放射性エアロゾルにより被曝し，
以後の運転は中止され，工場は閉鎖され
た。原子炉施設の事象の国際評価尺度
（INES）は大量の放射性物質の漏洩を伴う
重大な事象として，「レベル４」と評価し
た。
（3）セラフィールド再処理工場における放
射性廃液誤放出事故

　　英国核燃料会社（BNFL）が運営してい
るセラフィールド核燃料サイクル施設は，
イギリス北西部のカンブリア州に位置し，
アイリッシュ海に面している。この施設に
おいて，1979年３月15日と1983年11月10日
に，放射性物質を含む溶液の漏洩事故があ
った。1986年１月23日には，アイリッシュ
海へウラン440㎏を海洋放出する事故が発
生した。その後，1986年２月５日にはプル
トニウムミストの漏洩事故，1987年１月19
日にもプルトニウム漏れ事故が発生，1992
年９月８日にも，プルトニウム蒸発器の管
機構の欠陥により硝酸プルトニウム溶液が
セル内に漏れ出す事故が発生し，運転を休
止した。
（4）ドーンレイ再処理工場での漏洩事故
　　イギリス北部のスコットランドにあるハ
イランド州北岸に位置するドーンレイに
は，英国原子力公社（UKAEA）のドーン
レイ原子力開発施設とイギリス国防省のヴ
ァルカン海軍原子炉試験施設がある。この
ドーンレイ原子力開発施設の敷地内に設け
られた燃料再処理試験施設では，1996年９
月に漏洩事故が発生したため，運転停止と
なり，現在は廃止措置実施中である。
（5）THORP 再処理工場の放射性溶液漏洩
事故

　　THORP 再処理工場（Thermal Oxide 
Reprocessing Plant）はイギリス北西部カ
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ンブリア州に1992年に建設が完了し，1994
年３月より試験操業を開始し，1997年８月
に公式な認可を得て本格運転を開始してい
たが，2005年４月19日に配管の破損により
セル内へ多量の放射性溶液が漏洩する事故
があった。この事故による作業員の被曝及
び周辺環境への放射性物質の放出はなかっ
たとされているが，原子炉施設の事象の国
際評価尺度（INES）は大量の放射性物質
の漏洩を伴う重大な事象として，「レベル
３」と評価した。THORP 再処理工場は以
後の操業が停止された。

２　アメリカ合衆国
（1）サバンナリバー再処理施設の蒸発缶及
び脱硝器爆発事故

　　サウスカロライナ州にある米国軍事用の
サバンナリバー再処理施設で，1953年１月
12日に硝酸ウラニル溶液の蒸発濃縮中に蒸
発缶が爆発し，建屋の屋根と壁の一部を損
傷，運転員２人が負傷した。原因は蒸発缶
の供給液にTBP（リン酸トリブチル）と
希釈材であるケロシンが多量に混入してい
たこと，過濃縮により溶液が高温となり，
急激な熱分解反応が起こったこととされ
た。
　　また，1975年２月12日には酸化ウランを
製造する脱硝器に，ウランとTBP の錯体
が誤って混入したことにより可燃性ガスが
脱硝器室に充満し，引火して爆発する事故
が起きている。この事故では蒸発缶は６つ
の大きな破片となって砕け，建屋の大部分
の隔壁が損傷し，運転員２人が軽傷を負っ
たが，内部及び外部被爆者はなかった。
　　このほか，1961年５月30日には，ヨウ素
131の放出事故も発生している。
（2）ロスアラモス国立研究所プルトニウム
回収施設での臨界事故

　　ニューメキシコ州ロスアラモスにあるこ
の研究所は，マンハッタン計画で原子爆弾

の開発を目的として設立された国立研究所
である。この施設はプルトニウム金属製造
工程により発生する廃棄物からプルトニウ
ムを回収する施設である。事故は1958年12
月30日，プルトニウム抽出槽にプルトニウ
ムを含む劣化溶媒のエマルジョンが蓄積し
ていたことに気づかずに，つまりエマルジ
ョンが入っていないと誤解して，濃硝酸を
入れ空気攪拌したところ，分離した溶媒相
にプルトニウムが抽出され，攪拌停止後に
槽内で水相と溶媒相に分離した。その後攪
拌機のスイッチを入れたところ，前述の誤
解により，当初の想定より200倍のプルト
ニウムが存在したことから臨界状態に到達
してしまったものである。この事故により
操作員が被曝し，約35時間後に死亡した。
（3）アイダホ化学工場での臨界事故
　　アイダホ州アイダホフォールのこの工場
では軍艦の推進用原子炉，材料実験炉
（MTR），増殖実験炉（EBR）等の高濃縮
ウラン燃料やトリウム燃料等の燃料を処理
している。1959年10月16日に，硝酸ウラニ
ルをサンプリングのために空気攪拌したと
ころサイフォン作用が発生し，非安全形状
タンクへ移相したところ臨界状態となっ
た。この事故では12人が被曝した。

　　1961年１月25日には蒸発缶の詰まり物の
除去作業中に，非安全形状部へ溶液が吹き
上げられ臨界状態となり，251人が被曝し
た。

　　その後，1978年10月17日には３度目の臨
界事故が発生している。高濃縮ウランの回
収工程において，洗浄用の硝酸アルミニウ
ムの濃度が低下したためにウラン濃度が上
昇し，臨界状態となった。この際はセル内
で発生し，被曝及び汚染，物的損害はなか
った。
（4）ロッキーフラッツ核兵器工場での火災
事故

　　コロラド州デンバーのロッキーフラッツ
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核兵器工場は，1952年から核兵器の主に起
爆装置の製造を行っていた。この工場で
1957年９月11日にプルトニウム金属の自然
発火による火災事故があった。この事故に
より建屋内のプルトニウム汚染による除染
には，その後約５年間の作業が必要となっ
た。
　　1965年10月15日には，グローブボックス
のプルトニウムから発生した火災により，
25人の作業員が酸化プルトニウムのエアロ
ゾルを吸入する被曝事故が発生し，12人が
肺の許容値の１～17倍を被曝した。1969年
５月11日にもグローブボックスのプルトニ
ウムから発火した大規模火災が発生し，臨
界の一歩手前の状態となった。この火事は
翌12日の朝に消火されたが，プルトニウム
の汚染により消防士１人が重大な内部被曝
を受けた。施設はその後1992年に閉鎖とな
っている。
（5）リッチランドの再処理施設における樹
脂爆発事故

　　ワシントン州リッチランドの再処理施設
では，ハンフォードの Z-9トレンチで，
1955年９月から1962年６月にかけて土壌汚
染事故が発生している。1962年４月７日に
は，プルトニウム回収施設において臨界事
故が発生し，1976年８月30日には樹脂爆発
による事故が発生した。この爆発事故では
作業員１人が負傷し，放射性物質の飛散に
より作業員８人が被曝，さらに負傷者の搬
送に伴い看護師２人も汚染された。
（6）テネシー州オークリッジ工場での事故
　　1958年６月16日，テネシー州オークリッ
ジのY-12工場において臨界事故が発生し
た。1959年11月20日には，ソレックスパイ
ロットプラントにおいて，プルトニウム蒸
発缶での化学爆発事故が発生した。
（7）ハンフォードプルトニウム回収施設で
の試薬貯漕爆発事故

　　ワシントン州リッチランド近くの米国ハ

ンフォード軍事用再処理サイトのプルトニ
ウム回収施設において，1963年11月６日に
発熱反応及び火災事故が発生した。1973年
４月６日には，溶液の地下漏洩事故が発生
した。1974年８月30日の未明にはイオン交
換樹脂のカラムが爆発し，作業員１人が負
傷，被曝する事故が発生した。この事故で
は傷口などから大量のアメリシウムを体内
に取り込み，その量は約１ミリキュリー
（37MBq）と推定され，当時の最大許容量
の１万倍を超える史上最大の人身事故とな
った。その後1976年８月30日には，爆発事
故が発生した。1986年９月26日には，臨界
の可能性がある事故が発生し，1990年には
爆発の可能性がある事故が発生した。その
後1997年５月に試薬の貯漕で爆発事故が発
生した。この事故では貯槽の蓋とドア，屋
根の一部を損傷させたが，負傷者及び放射
性物質の環境への放出はなかった。

３　フランス
（1）ラ・アーグ再処理工場での汚染事故
　　フランス北部ノルマンディー地方にある
ラ・アーグ再処理工場は，当初は軍用とし
て操業されたが，現在は民間事業としてフ
ランス及び日本など諸外国から送られる使
用済燃料の再処理を行っている。

　　この工場で1977年９月２日に貯蔵ポンド
水処理施設において，溶液のオーバーフロ
ー事故が発生した。同年11月26日には，プ
ルトニウム調整貯蔵施設での空気汚染事故
が発生している。
（2）ラ・アーグ再処理工場の電源火災
　　ラ・アーグ再処理工場では，1980年４月
15日に，外部電力の主受電設備変電所で非
常用電源を接続していた際に火災が発生し
た。この火が制御板に延焼したため非常用
電源が働かず，工場内は全停電となった
が，移動式発電機で高レベル廃液貯槽の冷
却や攪拌を行うなどしたため，重大な汚染
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は発生しなかった。しかし，その翌年の
1981年１月６日には，自然発火による火災
も発生している。

４　ロシア
（1）マヤーク核技術施設における事故
　　マヤーク核技術施設はロシアのオジョル
スク近郊，チェリャビンスク州にある各施
設である。旧ソ連時代には核兵器用のプル
トニウムが生産されていたが，現在は原子
力潜水艦及び原子力発電所用の燃料材料の
生産及び使用済燃料の再処理が行われてい
る。
　①　1953年３月15日，プルトニウム・窒
素化合物の容器内の臨界事故では，３人
が負傷した。この事故による原子力施設
等の国際評価尺度（INES）は，レベル
３とされた。
　②　1957年４月21日，グローブボックス
器にウラン溶液が集まりすぎ，臨界を越
えようとする状態になった。これにより
容器が破裂し，溶液の一部が手袋の袋に
流れ込んだ。この事故で作業員１人が死
亡し，10人が負傷したこの事故による原
子力施設等の国際評価尺度（INES）の
レベル４とされた。
　③　キシュテム再処理施設の高レベル廃
液貯槽爆発事故（ウラルの核惨事）
　　キシュテム軍事用再処理施設で，1957
年９月29日に，高レベル放射性廃液が入
った液体廃棄物貯蔵貯槽の冷却装置が故
障した。しかし，故障箇所が高線量であ
ったために修理不能となり，結果として
廃棄物溶液が乾燥・濃縮して可燃性物質
を生成し，タンク内の温度が急上昇し爆
発した。この爆発による負傷者は1人だ
が，大量の放射性物質が大気中に放出さ
れ（主にストロンチウム90），北東方向
に幅約９km，長さ約105km の帯状の地
域を汚染したために３万４千人が被曝

し，23か村の約１万人が避難した。この
事故による原子力施設等の国際評価尺度
（INES）のレベル６にあたるとされてい
る。

　④　1958年１月２日，臨界実験の後にウ
ラン溶液を安全な容器に入れ替える際，
定められた手順を守らなかったことから
形が変化してしまい，臨界に達した。こ
の際に溶液が爆発し，被曝した３人の作
業員が死亡し，１人が負傷したこの事故
による原子力施設等の国際評価尺度
（INES）は，レベル４とされた。
　　その後も1960年12月５日にはプルトニ
ウム・カルボナットの臨界事故（INES
レベル３），1962年９月７日にはプルト
ニウム廃棄物による臨界事故（INES レ
ベル３），1965年12月16日には高濃縮ウ
ラン廃棄物による臨界事故（INES レベ
ル３）が起きている。

　⑤　1968年12月10日に，プルトニウム溶
液を20リットル容器から60リットル容器
へ移す際に，60リットル容器の溶液が臨
界に近い状態となった。その結果発生し
た光と熱のために作業員が20リットル容
器を落とし，プルトニウム溶液が床に流
れ出した。この臨界事故による死者は１
人，負傷者は１人であった（INES レベ
ル４）。

　⑥　1994年８月31日に，使用済燃料の処
理中，燃料棒のカバーから発火した。

　⑦　2007年６月26日から28日にかけて，
放射性液体用の管の破損により液体が２
日間に渡って漏出した。また，同年10月
25日，再処理工場の液体放射性廃棄物タ
ンクから道路へ放射能が漏れだした。

　⑧　2008年10月22日，継ぎ目の故障によ
り貯蔵地から放射性物質が流れ出し，３
人の技師が負傷した。

（2）トムスク－７
　　トムスク－７（現在名はセーベルスク，
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シベリア化学コンビナート）は，秘密都市
の一つであった。ロシア連邦シベリアのト
ムスク市の北北西に位置している。トムス
ク－７の再処理施設プラントはロシア原子
力省の所属である。
　　1993年４月７日に，トムスク－７内にあ
る軍事用再処理プラント建屋内にある調整
タンクに注入した濃硝酸とタンク内に混入
していた多量の有機物とが反応して，タン
クが破裂した。これにより，噴出した可燃
性ガスが爆発して建屋の壁や屋根が破壊さ
れた。また爆発と同時に火災も発生した
が，火災についてはおよそ10分後に消火さ
れている。初期の爆発の際に建屋の側壁か
ら放射能が漏れ，建屋周辺が汚染された。
当日の天候は雪で風向は北東であり，トム
スク－７は市街地の北部に位置していたた
め，トムスク－７の市街地及びトムスク市
での放射能汚染はほとんどなかったが，北
東の農村では高い線量が確認された。な
お，死傷者はなかった。この事故による原
子力施設等の国際評価尺度（INES）のレ
ベル３の「重大な異常事象」にあたるとさ
れている。

５　ベルギー
（1）ユーロビチウムプラントにおけるアス
ファルト固化施設火災事故

　　ベルギーのモルに建設されたユーロケミ
ック社の再処理工場は，1966年に建設が完
了し，運転が開始された。この施設は1974
年に閉鎖され，その後廃棄物処理中であっ
たところ，1981年12月に，ユーロビチウム
プラントにおいて中レベル放射性廃液をア
スファルト固化する際，アスファルト混合
物をドラム缶に注入してから８時間経過後
に，３本が２時間の間隔で順次自然発火し
た事故である。火災は数分以内に消火さ
れ，負傷者及び内部被曝者はなかった。火
災の原因はアスファルトの混合物に混入さ

れた有機物が発熱分解を起こし，アスファ
ルトと硝酸ソーダの急激な酸化反応によ
り，可燃性ガスが放出されて発火に至った
ものと推定された。

　参考文献
・一般財団法人高度情報科学技術研究機構
（RIST），原子力百科事典「ATOMICA」
・一般財団法人電力中央研究所　飯塚政利
「6-6世界の再処理工場」 （2013年４月15
日）

・核燃料サイクル開発機構技術展開部，中村
博文，大森栄一，須藤俊幸「東海再処理施
設の安全性確認の結果について」サイクル
機構技報NO. 4

・原子力安全委員会「原子力安全白書平成４
年版」

第５ 　全国の核燃料サイクル施設
における環境破壊の危険

１　大間原発
（1）大間原発の概要など
①　概要

　　大間原発は，電源開発株式会社（以下
「電源開発」という。）が青森県下北郡大
間町で建設をしている改良型沸騰水型原
子炉（ABWR）の原子力発電所である。

　　電源開発は，1952年９月に設立された
後，2004年10月以降は東京電力ほかが株
主となっている完全民営会社である。同
社は，それまで水力発電や火力発電は扱
ってきたものの，原発は所有しておら
ず，大間原発は同社が初めて扱う原発で
ある。
②　建設開始までの経緯

　　当初，電源開発は，新型転換炉（ATR）
実証炉を建設する計画を進めていたとこ
ろ，1995年８月に原子力委員会は，新型
転換炉建設計画の中止を決定し，代替計
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画としてフルMOX型の改良型沸騰水型
原子炉の建設に向けた動きが始まるよう
になった。
　　その後，1999年９月から大間原発の設
置許可申請がされ，一時取下げられるな
どの経過を経て，2008年４月に大間原発
の原子炉設置が許可され，同年５月から
実際の建設が始まっている。

（2）大間原発の特殊性
　　上記のとおり，大間原発は，フルMOX
型の改良型沸騰水型原子炉であり，かつ商
業炉である。これは世界的にも例のないも
のであるため，以下，具体的な内容につい
て説明する。
①　フルMOX型
　　核燃料サイクルにおいて回収されるプ
ルトニウムとウランを混合した燃料を
MOX燃料という。
　　原発の中核である原子炉には，核燃料
が充填される。このとき，原子炉にどの
ような燃料を充填できるかは原子炉の構
造や性質によって異なる。この原子炉の
構造として，大間原発は，全ての原子炉
にMOX燃料を装荷することが可能であ
る点で，他の原発とは全く異なった性質
を有している。
　　このような，全ての原子炉にMOX燃
料を装荷することができる構造をもっ
て，フルMOX型と呼ばれる。
②　世界に例のない商業炉であること
　　原発の危険性は言を待たないところで
あり，少なくとも実証炉や実験炉での適
切な安全確認を経て，初めて経済性を追
及する商業炉としての利用が可能になる
のが通常である。
　　ところが，フルMOX型の原発は，唯
一フランスの実験炉において，フル
MOX型での運転のためのデータを取得
しつつある段階に過ぎない。
　　大間原発は，稼動を始めれば発電出力

138万3000kW という国内最大の原発と
なる見込みのものであり，完全な民営会
社によって操業されていく。当然，経済
性が追及される商業炉である。このこと
が，どのような被害を生じる可能性があ
るのか，福島第一原発事故を経た我々に
想像することは難くない。

　　ただでさえ高度に技術的な原発と，フ
ルMOX型という未確立な技術の融合
が，商業炉という経済性が追及される形
で稼動される可能性があるところにも，
大間原発の特殊性がある。
③　原子炉建屋の位置の変更

　　先に指摘したとおり，大間原発の設置
許可申請は一度取下げられている。これ
は，原子炉の設置位置が変更等されたか
らである。

　　大間原発の原子炉建屋の設置場所とし
て当初予定していた敷地には，大間原発
の設置に強く反対していた住民の土地へ
つながる専用道路が存在していた。故・
熊谷あさこ氏の土地である。同氏は，最
後までこの土地を手放すことはなく，電
源開発株式会社は，この土地を避けたと
ころに新たに原子炉建屋を建設すること
で設置許可申請を改めて行った。

　　このような経過をたどっているため
に，大間原発の敷地内には，個人の土地
が残された状態になっている。

　　このことも，大間原発の特殊性として
指摘できる。

（3）大間原発と環境破壊の危険
①　大間原発の問題点

　　上述のような大間原発の特殊性に加え
て，大間原発には多くの問題点がある
が，そのいくつかをここで指摘する。こ
れらは，大間原発が環境破壊の危険を有
していることを優に想像させる。
②　温排水

　　大間原発が稼動すれば，その運転中に
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は毎秒90ｔ以上の割合で海水温より７℃
も高い温度の排水を，津軽海峡へと放出
する。
　　当然自然状態とは全く異なる状況であ
り，周囲の海の環境に大きな変化を与え
ることが懸念される。
　　2014年４月３日に，日弁連で現地調査
に行った際には，長く大間町に住む住民
から，大間原発の建設準備が始まったこ
ろから真昆布の採取が激減したことなど
の説明を受けた。現状に加え，将来大間
原発が稼動するようになったときには，
排出される温排水によって海水が暖めら
れることが想定され，さらに漁場は悲惨
な状況に置かれることも懸念される。
③　インターナルポンプの危険
　　ABWRでは，燃料で発生した熱を効
率よく取り出すために，圧力容器内の冷
却材を再循環ポンプによって強制的に循
環させている。この設備は，圧力容器の
外にある場合と内側にある場合がある
が，ここでは，内側に備えつける内蔵型
循環ポンプ（インターナルポンプ）が採
用されている。
　　このことは，一面ではより安全のため
の措置だと喧伝されることもある。しか
し，インターナルポンプには振動防止の
ためのサポートが付属しておらず，地震
に対する備えには不足がある。この点
は，同様にインターナルポンプが用いら
れる柏崎刈羽原発でも指摘されている事
項である。
　　そして，このインターナルポンプが地
震により破損，脱落したような場合に
は，炉心への注水が間に合わず，冷却に
失敗し，いわゆる炉心熔融事故にまで至
る可能性が高い。
④　新型の制御棒・制御棒駆動装置
　　制御棒とは，炉心に抜き差しされるこ
とで，原子炉の出力を調整するものであ

る。
　　ABWRの制御棒では，改良型制御棒
駆動機構が採用され，大間原発ではさら
に特殊な高価値制御棒が採用されてい
る。

　　制御棒は，これが挿入されることで出
力を抑える方向に働くものであるので，
制御棒が落下する事故が生じれば，核分
裂反応が急速に進むような事故となる可
能性がある。

　　現実にも，制御棒の引き抜けに関する
トラブルが発生している（1996年６月10
日，柏崎刈羽６号機など）。
⑤　予想されるべき地震の不備

　　大間原発の建設される下北半島の北西
沖には，中田高氏（元広島工業大学環境
学部教授）や，渡辺満久氏（東洋大学社
会学部教授）らが存在を指摘する巨大な
活断層がある。この活断層の存在は，変
動地形学の視点から調査データや現地地
形などから明らかにされている。

　　しかし，この活断層については，大間
原発の設置許可に当たって十分に考慮さ
れていないといえる。そして，このこと
は，同活断層から発生する可能性のある
巨大な地震に対する備えがなされていな
いことに等しい。

　　科学的にも指摘される事情があるにも
かかわらず，それを想定しないことな
ど，福島第一原発事故を経てからは一層
あり得ないものである。

　　先に指摘したインターナルポンプの危
険の点にも関わるが，予想されるべき地
震の不備は，必ず解消されなければなら
ない。
⑥　その他の問題点

　　大間原発の抱える問題は他にも不均質
な地盤，周辺火山の問題，想定されるべ
き津波の問題など多岐にわたる。

　　電源開発は，2014年秋に安全審査申請
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を行う見通しを発表し，2014年７月から
は追加で地質調査を実施することも明ら
かにしてきた。
　　安全審査を通過のため，この段階にな
って改めての調査が必要になること自
体，これまでの想定の甘さを露呈すると
ともに，大間原発の危険性を図らずも証
明するものではないだろうか。

（4）大間原発と函館市
①　大間原発と函館市の距離
　　函館市は，人口27万2645人（2014年５
月31日現在）を抱え，道南地域の中核都
市であり，函館山を始めとする観光産業
や，いかなどの海産物も著名である。そ
のため，福島第一原発事故と同様の重大
事故がたった30kmしか離れていない大
間原発で発生した場合には，その影響，
損失は図り知れない。それどころか，自
治体としての存続すら危ぶまれるといえ
る。
②　函館市民らの抱える不安
　　大間原発については，函館市民を中心
として大間町民も含む周辺市町村の住民
ら（それ以外にも広い範囲の者）が原告
となり，差止め等の訴訟が提起されてい
る。
　　その訴訟の中で，あるいは訴訟の外で
あっても，大間原発の建設が進むことそ
れ自体や，将来の稼動への不安は大き
く，住民らの建設の差止めを望む気持ち
が強いものであることがうかがわれる。
そして，その不安は福島第一原発事故を
経て，一層大きく，一層真摯なものとな
っている。
　　特に子の将来を案じる親の声は，静か
に，強く，裁判官に訴えかけている。
　　しかし，そこで不安を訴える原告らの
ほぼ全てが，大間原発の設置許可手続に
は何ら実質的な関与はできていない。大
きな危険を，ほとんど強制的に負わせら

れた市民らの不安がこのまま置かれるこ
とは許されない。
③　函館市の提訴

　　2014年４月３日，北海道函館市は，大
間原発について事業者である電源開発株
式会社と国を相手取り，建設差止めを求
める訴訟を東京地裁に提起した。

　　訴状を提出した工藤壽樹函館市長は，
「危険だけを押しつけられて，（建設の同
意手続きの対象外のため）発言権がない
理不尽さを訴えたい」と語ったことなど
が報道された（2014年４月４日朝日新聞
朝刊１面）。
　　函館市の一部は，大間原発から30km
圏内に入るほど，非常に近接した場所に
存在する。福島第一原発事故では深刻な
被害が30km 圏に及んだことを考える
と，函館市が「危険を押しつけられ」て
いることは明らかなものといえる。

　　また，函館市の南側は海に面してお
り，大間原発で事故があった場合にはそ
の避難経路は北側に限られる。ところが
その場合，避難経路は交通量の多い幹線
道路か，峠を抜ける細い国道に限られ，
到底スムーズな避難はできない。このこ
とは，自動車などで函館市から北側に移
動したことのある者であれば，かなりの
実感を持って首肯できるであろう。

　　それにもかかわらず，このまま大間原
発が建設されることは，「実効性のある
避難計画が作れない地域に原発を作ろう
としている。住民の命は二の次で，原発
ありきだ」という函館市長の訴えに端的
に表現されるとおり，容易に許されては
ならない。

　　函館市の提起した訴訟は，2014年７月
３日に第１回口頭弁論が開かれた。函館
市長は，35分間意見を陳述した。函館市
長は，「電源開発と国に対し，原発に不
安を抱く住民への説明責任を果たすよう
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要望したが，ひたすら建設継続の必要性
を説く対応に落胆した。」「北海道側の意
見は全く無視されている。」と訴え，「放
射能という代物をまき散らす原発の過酷
事故は，これまでにはない壊滅的な状況
を半永久的に周辺自治体や住民に与え
る。函館がその危機に直面している」と
して陳述を締めくくった。
　　これに対して，国側は，函館市の原告
適格を争い，「訴えは不適法ですから速
やかに却下されるべきです」と求めた。
危険性を訴える自治体の懸念に正面から
答えず，形式的な対応に終始すること
が，国のあるべき対応，意見として相当
であるかは，大いに疑問がある。

　参考文献
・2014年４月４日朝日新聞
・2014年７月４日北海道新聞

２　六ヶ所再処理工場
（1）施設の概要
　　原発から運び込まれる使用済燃料を年間
800ｔ再処理する商業用の施設である。施
設は使用済燃料を受け入れ貯蔵するプール
（貯蔵容量3000ｔ），再処理設備（せん断し
た使用済燃料を硝酸で溶解し，プルトニウ
ムとウランを抽出する工程），MOX貯蔵
施設，再処理後に残る放射性廃棄物（いわ
ゆる死の灰）の処理・貯蔵施設などに大別
される。
（2）立地から建設，運転までの経緯
　　この工場は，1985年に青森県が立地を受
け入れ，工場そのものは2001年に一応完成
したが，その年から始まった試運転は最終
段階のアクティブ試験でつまずき，いまだ
本格稼働（竣工）に入れない状態にある。
当初の計画では1997年末に運転開始の予定
であったが，その後16年間にわたり20回の
延期を繰り返し，2014年10月竣工の予定

は，東日本大震災後に策定された新規制基
準による適合性審査（2014年１月７日変更
許可申請），設計及び工事の方法の認可，
最後に使用前検査などに合格しなければな
らず，21回目の延期は確実視されている。
その後も，事業者は青森県，六ヶ所村，周
辺自治体との間で安全協定を締結しなけれ
ばならないため，実際の本格操業はかなり
先になると思われる。

　　通常原子力施設は，実験炉―原型炉―実
証炉の過程を経て完成をみるのであるが，
六ヶ所再処理工場は，実験炉的施設であっ
た東海再処理工場からいきなり商業用施設
にステップアップしたため，上述の竣工遅
れ，後述する多くの事故，故障の原因とな
っている。
（3）本格稼働が遅れた原因
　　試運転期間中（2001年４月から2011年３
月までの10年間），報告義務を課された大
小のトラブル，事故は約2800回の多くを数
える。

　　その主なものを以下に列記するが，この
事故・トラブルが本格稼働遅延の原因とな
っている。
①　2001年７月～2003年５月

　　使用済燃料プールでステンレス板の不
良熔接などが原因で漏水。
②　2003年３月

　　化学試験中，規格外のパッキング使用
により配管接合部から硝酸が漏出。
③　2007年11月～12月

　　高レベルガラス固化工程で，溶融炉の
底部に白金属類が溜まって，キャニスタ
ーに混合液が流下しないという事態に陥
った。ガラス固化体の製造実績は，東海
再処理工場で247本あるが（2009年現
在），ここでも流下障害が発生してい
た。六ヶ所再処理工場は東海再処理工場
の固化技術を承継したので，同じ轍を踏
んだことになる。
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　　トラブルはこれだけに止まらなかっ
た。流下を促そうとして撹拌棒を溶融炉
に差し入れてかき混ぜたところ，棒が曲
がって抜けなくなり，また不良工事で溶
融炉天井耐熱レンガが崩れ落ちるという
故障が重なった。
④　2009年１月
　　上記③の故障のため，廃液配管フラン
ジを一時閉止したところ，配管から廃液
約148ℓが漏洩して建屋を汚染したため
試験運転は中止，工場全体が停止状態に
陥った。トラブルは２基ある溶融炉のＡ
系で発生したものであるが，本来ならば
Ａ系を補修して復帰させるべきところ，
2012年10月の竣工を至上命題とする日本
原燃は，Ｂ系での試運転に切り換えるこ
とにした。
⑤　2011年３月11日～15日
　　東日本大震災で震度４の地震に見舞わ
れ，12日使用済燃料プールから約600ℓ
の水があふれ出た。15日には外部電源喪
失により停電，プールの冷却水循環ポン
プを動かす２つの非常用発電機のうち１
つが停止した。

（4）施設の危険性
①　放射能量
　　使用済燃料及び固体廃棄物の推定年間
発生量（800ｔ／年）は以下のとおり膨
大なものである。
・使用済燃料プール最大貯蔵容量3000ｔ
・回収ウラン約730ｔ
・プルトニウム約45ｔ（現在の貯蔵量約
6.6ｔ，回収ウラン約364ｔ）
・高レベル廃液約2520㎡（現在の貯蔵量
約202㎥）
・高レベルガラス固化体約1000本（最大
貯蔵能力3200本。現在の保管量346本）
②　放出廃棄物と汚染
　ア　工場からは以下のような廃棄物が
放出されるが，年間800ｔ再処理した

場合には，その量は30基の原発が１年
間に生み出す量に相当する（原発が１
年間で生み出す量を再処理工場は１日
で生み出す）といわれている。
　ア　気体廃棄物のうちクリプトン
85，炭素14，トリチウムは全量大気
中に放出する。

　　また，液体廃棄物のうちトリチウ
ムは全量海洋に放出する。原発では
管理目標値が定められているが
（60Bq/㎤），その濃度まで薄めよう
とすれば１日あたり100万ｔの水で
希釈しなければならないため，全量
放出となっていると指摘されてい
る。

　　このように，原発と比べて桁違い
に大量の放射能が，事故でなく通常
運転の過程で環境に「垂れ流し」さ
れる。

　　当初の設計段階では，クリプト
ン，トリチウムの除去装置が設置さ
れることになっていたが，採算性を
理由に見送られた経緯がある。

　イ　これらの廃棄物による住民の被
ばく量は，年間0.022mSv（22μSv）
とされ，原発（50μSv）の目標値
より低く見積られているが，上述の
ような廃棄物の放出状況に照らし，
被ばく評価に過少と言わざるを得な
い。

③　自然的事故要因（地震，津波，航空
機墜落）
ア　地震

　　青森県は，十勝沖地震，八戸はるか
沖地震などＭ７を超える大地震に見舞
われている。

　　政府の地震調査委員会は，2002年日
本海溝に沿った三陸沖北部にＭ８前後
の巨大なプレート間地震の震源域があ
ると公表している。
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イ　活断層
　　工場の敷地直下及びその近傍には，
地震の震源となる陸域・海域の活断層
が存在する。
ア　大陸棚外縁断層
　　工場の沖合約10kmの海域に，南
北に延々80～100km に及ぶ海底大
断層が走っている。この断層は，新
編「日本の活断層」（活断層研究会
編）において明白に活動性が肯認さ
れており，また，変動地形学などの
専門的知見によれば疑いようのない
活断層との指摘がなされている（池
田安隆東京大学大学院理学系地球惑
星環境学科准教授，渡辺満久東洋大
学社会学部教授）。この断層が動く
と，Ｍ８を超える大地震が起こる危
険がある。しかし，事業者は，活動
した時期が12，3万年以前であるた
め，安全設計上考慮する必要のない
断層であると主張している。しか
し，防災の観点からは，活断層であ
ることが100％証明されない場合で
も，活断層の疑いが完全に払拭され
ない場合（逆にいえば，わずかでも
その疑いがある場合）には，その存
在を前提とした対策を講じるべきで
ある。
イ　六ヶ所断層
　　核燃料サイクル施設の太平洋沿岸
には，南北約15kmにわたり，地層
が海側へ傾斜する。いわゆる撓曲が
認められる。これは海成段丘が逆断
層活動によって形成されたものであ
り，地層の堆積物からこの断層は明
らかに12，3万年前以降の「若い時
代」に活動した「活断層」であると
いう調査結果が発表されている（渡
辺教授）。この活断層は施設直下を
横切って陸奥湾に抜けていると推定

されており，これが動いた時は，い
くら建物や設備・機器の耐震設計を
強化しても施設そのものが倒壊する
危険があると指摘されている。

ウ　津波・火山
　　工場は標高55m の台地に建ってい
ることを理由に，津波対策は不要とさ
れている。

　　しかし，専門家は，千島海溝・日本
海溝の断層領域を起源とする超巨大津
波が起きる可能性を指摘している。青
森県下北地方で過去1000年から1200年
間に５回の超巨大津波が来襲した形跡
があり，次の津波切迫度は「極めて大
きい」とされている（平川一臣北海道
大学名誉教授）。

　　また，青森県内には，過去の噴火に
より火砕流が施設敷地に到達したと判
断される火山として，十和田火山，八
甲田火山などがあり，外部衝撃による
施設損傷の危険性が指摘されている。

④　社会的要因
ア　航空機墜落事故

　　青森県には，三沢基地など日本有数
の軍事施設が多数立地しており，核燃
上空は，航空機（三沢基地発着の軍用
機・民間機や天ヶ森射爆撃場の訓練機
など）が頻繁に飛行するため特別管制
区に指定されるほどの「飛行銀座」で
ある。Ｆ16などの軍用機は勿論のこ
と，爆弾搭載機や大型航空機が施設に
墜落する危険性を想定すべきである。

　　しかし，新規制基準は，大型航空機
を除外しないものの，施設が墜落に耐
えられることを要求しておらず，現実
にある危険から目をそむけており，対
策に不備がある。
イ　むつ小川原国家石油備蓄基地

　　工場から約１kmしか離れていない
場所に51基の石油備蓄タンクが林立し
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ている。備蓄総量は560万kℓである。
ここで火災・爆発が発生した場合，再
処理工場への延焼は避けられない。

　⑤　以上のような自然災害や事故が発生
し，建屋そのものが破壊・損傷した場合
はいうまでもなく，工場内には総延長
1300km，２万6000か所もの継ぎ目を持
つ配管が縦横に配置されており，これが
損傷したときは冷却機能を喪失し，高レ
ベル放射性廃液が蒸発乾固したり使用済
燃料が水素爆発・メルトダウンを起こ
し，「福島」を超える大事故と地球規模
での大核惨事が危惧される。

３　茨城県東海村の核燃サイクル施設
（1）茨城県東海村について
　　茨城県東海村は，日本初の原子の火（周
辺住民の生存権を否定するという点では
「否」，政策として誤りという点では「非」，
あるいは原子力にかかわる政官財の癒着・
利権という点では「卑」ということができ
る。）が灯った村である。即ち，1957年に
日本原子力研究所（日本原子力研究所法に
基づく特殊法人であり，1956年に設立され
た。現在は独立行政法人日本原子力研究開
発機構（JAEA））東海研究所が設立され，
そこで日本最初の原子炉 JRR-1が臨界に
達したのである。それ以来，同村には，日
本原子力発電株式会社の東海原子力発電所
（日本初の商業用原子炉。現在は廃炉にな
っているが未解体。カメラを向けると警備
員に「写真を撮らないでください」と言わ
れる。），東海第二原子力発電所等，数々の
原子力施設が集中して立地することにな
り，核燃サイクル関連の施設もいくつも作
られた。以下では，その中の二つの施設に
ついて，過去に起こした重大な環境破壊の
実例，又は現在孕んでいる環境破壊の危険
性について述べることとする。
（2）株式会社 JCO

①　株式会社 JCO
　　株式会社ジェー・シー・オー（以下
「JCO」という。）は，住友金属鉱山が全
額出資して設立した子会社であり，原子
力発電用の核燃料製造における中間工程
を請け負っており，六フッ化ウランを二
酸化ウラン粉末に転換し，成型加工メー
カーに納入する事業を行っていた。
②　JCO臨界事故

　　1999年９月30日午前10時35分ころ，
JCO東海事業所の核燃料加工施設内で，
臨界事故が発生した。

　　この当時，JCOでは，高速増殖炉「常
陽」（茨城県大洗町にある JAEAの実験
炉）の燃料を加工するため，硝酸ウラニ
ル溶液（濃縮度18.8％）の均一化作業を
行っていた。この作業では，「溶解塔」
において硝酸を加えてウラン粉末を溶解
すべきところを，作業時間短縮のために
ステンレス容器で溶解した。その後，硝
酸ウラニル溶液の濃度を均一化するため
の「貯塔」を用いずに，手順書を無視し
て臨界形状管理がなされていない「沈殿
槽」に硝酸ウラニル溶液を大量に注入し
た。その結果，沈殿槽内の同溶液の容積
が臨界に達し，中性子線等の放射線が大
量に放射された。そして，臨界停止に至
るまで，約20時間にわたって核分裂状態
が継続した。また，大気中に放出された
放射性物質は，I131，kr85，Xe133等であ
った。

　　この事故により，作業を行っていた作
業員のうち，３人が重篤な被曝を受け，
そのうち２人が，それぞれ事故から83日
後，211日後に死亡した（それぞれ，被
曝線量は16～20Sv 以上，６～10Sv 以上
と推定されている。）。また，臨界状態を
収束させるための作業を行った関係者７
人が年間許容線量を超える被曝をし，事
故の内容を知らされずに駆けつけた救急
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隊員３人が，二次被曝を受けた。これら
の被爆者の受けた最高被曝線量は最大
120mSv，50mSv 超の被曝を受けた者は
６人だったという。それから，この事故
では，周辺住民207人に対する中性子線
被曝も起こった。最大の被曝を受けた者
は25mSv であり，１mSv 以上の被爆者
は112人であった。
　　また，この事故により，事故現場から
半径350m 以内の住民約40世帯への避難
要請，半径500m 以内の住民への避難勧
告がなされるなどしたほか，現場周辺の
県道，国道，常磐自動車道が閉鎖され，
ＪＲ東日本の常磐線，水郡線の一部が運
転を見合わせた。
　　さらに，この事故は，東海村に限ら
ず，茨城県内の農水産物に対する甚大な
風評被害をもたらした。
　　この事故は，原子力施設においては，
単純な人為的ミスによっても重大な事故
が発生すること，しかも臨界事故が発生
すると，それを速やかに収束させること
は困難であるということを世界の人々の
目に明らかにした。
　　なお，この事故の結果，JCO 及びそ
の所長外数名が刑事責任を問われ，JCO
は加工事業許可の取消処分を受けた。
　　この事故は，国際原子力事象評価尺度
でレベル４（事業所外への大きなリスク
を伴わない）と評価された。

（3）JAEA・東海再処理施設
①　東海再処理工場の概要
　　東海再処理工場とは，前述の JAEA
（1956年に原子燃料公社として発足し，
1967年に動力炉・核燃料開発事業団（動
燃）に改組，1998年に核燃料サイクル開
発機構（核燃）に改組，2005年に日本原
子力研究所と統合，現在の組織となっ
た。）の東海研究開発センター核燃料サ
イクル工学研究所に所属する施設であ

り，日本で最初の再処理工場である。
　　再処理施設は，1971年に建設着工，
1977年７月に使用済燃料を初搬入，同年
９月にホット試験（使用済燃料を用いた
試験）を開始し，11月にプルトニウムを
初抽出，1981年１月に本格運転を開始し
た。1990年11月には使用済燃料の累積処
理量500ｔを達成し，2002年６月には同
じく1000ｔを達成した。この間，1995年
１月にはガラス固化技術開発施設でガラ
ス固化体の製造を開始した。その後の
1997年３月に，アスファルト固化処理施
設で後述の火災爆発事故が発生した。
2004年７月にはプルトニウムを用いた乾
式再処理プロセス試験を開始した。

　　実験的な工場であるため，規模は小さ
く，処理能力は，年間200ｔＵ程度であ
る。

　　なお，2006年３月に電気事業者との役
務再処理を完遂したとのことであり，
2007年まで稼働し，その後は停止してい
るようである。
②　たびたび発生した事故

　　東海再処理工場では，以下に述べる火
災爆発事故の他にも，何度も事故が発生
していた。

　　例えば，稼働開始間もない1979年２月
９日には，同工場内の廃棄物処理場内か
ら近くを流れる新川に放射性廃液が流出
する事故が起きた。1981年４月15日に
も，一般排水から新川に放射性廃液が流
出した。1979年７月８日には配管が目詰
まりし，洗浄液の逆流で労働者２名がそ
れぞれ9.4mSv，1.3mSv の被曝をする
という事故が起きた。1981年２月６日に
は酸回収精留塔に穴が開き，放射線が漏
れた。1982年４月11日には２槽ある溶解
槽の１つに穴が開き，蒸気系に放射能漏
れを起こし，片肺運転を余儀なくされた
が，1983年２月18日にはもう１つの溶解
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槽にも穴が開き，さらに酸回収蒸発缶に
も穴が見つかり，２年間運転停止となっ
た。1985年12月18日～24日には１億5000
万 Bq のヨウ素129を異常放出し，1989
年９月27日～10月３日にも7000万 Bq の
ヨウ素129を異常放出した。1993年12月
27日には，フィルター交換作業中に４人
がプルトニウムによって被曝したが，そ
のうちの１人の被曝量は90mSv であっ
た。
　　このように，東海再処理施設では，一
歩誤れば大事故に繋がりかねない事故が
頻発していたのである。
③　アスファルト固化処理施設での火災
爆発事故

　　動燃時代の1997年３月11日，東海再処
理施設のアスファルト固化処理施設にお
いて，火災爆発事故があった。同施設
は，再処理施設から発生する放射性廃棄
物のうち，比較的レベルの低い放射性廃
液をアスファルトと混合して固化処理を
行うための施設である。
　　同日10時６分ころ，この施設内のアス
ファルト固化体充填室で固化体を充填さ
れたドラム缶数本から，温度上昇により
火柱が上がった。これにより，固化体内
の放射性物質が当該建屋及び隣接する建
屋内に拡散し，警報が発令され，一部の
排気塔モニタ及び室内ダストモニタの放
射線レベルの上昇が確認され，作業員の
退避が行われた。火災の発生後，同施設
の換気系は不具合を生じ，同施設の換気
は不可能になった。そして火災発生の約
10時間後の同日20時04分ころ，同施設に
おいて爆発が起こり，建屋の窓，扉等が
破損し，環境中に放射性物質が放出され
た。
　　上記爆発事故後，同日20時40分頃か
ら，敷地内のモニタリングポストの一地
点において，空間放射線量がわずかに上

昇したとされたが，同日21時以降は通常
の変動の範囲内に戻ったといわれてい
る。また，当時事故が発生した建屋内に
いた作業員129名のうち，37名の体内か
ら微量のセシウム134とセシウム137が検
出されたが，国の基準を上回ることはな
かったという。

　　科学技術庁（当時）は，この事故に対
得る国際原子力事象評価尺度はレベル３
（重大な異常事象）に当たると評価し，
国際原子力機関に報告した。

　　アスファルト固化処理は，硝酸塩／亜
硝酸塩等の酸化性物質を含有する放射性
廃棄物の処理廃液と炭化水素等の可燃性
有機物質であるアスファルトを高温で脱
水・混合し，ドラム缶に充填してそのま
ま冷却して放冷するというものである。
酸化性物質と可燃性物質とが高温下で放
置されるために発熱化学反応を起こす可
能性があり，また，放射性廃棄物の処理
廃液及びアスファルトは，ともに種々の
成分の混合物であり，熱化学反応の制御
が極めて困難な系であるということがで
きる。したがって，アスファルト固化処
理は，化学的安全という観点からすれば
潜在的な危険性が大きく，安全確保のた
めにはこの潜在的な危険性に関する十分
な知識が必要であるといえるが，同事故
発生当時は，この点に関する配慮が不足
していたものといえる。また，動燃（当
時）の硬直した組織が，技術情報の共有
化を阻害していたとの指摘もある。

　　この事故は，原子力の安全のために
は，主たる要素技術である放射能の漏え
いの視点のみならず，化学的安全を含め
た全要素技術に関する安全の配慮が必要
であるという教訓を残した。

　　なお，この事故のため，アスファルト
固化処理施設は中止となった。
④　現状での水素爆発のおそれ
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　　現在，東海再処理施設内には，プルト
ニウム溶液合計3.1㎥（分離精製工場に
７槽・プルトニウム転換技術開発施設に
２槽，合計内蔵放射線量は1×1017Bq，
主要な放射線核種は Pu241），高放射性
廃液合計430㎥（分離精製工場に２槽・
高放射性廃液貯蔵場に５槽，合計内蔵
放射線量は4.2×1018Bq，主要な放射線
核種は Cs137，Ba137m，Sr90，Y90）が貯蔵
されている（Ba137は安定した原子核で
あるが，同じ質量数で原子核が励起し
た状態となった核異性体が Ba137m であ
る。Ba137m は，γ線を放出して Ba137と
なる。）。
　　JAEAは，現在の状態では，液体で保
管していることから，何らかの原因によ
り，これらの液体を貯蔵する機能（冷却
機能及び水素掃気機能）が喪失した場合
には，周辺の住民らに対して放射性物質
及び放射線による影響を与え得る原因と
なることから，これらの放射性廃液を
「潜在的ハザード」として位置付けてい
るという。即ち，JAEAは，冷却機能及
び水素掃気機能を長時間にわたって喪失
する事態が発生したときは，プルトニウ
ム溶液の沸騰や水素爆発等により施設の
外部に放射性物質が放出される可能性が
あるとしており，プルトニウム溶液は冷
却機能喪失後23～71時間で沸騰に達し，
水素掃気機能喪失後約11～144時間で水
素の爆発範囲の下限値である４％濃度に
達し，高放射性廃液は冷却機能喪失後55
～258時間で沸騰に達し，水素掃気機能
喪失後約38～2170時間で水素の爆発範囲
の下限値である４％濃度に達するとして
いる。また JAEA は，これらの廃液を
液体のまま保管した場合，①プルトニウ
ム溶液が分離精製工場内の７貯槽の空冷
機能が喪失することにより，これらの貯
槽の全てにおいて溶液が沸騰し，回復す

るのに24時間を要すると仮定した場合の
放出放射線量を１GBq，実効線量（事故
が継続する期間，敷地境界線に人がいた
と仮定して，その人が被曝する１人当た
りの被曝線量として算出したという。）
を10μSv，②高放射性廃液が高放射性
廃液貯蔵場内の５貯槽の空冷機能が喪失
することにより，これらの貯槽の全てに
おいて溶液が沸騰し，回復するのに24時
間を要すると仮定した場合の放出放射線
量を100GBq，実効線量を100μSv，と
いう試算を行っている。

　　JAEAは，このようなリスクを回避す
るため，プルトニウム溶液については
MOX粉末にしてMOX粉末貯蔵容器に
封入し，貯蔵ホールにおいて強制空冷に
よる除熱を実施しながら保管することを
予定しているという。上記の溶液を全量
MOX粉末化した場合には，640kgPu の
MOX 粉末約130体の MOX 粉末貯蔵容
器に封入する予定であるが，現在の東海
再処理施設にはこれを収納できるだけの
十分な空き貯蔵ホールがあるという。

　　一方，高放射性溶液については，一定
程度濃縮した後，溶融したガラスと混合
して冷却し，ガラス固化体を作り，保管
セル内で強制空冷によって除熱をしなが
ら保管することを予定しているという。
上記の溶液を全量固化すると約880体の
ガラス固化体ができるとみられるが，現
在の保管セルのガラス固化体保管余力は
173体分だという。JAEAは，貯蔵余力
の増強を行う予定であるというが，保管
セルの増設が実現できなければ，現在の
容量を超える固化・安定化処理は不可能
となる。また，現在，ガラス固化技術開
発施設は停止しており，ガラス固化を行
うためにはその運転再開が必要である。
ところが，東海再処理施設には，新規制
基準が適用されることになるところ，現



― 117 ―

第２節　再処理政策の中止

状では新規制基準に適合しておらず，
JAEA自ら，「短期間のうちに，新規制
基準に適合することは困難」という認識
を持っているとのことである。
　　JAEAは，新規制基準適合のための対
応と並行しつつ，固化・安定化処理を開
始したい，として柔軟な新規制基準の運
用を求めているとのことであるが，必ず
しも万全とはいえない新規制基準にすら
適合していない施設を再稼働させること
には大きな疑問がある。しかしその一方
で，廃液を固化しないまま長期間保管す
ることには大きな危険を伴うので，例え
ば航空機事故にも耐え得るような厳重な
防護を図るべきである。
　　なお，JAEAでは，東日本大震災以前
の2006年に策定された新耐震指針に基づ
いて地震の揺れを452ガルと想定した
が，同大震災において実際に襲来した地
震は，522ガルであり，想定を上回って
いたということであるが，JAEAの想定
の甘さを物語るエピソードである。

（4）まとめ
　　以上のように，東海村の核燃サイクル施
設では，度々事故が発生していたし，実際
に人命が失われる事故も発生した。また，
いつ重大事故が発生してもおかしくない現
状にある。
　　このような事故は，他の核燃サイクル施
設でも，同様である。

　参考文献
・「JCOウラン加工工場での臨界事故【1999
年９月30日，茨城県東海村】」失敗知識デ
ータベース・失敗百選（http://shippai.
jst.go.jp/）
・「再処理―その徹底検証」1994年３月31日　
原子力資料情報室
・「動燃アスファルト固化処理施設における
火災爆発事故【1997年３月11日，茨城県東

海村】」失敗知識データベース・失敗百選
・「独立行政法人日本原子力開発機構再処理
施設における潜在的ハザードに関する実態
把握調査報告書」（2013年12月，原子力規
制庁）

第６ 　人権侵害としての核燃料サ
イクル施設

１　侵害される人権
　核燃料サイクル施設が有する人権侵害の危
険については，枚挙に暇がない。
　福島第一原発事故は，地域住民の生命，身
体，幸福追求権，居住の権利，職業選択の権
利，生存権，教育を受ける権利及び財産権な
ど，多数の基本的人権を奪い続けている。
　核燃料サイクル施設は，その平常時の運転
において絶えず放射性物質を排出し続け，事
故に至った場合その被害の程度は，核燃料サ
イクル施設が毒性の高い化学物質を扱うが故
に，福島第一原発事故を上回る被害を生じさ
せる可能性は高い。
　このように，核燃料サイクル施設は，人権
を侵害する危険の大きなものである。

２　福島第一原発事故と人権侵害
（1）幸福追求権・生命権を含む人格権の侵
害

　　福島第一原発事故は，多くの人命を失わ
せた。福島県浪江町請戸地区では，津波で
被災し救助を待っていた多数名が，2011年
３月12日早朝に避難命令が出されたため
に，救助が断念された。

　　福島県大熊町の双葉病院をはじめ，入院
中の患者や介護施設の入居者が，避難のた
めの移送による負担や環境の変化により死
亡した。さらには，同事故で将来の展望を
失ったことによる自死すら起こっている。

　　その被害は，現在に至るも，収束のめど
が立っていない。
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　　このように多くの人命が失われたこと
は，まさに憲法第13条が保障する幸福追求
権・生命権を含む人格権の侵害である。
（2）居住・移転及び職業選択の権利，健康
で文化的な生活を営む権利，教育を受
ける権利の侵害

　　福島第一原発事故は，故郷・住居からの
避難を余儀なくさせ，故郷に住み続けるこ
と，住居を守り続けること，職業を続ける
ことを全て断念させた。
　　そこにあるのは，単に津波による被災だ
けではなく，原発が有する明らかな人権侵
害の証左である。
　　このように居住・移転及び職業選択の自
由（憲法第22条第１項）が侵害されてい
る。
　　そして，被害はこれに留まらない。住民
は，避難先で，以前より著しく住環境の劣
悪な仮設住宅等での生活を押し付けられ
た。
　　子どもたちは，同事故が無ければ卒業ま
で通学できるはずだった学校から転校させ
られ，遠方にばらばらになる他なかった。
　　このように，その被害は，健康で文化的
な生活を営む権利（第25条），教育を受け
る権利（第26条）の侵害まで至っている。
（3）地域コミュニティへの侵害
　　さらに，同事故は，それ以前に形成され
ていた地域コミュニティを崩壊させた。
　　地域コミュニティは，至近の隣人関係や
単独の自治体のみで成立するものではな
い。長い時間をかけて形成されてきた，近
隣市町村などの存在と連携があってこそ，
個別の地域コミュニティが形成されてい
く。
　　同事故は，地域住民の避難を不可避のも
のとして，それによって地域全体で形成し
てきた社会的，経済的なコミュニティの全
般，すなわち，故郷そのものを喪失させ
た。

（4）財産権の侵害
　　同事故によって，多くの農畜産品，水産
品について出荷制限指示等が出され，ま
た，健康被害に対する懸念から福島県やそ
の周辺地域の農林水産業は競争力が著しく
低下し，影響は食品加工業や観光業などの
産業にまで及んでいる。

　　かかる競争力の低下は，福島県及びその
周辺地域の経済全体に多大な影響を与えて
おり，ブランド力の喪失すら招いている。
特に農林水産業においては，先行きの不透
明さから，事業の継続や次世代への事業承
継を断念せざるを得ない例が，既に少なか
らず存在している。

　　同事故は，このような財産権（第29条）
の侵害にも至っている。

３　核燃料サイクル施設と人権侵害
（1）　核燃料サイクルと再処理
　　核燃料サイクルに不可欠なのは，使用済
燃料の再処理である。

　　青森県六ヶ所村にある再処理工場では，
使用済燃料を３，４cmの小片に切断し，
硝酸によって溶かし，ウラン溶液やプルト
ニウム溶液及び高レベル放射性廃棄物など
に分離した後，ウラン溶液とプルトニウム
溶液を精製し，最終的にはウラン酸化物と
ウラン・プルトニウム混合酸化物の二種類
の製品を作り出す。
（2）　再処理から生じる放射能の排出
　　この工程の中で，実は大気中や海洋中に
放射性物質が放出される。すなわち，大気
中にはクリプトン，キセノン，トリチウ
ム，ルテニウムなどが，海洋中にはトリチ
ウム，テクネチウム，セシウム，アメリシ
ウム，プルトニウムなどがそれぞれ放出さ
れている。
（3）　放射能による影響
　　放射能が人体に及ぼす影響には閾値（こ
こでは，その値以下であれば人体には影響
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がないという値）がないといわれている。
　　また，再処理工場から放出された放射能
が常に十分に低いことを我々はその五感で
知ることはできず，仮に高濃度の放射能が
放出された場合，ただちにこれを避ける術
はない。
　　さらに，その影響は，被ばくされた世代
を超えて将来世代に影響を与える可能性も
否定できない。
（4）苛酷事故の可能性
　　福島第一原発事故は，原発が有する重大
な危険を我々に目の当たりにさせた。
　　再処理工場など他の核燃料サイクル施設
が同様の危険を有していることには多言を
要さない。
　　そのときには，上記で指摘した各人権侵
害がより一層悲惨な状況で我々に降りかか
ることになる。我々は明日とも知れず，拭
い去れない不安とともに待ち続けることに
なる。
（5）人権侵害
　　このように核燃料サイクル施設は，平常
時運転においてすら，住民の生命，身体，
健康という重要な人権を侵害している。そ
して，苛酷事故の発生となれば，その侵害
の程度は想像を絶する程度に至るのであ
る。

４　立地住民に対する人権侵害
　国や事業者は，当然，福島第一原発事故を
予見できたはずであり，予見すべき立場にあ
ったといわざるを得ない。ところが，原発設
置にしても，再処理工場の設置にしても，そ
の安全性を強調することに終始し，真に住民
に対して適切な情報開示と，議論の場を提供
してこなかった。
　原発を含む核燃料サイクル施設の重大な危
険を経て，今なお，国や事業者から十分な情
報開示がなされることはない。相変わらず施
設の安全性ばかりを強調されている。

　立地地域には，決定権は与えられなかった
にもかかわらず，危険にさらされている新た
な世代も生まれている。
　必要な情報を開示され，真に自己決定がで
きる前提条件が満たされていないままに，立
地地域で暮らす人々に対しては，それだけで
大きな人権侵害が継続されているというべき
である。

５　人権侵害の継続性
　1986年４月26日，チェルノブイリ原発４号
炉で原子炉が爆発・炎上する事故が発生し
た。
　この事故による被害の範囲は，28年が経っ
た今でも総罹病率の上昇，老化の加速，甲状
腺がんの発生率，子ども世代への影響など，
少なくとも放射能の影響かもしれないものも
含め収束してはいない。
　原発を含む核燃料サイクル施設による人権
侵害は，一たび発生すると，どれだけ長期間
続くのかという点すら明らかではない。人権
侵害は，世代を超えて，極めて長期にわたっ
て継続していくことになる。

　参考文献
・「核燃サイクル施設と原発　青森県の現状
（第２版）」核燃料サイクル阻止１万人訴訟
原告団

第７　原子力の軍事利用の危険性

１　沿革
　1945年７月，第２次世界大戦終焉直前，米
国は，マンハッタン計画の目的である原爆実
験に成功した。８月の広島，長崎の原爆投下
は，核の軍事利用が現実的効果を有すること
を実証した。それから８年後の1953年12月，
アイゼンハワー大統領は国連で「アトムズ・
フォア・ピース（Atoms for Peace）」と題
する演説を行った。その政治的背景には，米
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国及びソ連による核兵器独占の代償として非
核保有国に商業用の原子力技術を提供し，国
際的な核拡散を防ごうとするもので，いわゆ
るNTP体制の誕生である。
　他方，被爆国日本が中心となって原水爆禁
止，核廃絶を希求する平和運動が高まった
が，原子力の「平和利用」提唱の意図は，核
アレルギーの中和と反核運動の鎮静化を担っ
たものでもあった。我が国の政・財界は，戦
後復興に欠かせない新しい電力源の導入を期
待するのはもとより，こうした意図も踏ま
え，原子力発電の推進をエネルギー政策に取
り入れることになった。
　このように，原子力発電という核の平和利
用の技術は，核兵器開発から生れたものであ
り，原爆をマンハッタン計画の落し子とすれ
ば，原発はその孫にたとえられる。要する
に，平和利用と軍事利用はコインの裏表の関
係にあり，平和利用はいつでも軍事利用に転
換できる関係にあることを物語るものであ
る。

２ 　我が国における平和利用の制度的
保障
（1）非核三原則と法規制
　　広島・長崎の惨禍の反省に立って，我が
国は，非核三原則（核を持たない，作らな
い，持ち込ませない）を宣言している。
　　そして，法制上も原子力を平和利用のみ
に限定している。これを明示するのが，原
子力基本法第２条（平和・民主・自主の基
本方針）であり，これを具体化した法律が
「原子炉等規制法」である。同法第43条の
６は原子炉の設置につき，その許可もしく
は指定基準の一つとして「平和の目的以外
に利用されるおそれがないこと」を掲げて
いる。
　　しかし，非核三原則は形骸化しており，
日本国内に核爆弾搭載機が配備され，核兵
器を積んだ米艦船が寄港している。

　　また，六ヶ所再処理工場の事業指定審査
にあたり，原子力委員会が平和目的以外に
利用されるおそれの有無について検討した
形跡はない。平和利用目的を定めた原子力
基本法第２条（基本方針）に「我が国の安
全保障に資することを目的とする」との文
言が追加され，原子炉等規制法第１条（目
的）にも同様の改正が行われた。改正の裏
には，日本の高い核技術を潜在的抑止力と
して安全保障政策の中に位置付ける考え方
（潜在的核武装論）が背景にあるとの指摘
がなされている。
（2）余剰プルトニウム不保持の公約
　　我が国は，原子力の平和利用を標榜して
いる手前，「今後の核燃料サイクル計画の
推進に当たって，必要な量以上のプルトニ
ウムを持たないようにすることを原則とす
る」と決定し（1991年８月原子力委員会核
燃料サイクル専門部会），IAEAに対し通
告を行なった。

　　ところが，2000年の長計では，「利用目
的のない余剰プルトニウムは持たない」に
変わり，原子力政策大綱では「余剰」が削
除され，「利用目的のないプルトニウムは
持たない」と変わった。「必要な量」とす
ると必要性（需要）の具体的根拠を示さな
ければならないが，「利用目的」とすれば
抽象的な目標の提示で済む。

　　ところで，我が国が2010年末現在保有す
る核分裂性プルトニウムは，前述のように
約30ｔ（国内再処理分約6.7ｔ，海外再処
理分約23.3ｔ。これは原爆4000発分に相当
する。）にものぼり（2011年９月20日原子
力委員会発表），明らかな余剰状態にあ
る。六ヶ所再処理工場がフル稼働して年間
800ｔの使用済燃料を再処理すると，約８
ｔ（うち核分裂性のものは4.8ｔ）のプル
トニウムが累積していくことになる。

　　我が国の余剰プルトニウム保存は，明ら
かな上記公約違反である。
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　　ここで注意すべき点は，再処理工場の運
転中に発生するプルトニウムの「行方不明
量」（MUF）である。IAEAは「有意量の
核物質」（プルトニウムは約８kg）が核兵
器の製造や不明目的のために転用されるこ
とを探知抑止するため，六ヶ所再処理工場
に対し「保障措置」を講じているが，六ヶ
所再処理工場のような大型施設では，保障
措置による探知不可能なプルトニウムが有
意量を超えて発生しており，余剰プルトニ
ウムの保有問題と別の意味で核不拡散，核
物質防護に抵触することになる。

３　我が国の核分裂物質の保有状況
　ところで，この工場ではプルトニウムは単
体で取り出さず，ウランとの混合物（MOX）
として貯蔵されるので，原爆の材料として転
用されることはないと喧伝されている。しか
し，IAEAによる保障措置上MOXは酸化プ
ルトニウム粉末と同じ範疇の物質とみなされ
ており，核爆弾転換に要する時間は１週間か
ら３週間とされている。
　2018年の日米原子力協定改訂にあたり，こ
のような状況が続いた場合，核不拡散への逆
行を懸念し，テロリズムの核物質の奪取を恐
れる米国政府が六ヶ所再処理工場の本格稼働
に対し，どのような対応をとるかが我が国の
再処理政策に大きな影響を与えると予想され
る。

４　潜在的核武装の危険性
　原爆は，相当量の核分裂物質（プルトニウ
ム）と中学生程度の物理学知識があれば短期
間で製造可能といわれている。これに核保有
の意図が加われば，我が国が潜在的核保有国
になることは可能となる。2002年５月，当時
の安倍晋三内閣官房副長官は，早稲田大学の
講演で「憲法上（小型の）原子力爆弾は問題
ない」趣旨の発言をしたと報道されている。
我が国が核保有の潜在的能力と意図を有して

いることは，以上の諸事情から窺い知ること
ができる。
　再処理は軍事利用と裏腹の関係にある。こ
のような再処理政策は即刻廃止すべきであ
る。

第８　小括

１　必要性の欠如
（1）「プルトニウム・リサイクル」政策の
破綻

　　これまで述べたとおり，我が国は，使用
済燃料を再処理して，高速増殖炉等におい
てプルトニウムを「有効活用」する核燃料
サイクル政策を推進しており，東日本大震
災を経た2014年４月11日に閣議決定された
新たなエネルギー基本計画においてもな
お，原発を「重要なベースロード電源」と
し，核燃料サイクルの推進を図ることなど
が示された。

　　しかし，「第１」で述べたように，諸外
国は既に商業用の高速増殖炉計画から撤退
し，日本の「もんじゅ」も，1995年のナト
リウム漏出火災など数々の事故・トラブル
が発生し，現在に至るまでわずかな期間を
除き，運転を停止したままである。電力各
社は2013年度のプルトニウム利用計画さえ
も提示できておらず，国策としての「プル
トニウム・リサイクル」計画は既に破綻し
ている。

　　このように高速増殖炉計画が事実上不可
能になった状況を受け，政府は，プルサー
マル計画を目的ないし前提として再処理を
進めるようになった。しかし，プルサーマ
ル計画も，ほとんどの諸外国が撤退してお
り，国内的にも運用中の原発は一か所もな
く，高速増殖炉とともに非現実的であるこ
とが明らかとなった。したがって，再処理
が「資源の有効利用」に資するという理由
は認められない。



― 122 ―

第２章　核燃料サイクルの廃止と放射性廃棄物の後始末

（2）MOX燃料等も非現実的であること
　　「もんじゅ」に代わり，MOX燃料を利
用してプルトニウムを消費する中核的施設
として，青森県大間町で建設中の大間原発
があるが，大間原発は，世界で初めてフル
MOX燃料を用いる商業炉であり，その運
転の安全性については実験，実証による裏
付けは取られていない。とりわけ東日本大
震災後は，函館市による訴訟提起に見られ
るように，周辺住民との合意形成がより困
難となった。大間原発は，安全性はもとよ
り，経済性も到底見込まれない。

２　再処理の危険性
　再処理技術は，いまだ確立段階に至ってい
ない。
　使用済燃料の溶解や，多様な成分を化学処
理することが容易でないことに加え，放射線
が強いため通常の化学反応の工程に比べて著
しく危険性が高い。しかも，低温で引火した
り，爆発するような化学物質が工程内に多量
に存在する。また特に液体の状態では，常に
臨界の危険が付きまとう。海外においては，
イギリスやフランスの再処理工場で深刻な放
射能漏れ事故が発生し，工場周辺住民の被ば
く，広範囲の海洋汚染が報告されており，国
内でも東海再処理工場や，六ヶ所再処理工場
で，多数の事故が報告されている。
　また，平常運転においても，再処理過程で
放射性廃棄物が発生する。このうち放射能レ
ベルの比較的低いものは気体・液体廃棄物と
して排気塔や放流管から環境に放出される
が，その放射能レベルは原発の通常運転時を
はるかに超えている。また，現在工場内には
240ℓの高レベル廃液が貯蔵されたままの状
態にあり，重大な放射能物質の漏えいの危険
を伴う大変無防備な状態となっている。

３　立地住民に対する人権侵害
　日本国内の再処理工場は，青森県六ヶ所村

と，茨城県の東海村にある。また，青森県む
つ市には中間貯蔵施設がある。原子力発電所
も同様だが，その設置地域は例外なく，いわ
ゆる過疎地域である。
　一方，この地域においても核燃料サイクル
施設の設置に反対する住民がおり，反対意見
すら述べることができなかった子ども世代の
住民がいる。それ自体の危険性に加え，住民
の自己決定権が侵害されているという点で
も，核燃料サイクルは重大な人権侵害をもた
らすものである。

４　軍事利用等の危険性
　再処理は，そもそもは原子爆弾という核兵
器開発を目的として生まれた技術である。ま
た，余剰プルトニウムを保有することは核不
拡散条約に抵触する。それにもかかわらず，
政府は再処理政策の継続に固執し，核燃料サ
イクル施設を設置して再処理技術や濃縮技術
を確保しようとしているが，こうした政策に
対し，アメリカを含めた諸外国からは，核不
拡散という観点からも国際的非難が高まって
いる。こうした中で核燃料サイクル政策を継
続させることに対しては，潜在的な核武装能
力の保持が目的ではないかという指摘が国内
外からなされている。

５　脱原発の要としての再処理廃止
（1）再処理廃止から脱原発へ
　　それにもかかわらず，あえて再処理政策
を続ける意味は，どこにもない。潜在的核
武装論を別とすると，唯一，再処理政策に
何らかの「意味」があるとすれば，それ
は，原発の延命策以外にない。

　　すなわち，原子力発電を国策と位置付け
る国及び，これに同調する電力会社として
は，仮に原発サイト内に中間貯蔵施設を増
設して急場を凌ぐにせよ，使用済燃料の処
分方策を明らかにする必要がある。少なく
とも原発サイトにおける貯蔵能力を超え，
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原発サイトが使用済燃料で満杯になるよう
な事態は，防がなければならない。そし
て，再処理政策を放棄した場合，第３節以
下で詳述するとおり，最終処分地として適
切な場所が見つかる見通しはなく，中間処
分地を決定するめども立っていない。その
ため，実質的には破綻しているにもかかわ
らず，「再処理」による「プルトニウム・
リサイクル」を政府や電力会社としては掲
げざるを得ない。
　　よって，再処理政策を正式に断念した場
合，使用済燃料の原発サイトからの搬出先
が見つからないことが明らかとなり，原発
の稼働も，また断念せざるを得ない。
（2）脱原発から再処理廃止へ
　　そして，原発の稼働を断念すれば，当然
ながら，危険性の高い使用済燃料の再処理
も，一切必要なくなる。

（3）脱原発と再処理廃止は車の両輪
　　核燃料サイクルにおいて，ウラン採掘か
ら原子力発電までの上流（アッパーストリ
ーム）と，再処理施設や高速増殖炉などの
下流（ダウンストリーム）は，両輪の役割
を担っている。原子力発電と再処理施設
は，一方が欠ければ他方も存続できない関
係にあり，再処理政策の廃止は，脱原発に
とっても，重要な要の位置にある。

６　結論
　以上より，核燃料サイクルとりわけ再処理
施設はそれ自体危険であるとともに，放射性
廃棄物の処理を更に困難とする。さらには，
核不拡散という観点からも，国際的な非難を
招いている。使用済燃料の再処理は，直ちに
廃止しなければならない。
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第１ 　高レベル放射性廃棄物の危
険性

１　高レベル放射性廃棄物とは
（1）再処理による廃棄物
　　放射性廃棄物とは放射性物質を含むも
の，放射性物質で汚染された廃棄物の総称
である。放射性廃棄物の分類方法には，熱
によるもの（発熱性・非発熱性），気体・
液体・固体といった形状による分類，核
種，元素による分類，放射能レベルにより
高レベル，中レベル，低レベルと分ける分
類がある。
　　原子力発電に伴って放射能レベルの極め
て高い使用済燃料が発生する。この使用済
燃料を再度燃料として使用するため，核分
裂生成物（死の灰）と燃え残りウラン，プ
ルトニウムなどに分離することを，再処理
という。我が国は使用済燃料を再処理する
という政策を維持しているため，この再処

理によって生じる核分裂生成物（液体），
それをガラスで固めたガラス固化体を「高
レベル放射性廃棄物」と呼んでいる。

　　高レベル放射性廃棄物には，様々な放射
性物質が含まれている。中には放射性物質
の放射能強度が半分になる期間である半減
期が２万4000年であるプルトニウム239や，
再処理後の高レベル放射性廃液では半減期
約214万年のネプツニウム237や半減期約
153万年のジルコニウム93などが含まれる。

　　なお，使用済燃料を再処理（リサイクル
方式）しないで，それを廃棄物として直接
処分（ワンス・スルー方式）する国では使
用済燃料も「高レベル放射性廃棄物」とな
る（我が国の法律では「高レベル放射性廃
棄物」という用語は使われず，「特定放射
性廃棄物」という言葉が使用されてい
る。）。
（2） 低レベル放射性廃棄物
　　このほか原発関連施設から発生する廃棄

第３節　高レベル放射性廃棄物の処分について

（経済産業省資源エネルギー庁ホームページより）
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物については，現在，放射能レベルに応じ
て，浅地中トレンチ処分，余裕深度処分と
処分方法が区分されている。
　　現在，青森県六ヶ所村にある日本原燃株
式会社の「低レベル放射性廃棄物埋設セン
ター」において，同施設にて浅地中トレン
チ処分が行われており，余裕深度処分に関
する調査が既に終了している。

２　高レベル放射性廃棄物の危険性
（1）放射能，発熱量
　　前述のとおり，高レベル放射性廃棄物に
は様々な放射性物質が含まれている。
　　製造直後のガラス固化体の放射能はその
元となった燃料の製造に必要なウラン鉱石
全量の持つ放射能の約２～３万倍，ウラン
鉱石と同程度の放射能レベルにまで減衰す

るのに数万年を要するとされている。
　　製造直後のガラス固化体の放射線量は，
その表面に人間がいた場合，国際放射線防
護委員会（ICRP）の勧告の中で100％の人
が死亡するとされる放射線量（約75Sv）
をわずか20秒弱で浴びてしまうレベル（約
1500Sv/h）である。

　　また，製造直後のガラス固化体は放射性
物質が崩壊する時に出すエネルギーにより
発熱しており，製造直後の発熱量は約
2300W，表面温度200℃以上，表面温度が
高いまま地層処分してしまうと人工バリア
（ガラス固化体自身も含む。）の温度が上昇
し，バリアが損傷し，放射性物質が流出す
る危険性があるため，30年間から50年間熱
を逃しながら貯蔵しなければならない。
（2）史上最悪の毒物

（経済産業省資源エネルギー庁ホームページより）
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　　このように高放射能，高温，長半減期，
雑多な放射能毒性が特長であり，その危険
性，管理困難性から人類や生態系から完全
に隔離する必要がある。
　　これまでその処分方法として，宇宙空間
に放り出すとか，海底深くに埋めるとか，
南極の氷床深くに埋める等という方法，地
中深くに埋設してしまう地層処分が検討さ
れてきたが，まさに人類と共存できない史
上最悪の毒物といえよう。

第２ 　高レベル放射性廃棄物政策
の現状

１　はじめに
　高レベル放射性廃棄物の「最終処分」方法
について，地中深くに埋めてしまうという
「地層処分」が各国で検討されている。
　我が国では2000年（平成12年）５月，「特
定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」
（最終処分法）が成立し，地層処分を行うも
のとし，処分実施主体，処分費用の確保方
策，処分地選定プロセス等を定めたが，現在
に至るもいまだに処分地選定には至っていな
い。

２　高レベル放射性廃棄物の現状
　出力100万 kWの原発を１年間運転した場
合に相当するガラス固化体の本数は約30本，
原子炉の運転に伴い年に1300～1600本ずつ増
え，2020年頃には約４万本に達すると推定さ
れる（経済産業省ホームページより）。
　2014年４月末までの原子力発電に伴って生
じた使用済燃料を全てガラス固化体にすると
約24800本（原子力発電所において装荷中の
燃料の燃焼分も含め）になる。
　2014年４月末現在貯蔵されているガラス固
化体は2167本であり，青森県六ヶ所村の日本
原燃の再処理施設内に1920本，茨城県東海村
の日本原子力研究開発機構の再処理施設に

247本が貯蔵保管されている（以上，原子力
発電環境整備機構ホームページより）。
　これらはあくまで中間貯蔵であり，30～50
年間の保管後運び出されることになっている
がその搬出先は決まっていない。

３　これまでの取組み
　1966年，「トイレなきマンション」といわ
れながら，我が国初の商業用原子炉が運転を
開始し，その後50年近くを経過しているもの
の，高レベル放射性廃棄物の最終処分方法は
いまだ現実化していない。
　1976年，原子力委員会において「当面地層
処分に重点をおき研究開発を進める」ことが
決定され，その後，1999年11月，核燃サイク
ル開発機構「わが国における高レベル放射性
廃棄物地層処分の技術的信頼性―地層処分研
究開発第二次とりまとめ―」を公表し，原子
力委員会原子力バックエンド対策専門部会
は，第二次とりまとめは地層処分の事業化に
向けての技術的拠り所になると判断した。こ
れを受け，2000年５月，「特定放射性廃棄物
の最終処分に関する法律」（以下「最終処分
法」という。）が成立した。
　2005年９月，核燃料サイクル開発機構が
「高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関
する知識基盤の構築―平成17年度とりまとめ
―」を公表し，同年10月，核燃料サイクル機
構と日本原子力研究所が統合されて，JAEA
が発足し，JAEAの瑞浪超深地層研究所，幌
延深地層研究センターで地層処分研究が行わ
れている。

４　最終処分法について
（1）概要
　　2000年５月に成立した最終処分法は高レ
ベル放射性廃棄物（特定放射性廃棄物）の
最終処分方法として地層処分を行うものと
し，処分実施主体の設立，処分費用の確
保，三段階の処分地選定プロセスを定めて
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いる。
　　実施主体については，民間の発意により
経済産業大臣が認可して設立された法人で
ある原子力発電環境整備機構（NUMO）
が地区の選定，最終処分の実施，拠出金の
徴収等の業務を行うものとされた。
（2）処分地選定にについて
　　処分地選定プロセスについては，市町村
からの応募を受けて，文献調査（過去の地
震，噴火等に関する記録，文献から地域の
適性を評価する），概要調査（ボーリング
調査，地質調査など行い適性地域を評価す
る），精密調査（地表からの調査に加え，
地下施設において調査，試験を行い適性地
域を評価する）を経て，最終処分施設建設
地が決定されることとなっている。
　　国（経済産業省）は高レベル放射性廃棄
物の最終処分候補地について，文献調査の
段階から電源三法交付金制度の「電源立地
地域対策交付金」の適用対象として，文献
調査の段階で単年度交付限度額10億円を，
概要調査の段階で単年度交付限度額20億
円，期間内交付限度額70億円という巨額の
予算措置をしているが，自治体からの応募
はない（高知県東洋町が応募したが，その
後応募を撤回している。）。
　　2007年からは，公募方式に加え国が調査
を申し入れる方式も併用する方針に変更さ
れ，2013年12月には，国が候補地を提案す
る方針が示された。今後の動向を注視する
必要がある。
（3）処分費用について
　　原子力発電に伴って発生する高レベル放
射性廃棄物は，2020年頃までにガラス固化
体に換算して約４万本に達すると見込ま
れ，これらの処分に必要な費用は約３兆円
と試算されている。
　　この費用については，電気事業者が毎年
原子力発電量に見合う処分費用をNUMO
に拠出金として拠出しているが，電気の使

用で便益を享受する者が処分費用を負担す
べきであるという考えから，電気を使用す
る者が電気料金の一部として負担している
ものである。

　　NUMOに納付された拠出金は，資金管
理団体である財団法人原子力環境整備促
進・資金管理センター（RWMC）が管理，
運用し，NUMOが行う処分事業に必要な
費用は，経産大臣の承認を得て，RWMC
から取り戻すものとされている。

　　2012年末現在の拠出金累計額は，8902億
9700万円（このほかTRU廃棄物の拠出金
累計額は306億9300万円）である（資源エ
ネルギー庁「平成25年５月　高レベル放射
性廃棄物処分について」参照）。　

５　最近の動き
　これまで我が国は最終処分として地層処分
を政策として採用してきたが，2012年９月，
日本学術会議が地層処分の安全性について専
門家間の十分な合意がないため，自律性，独
立性のある科学者集団による専門的な審議を
尽くすべきであるといった内容の提言を公表
するなど，地層処分の問題がクローズアップ
されている。

　参考文献
・日本弁護士連合会第43回人権擁護大会シン
ポジウム第２分科会基調報告書「原子力・
エネルギー政策の転換を求めて―安全規
制・放射性廃棄物処分・自然エネルギー
―」

・西尾漠「プロブレムＱ＆Ａ　どうする放射
能ごみ（実は暮らしに直結する恐怖）」（緑
風出版）

・経済産業省資源エネルギー庁ホームページ
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第３ 　日本における高レベル放射
性廃棄物の状況

１　幌延深地層研究センターについて
（1）所在と目的
①　所在
　　幌延深地層研究センター（本項では，
以下「本センター」という。）は，北海
道天塩郡幌延町北進地区にある JAEA
の研究開発施設である。

（JAEAホームページより）

②　目的
　　高レベル放射性廃棄物の地層処分技術
に関して，地層科学研究や地層処分研究
開発を行うことにより，地層処分の技術
的な信頼性を実際の深地層での試験研究
等を通じて確認することを目的としてい
る。
　　そして，この研究で得られる成果は，
岐阜県瑞浪市及び茨城県東海村で実施し
ている研究の成果と合わせて，国の安全
基準等の策定や実施主体が進める最終処
分事業の基盤情報として活用される，と
いうことである。

（2）本センターの調査・研究状況

　　本センターでは，高レベル放射性廃棄物
の地層処分技術に関する研究開発のうち，
「地層科学研究」と「地層処分研究開発」
を行っている。

　　地層科学研究は，「地下はどうなってい
るのか」，「なぜそんな仕組みになっている
のか」，そして「将来はどうなるのか」を
明らかにする研究である。具体的には地下
水や岩盤などの性質を調べることを通じ
て，地下深部の地質環境を把握するための
技術開発を行い，地層処分研究開発の基盤
として活用するとされる。

　　地層処分研究開発は，①人工バリア等の
工学技術の検証，②地層処分場の詳細設計
手法の開発，③安全評価手法の信頼性向上
で構成され，実際に地下深部で処分システ
ムの設計・施工が可能かどうかを確認して
いくものである。

　　調査研究の期間は約20年間程度とされ，
「地上からの調査研究段階（第１段階）」，
「坑道掘削（地下施設建設）時の調査研究
段階（第２段階）」，「地下施設での調査研
究段階（第３段階）」の三つの段階に分け
られる。

　　この内，第１段階は2005年度までに終了
している。現在は，第２段階及び第３段階
が並行して進められている。

　　なお，具体的な研究計画や研究成果報告
などは本センターのホームページ上で閲覧
できる。
（3）幌延町における深地層の研究に関する
協定

　　JAEA（当時：核燃料サイクル開発機
構）は，2000年11月に，北海道及び幌延町
との間で，「放射性廃棄物を持込まない，
使用しない」などを約束した「幌延町にお
ける深地層の研究に関する協定」を締結し
ており，同協定で高レベル放射性廃棄物は
持ち込まず，使用もしないことになってお
り，それは研究終了後も同様だとされる。
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　　さらにそこでは，研究終了後には研究施
設を閉鎖し，地下施設を埋め戻すことも定
められている。
（4）大量湧水とメタンガスの発生
　　2013年２月６日には，掘削工事中の坑道
で地下水の大量流出と，メタンガス濃度上
昇のトラブルが発生した。これにより，作
業員24人が避難するとともに，地下水流出
の増大などにより掘削を中断するというト
ラブルが発生した。
（5）具体的な研究状況や成果などについて
　　2014年６月に北海道弁護士連合会公害対
策・環境保全委員会が行ったヒアリング調
査から，いくつかを紹介する。
①　開所後の地震の影響
　　大きな地震もなく，地震による影響を
受けたことは基本的にはない。
　　坑道掘削の際の湧水トラブル（上記
（4））が大きな出来事であり，それ以外
には特にない。
　②　本センターと同程度の施設を設置す
るのにかかる期間と費用など研究はまだ
途上であり，2014年９月までにはこれま
での成果を取りまとめて，発表できるよ
うになる予定だが，現段階では回答でき
るものはない。
③　地層処分の利点と限界
　　利点としては，地表よりは自然現象に
よる影響を受けにくいことがある。限界
としては，非常に長期間にわたる問題の
ため，技術的な難しさや科学の限界があ
るかもしれない。
④　最終処分場として適当な立地はどの
ようなものか

　　水質，地盤が安定しており，地温も高
くなく岩盤が将来にわたって安定してい
ること，近隣に人がいないことなどが考
えられる。
⑤　地層処分に向けた課題は何か
　　研究サイドとしては，実証研究をこれ

からも続けていくことになる。
（6）幌延町が最終処分場となる可能性につ
いて
①　反対住民のヒアリング

　　幌延町における貯蔵施設の誘致・建設
に反対する道北連絡協議会の代表である
久世薫嗣氏に聴き取りを行った結果の一
部を報告する。
ア　幌延町は最終処分場となるか

　　あり得ないと思われる。幌延周辺は
地層処分場に適さない地域だといえ
る。ここ50万年程度の地表運動により
地上になったところであり，安定した
地層ではない。
イ　使用済燃料の地層処分について

　　使用済燃料の地層処分については，
世界中で調査研究され，予想以上に短
い期間で水に溶けた使用済燃料が地上
に現れることが判明している。

　　地層処分は最終処分として選択され
るべきではないと考えている。

②　幌延町役場でのヒアリング
　　さらに，2014年６月に北海道弁護士連
合会公害対策・環境保全委員会が行った
ヒアリングでは以下のような事情が聴取
された。
ア　深地層研究センターの経済効果

　　正確に本センターによる経済効果と
なるかは分からないが，2000年の税収
入が３億円であったところ，2012年の
税収入は４億円となっている。

　　本センターの雇用創出効果として
は，20名程度かと考えられる。
イ　幌延町が最終処分場を誘致する可
能性

　　幌延町では過去にも最終処分場を誘
致したことはなく，将来においてもこ
れは考えられない。幌延町長も，議会
において明確に最終処分場を受け入れ
ないと答弁している。
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　　また，周辺地域の理解を得ることも
できないはずである。
　　なお，本センターは，既に多数の坑
道を有しており，これを最終処分場と
して利用することはできない。

（7）本センターと最終処分場
　　本センターはあくまで地層処分のための
研究施設という位置付けになる。ただし，
その研究では，高レベル放射性廃棄物が実
際に利用されることはないため，その成果
が実際に高レベル放射性廃棄物の処分に途
を開くものではないと思われる。
　　さらに，施設開所から14年間の内に大量
の湧水によるトラブルが発生したことは，
地層処分が危険なものであることをあらわ
にしているというべきである。
　　まして，幌延町に最終処分場を誘致しな
いことは，反対派住民の意向だけでなく，
町の意向としても確立されている。以上よ
り，幌延町が候補地になり得ると考えるべ
きではないだろう。

　参考文献
・JAEAホームページ
・同パンフレット

２　東濃地科学センター
（1）東濃地科学センターの概要
　　東濃地科学センターは，JAEAが運営し
ており，岐阜県土岐市及び瑞浪市に所在し
ている。JAEAは，高レベル放射性廃棄物
の地層処分の技術に関する研究を行ってお
り，東濃地科学センターでは，このうち火
山や活断層の科学的な研究，岩盤や地下水
の科学的な研究（地層科学研究）が行われ
ている。

　　東濃地科学センターがこの地に所在する
ことになったのは，1962年にウラン鉱床が
土岐市定林寺付近の旧国道21号線沿いで発
見されたことがきっかけであった。この発
見を契機に，旧通産省の地質調査所と原子
燃料公社（後に動力炉・核燃料開発事業団
に改組し，その後核燃料サイクル開発機
構，さらに JAEAとなる。）による調査が

（施設周辺図　東濃地科学センターホームページより）
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開始された。1986年に地層科学研究，1992
年に広域地下水流動研究が開始され，1995
年には，岐阜県・瑞浪市及び土岐市と動力
炉・核燃料開発事業団の間で「東濃地科学
センターにおける地層科学研究に係る協
定」が締結され，超深地層研究所の設置に
関する協定がされた。そして，翌1996年か
ら超深地層研究所計画が開始された。
（2）東濃地科学センターの施設
　　東濃地科学センターの施設としては，瑞
浪超深地層研究所，東濃鉱山，正馬様用
地，瑞浪地科学研究館，瑞浪国際地科学交
流館がある。このうち東濃鉱山について
は，2004年に研究を終了し，現在は閉山措
置中である。この中で中心となる施設は，
瑞浪超深地層研究所である。
（3）東濃地科学センターでの地層科学研究
　　東濃地科学センターで進められている地
層科学研究としては，超深地層研究計画，
広域地下水流動研究，地質環境の長期安定
性に関する研究がある。
①　超深地層研究計画
　　超深地層研究計画では，地質環境の評
価のための体系的な調査・解析・評価技
術の基盤の整備と，深地層における工学
技術の基盤の整備を目的とした地層科学
研究が行われている。
　　研究対象としては，主として花崗岩
（結晶質岩）を対象として，岩盤の強
さ，地下水の流れ，水質などを調べたり
している。
②　広域地下水流動研究
　　広域地下水流動研究では，東濃地域を
例として広い範囲（数 km四方～数十
km四方）の地下（数 km～10km）の地
下水の流れ方や水質などを明らかにする
調査や解析の技術と，その方法が適切か
どうかを評価するための技術を確立する
ことを目的としている。
③　地質環境の長期安定性に関する研究

　　この研究では，地質環境の長期安定性
に関する研究を行っている。最終処分事
業や国の安全規制に必要となる科学的知
見や調査・評価技術を提供するため，ア　
自然現象に関する過去の記録や現在の状
況を調査するための体系的な技術の開発
（調査技術の開発・体系化），イ　将来の
自然現象に伴う地質環境の変化を予測・
評価するための手法の開発（長期予測・
影響評価モデルの開発），ウ　最先端の
機器分析装置などを用いた放射年代測定
や鍵層の高分解能同定法などによる編年
技術の高度化（年代測定技術の開発）を
進めている。
④　研究の地域的・時間的広がり

　　このうち，特に前二者（超深地層研究
計画及び広域地下水流動研究）について
は研究対象範囲を地域的に　ア　リージ
ョナルスケール，イ　ローカルスケー
ル，ウ　サイトスケール，エ　ブロック
スケールの４つに区分し（アとイが超深
地層研究計画，ウとエが広域地下水流動
研究に対応），時間的に三つの段階に分
けて研究が実施されている。

　　これらの研究を時間的にみると，まず
第１段階は「地表からの調査予測研究段
階」で，地表での地質調査に加え，人工
的な振動を利用し地層の境界やズレ等の
地質の構造を調べたり，地表からボーリ
ング調査を行い，岩石や地下水等につい
て調べ，これらのデータから地下深部の
状態を予測する。なお，2004年度をもっ
て第１段階の調査研究は終了している。

　　第２段階は「研究坑道の掘削を伴う研
究段階」で，実際に坑道を掘りながら，
壁面の割れ目や断層の分布等を調べる地
質観察や地下水の流れや水質，さらに，
坑道の掘削が地下深くの岩石や地下水に
どのような影響を与えるのか等を調べ
る。
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（東濃地科学センターホームページより）
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　　第３段階は「研究坑道を利用した研究
段階」で，掘削した地下の坑道を利用し
て，地下深部でどのような現象が起きて
いるかを研究するとされている。
　　現在は，第２段階とともに第３段階が
実施されている。

（4）瑞浪超深地層研究所の状況
　　2002年４月に瑞浪超深地層研究所が開所
した。
　　同研究所の研究坑道の立坑掘削工事は
2003年７月に着工され，2005年６月に深度
100ｍの予備ステージ（主立坑と換気立坑
をつなぐ水平坑道）が貫通した。2007年９
月に深度200ｍの予備ステージが貫通，
2009年１月に深度300ｍの予備ステージが
貫通，2009年10月に深度400ｍの予備ステ
ージが貫通，2012年７月に深度500ｍの予
備ステージが貫通している。そして，2004
年２月に深度500ｍの水平坑道の掘削が終
了している。

（東濃地科学センターホームページより）

　　現在，瑞浪超深地層研究所の地下施設は
一般公開されており，地下300ｍにある水

平坑道（研究アクセス坑道）を見学するこ
とができる。水平坑道は，半円形の通路と
なっており，様々な計測機器が設置されて
いる。壁からは，地下水が染み出ている箇
所が多く，掘削工事に伴って大量の地下水
が湧き出している。研究施設内には，湧き
出してくる地下水を排水処理する設備があ
り，排水処理後に隣接する狭間川へ放流し
ている。

　　一日の処理量は，700～1000㎥に達する
（幅10ｍ，深さ1.5ｍの25ｍプールの約３杯
分の排水処理が１日に必要という計算）。
また，湧出する地下水処理にあたり，地下
水中に含まれるフッ素やホウ素，塩化物イ
オン等の濃度を計測したり，水質汚濁防止
法に基づく自動測定も行われている。

　　このような排水処理状況からは，環境に
かなりの負荷をかける施設であることがわ
かる。

　　瑞浪超深地層研究所では，地下300ｍの
研究坑道が既に整備されており，また，
2014年２月には地下500ｍ地点の水平坑道
の掘削が完了したことから，地層処分に関
連する調査研究が一層進められるものと思
われる。
（5）瑞浪が最終処分場となるおそれはない
か

　　瑞浪超深地層研究所は地下約1000ｍもの
深さの地下施設を建設する計画であるが，
その隣に坑道の掘られていない区域があ
り，現在の国の地層処分政策の中で，最終
処分候補地とされる可能性は全くないとは
いい切れない。

　　この点，岐阜県，瑞浪市及び土岐市が旧
動力炉・核燃料開発事業団との間で，1995
年12月28日に締結した「東濃地科学センタ
ーにおける地層科学研究に係る協定書」で
は，「事業団は，研究所について，放射性
廃棄物を持ち込むことや使用することは一
切しないし，将来においても放射性廃棄物
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の処分場とはしない。」との条項が含まれ
ている。また，2002年１月17日に瑞浪市と
旧核燃料サイクル開発機構との間で締結し
た「土地賃貸借契約に係る協定書」では，
「放射性廃棄物を研究所へ持ちこむこと又
は研究所で使用すること」「研究所を放射
性廃棄物の最終処分実施主体へ譲渡し，又
は貸与すること」を禁止し，いずれかに違
反した場合には，瑞浪市は土地契約を一方
的に解除できることになっている。
　　このような協定が存在することから，瑞
浪超深地層研究所は，地層処分に関する純
粋な調査研究施設であり，放射性廃棄物の
持ち込みはできないことになっている。
　　一方で，瑞浪市との土地賃貸借契約は，
2022年までの20年間とされているが，契約
の延長を許容する条項や原状回復義務の例
外条項が存在している。このような条項の
存在も踏まえると，これほど大規模な研究
施設をわずか20年で閉鎖するとは考え難い
ともいえる。
　　地表調査が実施された1986年以来，現在
までの約28年間もの長期間，東濃地域の地
下データが蓄積されている。2013年８月，
JAEAは2040年代まで研究所が続くという
ことではないと岐阜県に説明しているが，
研究所の終了，廃止の時期を示していな
い。終了の時期が明示されないまま研究所
の期間延長が続いている。
　　このような状況について，研究所はとも
かく，その周辺地域が最終処分場となって
しまうのではないかと危惧する地域住民も
決して少なくない。

　参考文献
・東濃地科学センターホームページ

３　高知県東洋町における計画撤回
（1）東洋町による応募
　　日本における原子力発電所で発生する高

レベル放射性廃棄物の処分について，地下
300ｍ以上の深さに地層処分するための実
施機関として原子力発電環境整備機構（以
下「原環機構」という。）が2000年10月に
設立されたが，処分候補地は現在（2014年
８月）に至るも，依然として未定の状態で
ある。処分候補地選定の端緒となる文献調
査について，原環機構は「全国の市町村に
対し公募」し，住民の意見を尊重する建前
をとり，また，文献調査段階から電源三法
交付金制度の「電源立地地域対策交付金」
が交付されることになっていたが，正式な
応募は以下の東洋町の事例を除いて，今日
まで１件もない。
（2）住民及び周辺自治体の反対
　　2007年１月25日，南海地震の発生が懸念
される高知県東洋町の町長が，全国で初め
て上記文献調査に応募した。

　　しかし，東洋町で中学生以上の住民のア
ンケートをとったところ，７割が応募に反
対した。また，周辺市町村長や，徳島県知
事，高知県知事もこぞって反対を明確に表
明した。まず，１月29日には，県境を隔て
た徳島県の海陽町議会が，東洋町の誘致に
反対する決議を可決した。続いて２月６日
には高知県知事及び徳島県知事が，原環機
構理事長及び経済産業省資源エネルギー庁
長官に直接面会し，文献調査を行わないよ
うにすることなどを申し入れた。２月15日
には徳島県議会が，東洋町の誘致に反対す
る決議を可決し，２月22日には高知県議会
も，文献調査を開始すべきでないとの決議
を可決した。同２月22日には周辺自治体の
首長である室戸市長，北川村長，海陽町
長，牟岐町長，美波町長が，原環機構，経
済産業省資源エネルギー庁を訪問し，調査
反対を申し入れた。

　　３月２日には，東洋町の住民も放射性廃
棄物持込み拒否条例の制定を直接請求し，
３月20日には東洋町民で組織する「リコー
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ルの会」が東洋町選挙管理委員会に対し，
東洋町長の解職請求書を提出した。
　　住民の意見を尊重するのであれば，この
ように大多数の住民の反対が表明された段
階で東洋町の文献調査を取り止めるべきで
あるが，原環機構も経済産業省も文献調査
を進めることを決定し，しかも，電源立地
地域対策交付金の額を，それまでの年間２
億1000万円から10億円に増額すると発表し
た。
（3）出直し町長選と反対派候補の当選
　　解職請求書提出から約２週間後，同町長
は４月５日の臨時議会に辞職申出書を提出
し，同意された。辞職した町長も立候補し
て４月22日に出直し町長選が行われ，文献
調査の賛否を問う町長選挙となった。
89.26％という高い投票率となったが，結
果は，投票数で２倍を超える大差で，文献
調査反対を公約に掲げた元・室戸市議が現
職町長を破って当選し，当選翌日の４月23
日に原環機構へ文献調査への応募の撤回を
申し入れた結果，原環機構は４月25日に文
献調査の断念を発表した。また，東洋町
は，「東洋町放射性核物質（核燃料・核廃
棄物）の持ち込み拒否に関する条例」を制
定し，同町が今後一切処分施設建設地とな
ることはあり得ないようにした。
（4）上記経緯における問題点
①　選定手続に地域住民，知事等の意思
が反映されないこと

　　東洋町による応募は２回行われ，１回
目は2006年３月20日に行なわれたが，当
時は公にもされないまま，取り下げられ
た。２回目（2007年１月25日）も，事前
には町民に知らされなかった。そのこと
に対して町民からの反発は激しく，ま
た，高知県，徳島県及び周辺自治体から
も反発を受けた。しかし，そのような反
発にもかかわらず，原環機構はその応募
を受理し，経済産業省は認可した。

　　このようなことを可能にした原因は，
最終処分法に，文献調査を始めるに際し
ての手続上の定めが無く，原環機構のフ
リーハンドになっていたことにある。高
レベル放射性廃棄物最終処分場ができる
ことによって放射能汚染が生じるかどう
かは，そこに住んでいる町民にとって，
生命健康に関する重要なことであって，
町民の意見聴取を十分に行って決断すべ
きであり，少なくとも町議会の同意を得
て行うべきことである。

　　また，当該町民だけでなく，高知県，
隣の徳島県，その両県にまたがる各市町
村とその住民が反発したのは，放射能汚
染が生じた場合の広範な被害への危惧か
らであり，住民の生命，財産の安全に責
任を持つ地方自治体としては当然の態度
表明であった。しかるに，文献調査の段
階では都道府県知事からすら意見を聞く
必要がないとされていることには，地方
自治の根幹に関わる重大な問題がある。
②　交付金支出の異常さ

　　経済産業省から（周辺自治体には県を
通じて）支給される電源立地地域対策交
付金の金額は，文献調査の段階では年間
２億1000万円（概要調査の段階では年間
20億円）とされていたが，政府は2007年
度予算から一挙に年間10億円にまで引き
上げた。

　　同交付金は，発電の用に供する施設の
設置及び運転の円滑化を図るために交付
されるものであり，電源開発促進対策特
別会計法施行令第１条第１項第16号に基
づいて，発電の用に供する施設の設置が
行われ，又は行われることが見込まれる
市町村等に交付されるものである。

　　ところが，文献調査は，概要調査地区
選定，精密調査地区選定，最終処分施設
建設地選定の三段階の内でも概要調査地
区選定の準備作業として行われるもので
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あり，調査に応募した地区に最終処分施
設が設置されるか否かは全く未確定の段
階である。それにもかかわらず，施設が
設置されている又は設置が見込まれる市
町村を対象とするはずの電源立地地域対
策交付金が支給されること自体，極めて
異例かつ異常であるといわざるを得な
い。
　　また，交付金は，年間10億円，通常文
献調査には概ね２年間を要するとされる
ことからすれば，総額では20億円近くに
上る巨額なものであり，深刻な財政難に
あえいでいる多くの地方自治体にとっ
て，地域の安全の問題は二の次にして財
政難の解決のために文献調査に手を挙げ
る誘因となるに十分な金額といえ，本来
地域住民の安全を第一とすべき地方自治
の在り方をゆがめるおそれがある。
③　安全審査の不備
　　特定放射性廃棄物の最終処分業務にか
かる安全の確保のための規制は，別に法
律に定めるところによるとされている
（最終処分法第20条）。つまり安全規制は
定まっておらず，最終処分方策が科学的
に未確定な状況下であるにもかかわら
ず，六ヶ所再処理工場の本格稼働の社会
的合意形成の必要から急遽地層処分を前
倒し的に採用したものである。
　　また最終処分の最大の問題点は，地層
処分方策の安全性であるが，第６の１で
述べるとおり，地層処分の安全性は確立
されていない。
　　原子力安全委員会「高レベル放射性廃
棄物処分の概要調査地区選定段階におい
て考慮すべき環境要件について」（2002
年９月）により，立地を避けるべき地域
として「処分施設を合理的に配置するこ
とが困難となるような活断層の存在が明
らかな地域」を挙げているが，この基準
からは，いかなる活断層が評価されてい

るのかは明らかでない。
（5）小括
　　東洋町の経緯は，非民主的な意思決定
や，交付金による意思決定への干渉の危険
性を明らかにした。これらの問題点は，安
全性が確保されていないことの反映でもあ
る。

　参考文献
・日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員
会「高知県安芸郡東洋町における『特定放
射性廃棄物の最終処分候補地の文献調査』
に関する調査報告書」（2008年５月２日）

第４ 　諸外国における高レベル放
射性廃棄物の処分

　本項目における客観的な情報は，原子力環
境整備促進・資金管理センターの広報用ホー
ムページ「諸外国における高レベル放射性廃
棄物の処分」と日本学術会議の「回答高レベ
ル放射性廃棄物処分」（2012年９月）に依拠
した。

１　フィンランド
（1）原子力の現状
　　フィンランドでは，原子力発電から生じ
る使用済燃料を再処理しないで，高レベル
放射性廃棄物として処分する方針である。
処分する前は，各原子力発電所で中間貯蔵
している。

　　フィンランドには原子力発電所が２か所
あり，東側のロヴィーサ原子力発電所では
ロシア型加圧水型原子炉（VVER）２基，
西側のオルキルオト原子力発電所ではスウ
ェーデンから導入した沸騰水型原子炉
（BWR）２基が運転中である。 
　　2005年よりオルキルオト原子力発電所
（欧州加圧水型原子炉（EPR））３号機の建
設が進められており，2016年には商業運転
を開始する予定である。
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（2）基本的政策
　　フィンランドでは1994年に原子力法を改
正し，使用済燃料を含めて，フィンランド
の原子力発電で発生する放射性廃棄物は，
自国内で最終処分しなければならないこと
が法律に明記され，使用済燃料の輸出入が
禁止された。原子力発電所で発生する使用
済燃料は，各発電所で中間貯蔵されてい
る。原子炉から取り出された燃料は，原子
炉建屋の燃料プールで数年間冷却した後，
所内に別途設けられた中間貯蔵施設に移さ
れる。 
　　フィンランドでは，原則決定という法律
に基づく手続を経て，2001年に高レベル放
射性廃棄物（使用済燃料）の最終処分場の
建設予定地がオルキルオトに決定された。
実際に使用済燃料の処分を開始するために
は，処分実施主体のポシヴァ社が別途，法
律に基づく形で処分場の建設許可申請
（2012年末に申請済），操業許可申請（2020
年を予定）の二つのステップで，それぞれ
許可を得なければならない。
　　最終処分場の建設許可を取得する前で
は，承認を受けた当初計画での処分容量を
拡大する必要が生じた場合には，それを反
映した計画について，改めて政府及び国会
の承認を得る必要がある。2014年時点で
は，オルキルオト３号機，４号機で発生す
る使用済燃料を含めて最大9000ｔの処分計
画が承認されている。
（3）オンカロの実情
　　フィンランドにおける高レベル放射性廃
棄物（使用済燃料）処分の実施主体である
ポシヴァ社は，2014年４月30日付のプレス
リリースにおいて，最終処分地のオルキル
オトに設置している地下特性調査施設
「ONKALO」（オンカロ）について，最深
部に至る全ての立坑の掘削が完了したこと
を公表している。
　　フィンランドは，世界で唯一，国によっ

て決定されたサイトで現実に地層処分に向
かって進んでいる国である。オンカロに
は，日本のマスメディアもしばしば訪問し
ているが，岩盤に亀裂が少なく，ほとんど
地下水の流れもない環境であると伝えられ
る。

　　日本国内でこのオンカロと同様の地層を
見つけることは困難であり，小泉元首相が
脱原発を強く唱えるようになったのは，こ
のオンカロを視察し，これと同様の処分施
設を日本国内で建設することが困難である
ことを認識したためと伝えられている。

２　アメリカ
（1）概要
　　アメリカ合衆国（以下「米国」という。）
では，ネバダ州のユッカマウンテンで高レ
ベル放射性廃棄物を処分することが計画さ
れていたが，オバマ政権はユッカマウンテ
ン計画を中止する方針であり，エネルギー
省（DOE）が設置した特別委員会で，放
射性廃棄物管理を含むバックエンド対策の
代替案が検討されている。
（2）原発と使用済燃料の現状
　　米国における商業用の原子力発電所は全
部で85か所あり，そのうち62か所にある
100基の原子炉が運転中である。29か所に
あった32基の原子炉は既に閉鎖されてい
る。

　　米国では，商業用原子力発電所から発生
した使用済燃料が，2012年末現在で合計約
７万ｔ（重金属換算，以下同じ。）蓄積さ
れていると見積もられている。エネルギー
省（DOE）は，2012年時点で運転中だっ
た104基の原子炉が全て60年間運転した場
合には，使用済燃料の量は14万ｔに達する
と推定している。発生した使用済燃料は，
原子力発電所サイト内でプール貯蔵，また
は乾式貯蔵キャスクなどで貯蔵されている
が，一部はサイト外で中間貯蔵されてい
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る。 サイト外での中間貯蔵施設としては，
イリノイ州にモリス中間貯蔵施設（プール
貯蔵方式）がある。
　　特殊なものとして，スリーマイル島原子
力発電所２号機の事故に伴って発生した燃
料デブリ及び使用済燃料をアイダホ国立研
究所において，乾式貯蔵キャスクに収納し
て貯蔵している。
　　米国では，1973年以降，商業用原子炉で
発生した使用済燃料の再処理は行われてお
らず，使用済燃料をそのまま高レベル放射
性廃棄物として処分する直接処分方式を取
っている。
（3）処分は国の責任
　　1982年放射性廃棄物政策法においては，
高レベル放射性廃棄物を処分することは連
邦政府の責任であり，処分費用の負担は発
生者及び所有者の責任とすべきとされた。
エネルギー省（DOE）に「民間放射性廃
棄物管理局」（OCRWM）が処分の実施主
体として設置され，処分候補地の選定，サ
イト特性調査が進められた。
（4）ユッカマウンテンは中止へ
　　1987年放射性廃棄物政策修正法におい
て，ユッカマウンテンを唯一の処分候補地
とすること，ユッカマウンテン以外でのサ
イト特性調査を停止すること，ユッカマウ
ンテンでの処分量は７万ｔ（重金属換算，
以下同じ。）に制限して，地層処分の研究
プログラムを実施することになった。 
　　1982年放射性廃棄物政策法に基づく手続
を経て，2002年にネバダ州ユッカマウンテ
ンが最終処分地に決定し，2008年６月には
DOEが処分場の建設認可に係る許認可申
請書を原子力規制委員会（NRC）に提出
した。2009年１月の政権交代後の民主党に
よる現政権は，ユッカマウンテン計画を中
止する方針をとっている。
（5）ブルーリボン委員会
　　エネルギー長官が設置した「米国の原子

力の将来に関するブルーリボン委員会」は
代替案を検討して最終報告書を公表し，使
用済燃料などの管理の実施シナリオを検討
している（原子力環境整備・資金管理セン
ター，2012年）。同委員会は2010年１月か
ら２年間にわたり検討を行い，最終報告書
は2012年１月にエネルギー長官に提出され
た。

　　同報告書は，従来の高レベル放射性廃棄
物処分プログラムの抜本的な見直しを前提
に「適応性があり，段階的で，同意に基づ
き，透明性があり，基準および科学に基づ
いて，放射性廃棄物管理および処分施設の
サイト選定を行い，開発するための新たな
アプローチ」（同）を提案し，これを実施
するための新たな組織の設置や処分事業に
必要な資金の確保を要請した。

　　地層処分施設の開発を可及的速やかに進
めることを勧告するとともに，こうした取
組みの間の安全確保のために，「１つまた
は複数の集中中間貯蔵施設の開発のための
可能な限り迅速な取組み」も勧告してい
る。
（6）議論は完全に振り出しに
　　放射性廃棄物の処分は連邦政府の責任と
されながら，ユッカマウンテンサイトはユ
タ州の反対により中止され，連邦として手
続を見直すとされているが，議論は完全に
振り出しに戻った状態である。

３　フランス
（1）再処理政策
　　フランスでは，原子力発電で発生する使
用済燃料を再処理している。2006年に制定
された放射性廃棄物等管理計画法におい
て，再処理等に伴って発生する高レベル放
射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄
物は「可逆性のある地層処分」を行う方針
を定めている。

　　フランスの原子力発電所は，全てフラン
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ス電力株式会社（EDF 社）が運転してい
る。EDF は，2013年末現在，58基の原子
炉を運転している。
　　フランス北西部のコランタン半島の先端
に AREVA 社（旧 COGEMA 社）のラ・
アーグ再処理施設があり，UP2，UP3と呼
ばれるプラントが操業している。再処理で
回収したプルトニウムをMOX燃料等に加
工し，再び原子力発電の燃料として利用し
ている。フランスでは，高速増殖炉の開発
も行われてきたが，閉鎖され，現在は運転
中のものはない。
　　フランスの全ての原子力発電所から発生
する使用済燃料は年間約1150ｔであり，そ
のうち年間約1050ｔがラ・アーグ再処理施
設で再処理され，残りは再処理されずに使
用済燃料のままで貯蔵されている。再処理
を待つ使用済燃料は，各発電所で貯蔵され
るほか，ラ・アーグ再処理施設にも受入施
設としての貯蔵施設がある（いずれもプー
ルでの湿式貯蔵）。また，ラ・アーグ再処
理施設には，再処理後に発生する高レベル
ガラス固化体の貯蔵施設がある。
　　フランスでは，余剰プルトニウムを発生
させないためにプルサーマル用MOX燃料
の年間生産・装荷量から使用済燃料の年間
再処理量を計画し，現在，年間約120ｔの
MOX燃料の生産に見合う量として，年間
約1050ｔの使用済燃料を再処理している。
（2）可逆性のある地層処分の方針
　　2012年に処分実施主体の放射性廃棄物管
理機関（ANDRA）が取りまとめた最新の
インベントリレポートによれば，2010年末
時点の貯蔵量は，ガラス固化体が2700㎥，
長寿命中レベル放射性廃棄物が４万1000
㎥，使用済燃料が１万8900ｔである。
　　2006年に放射性廃棄物等管理計画法が制
定され，高レベル放射性廃棄物を含む，あ
らゆる放射性廃棄物の管理に関する基本方
針が定められた。同法では，高レベル放射

性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物
について「可逆性のある地層処分」を行う
ことを基本とし，目標スケジュールとし
て，2015年までに地層処分場の設置許可申
請を提出すること，2025年には操業を開始
することが示されている。「可逆性のある
地層処分」とは，処分事業を段階的に実施
し，各段階において利用可能な知見を基
に，技術・環境・経済・社会的観点から処
分場設計の変更や定置された廃棄物の回収
などが行えるなど，将来世代に選択肢を残
すことを目的とした柔軟性のある処分概念
のことである。また，一つ前の段階に戻る
ことに対する技術的実現性を確証するため
のプログラムが開発されている。

　　上記の法律では，地層処分事業における
可逆性を確保する期間を少なくとも100年
以上（処分場の閉鎖段階までを意図）とし
ている。

　　フランスの現在の処分方針―可逆性のあ
る地層処分―は，1991年に制定された放射
性廃棄物管理研究法が定めた，三つの管理
方策に関する15年間にわたる研究の実施，
及びそれらの研究成果の総括評価を経て決
定されたものである。この法律の制定以前
には，政府の主導で，当時は原子力庁
（CEA，現在の原子力・代替エネルギー
庁）の一部門であった放射性廃棄物管理機
関（ANDRA）が，四つの地域での地質調
査に着手したが，地元の反対を受けて1990
年に停止に至った。フランスでは，高レベ
ル放射性廃棄物の処分方針の政策決定に，
議会（国会）が大きな役割を果たしている
ことが特徴である。
（3）不透明な今後の見通し
　　可逆性のある地層処分の方針は，国の主
導での地層処分サイトの選定に失敗したと
ころから打ち出された方針であるが，どの
ように進められていくのかは不透明であ
る。
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４　イギリス
（1）概要
　　英国政府は，放射性廃棄物管理政策を検
討する専門委員会のメンバーを公募し，そ
の委員会による勧告を政府が受け入れる形
で，高レベル放射性廃棄物を地層処分する
方針を2006年に決めている。
（2）ほとんどの原発が廃炉へ
　　英国には商業用原子炉として，26基のガ
ス冷却炉（GCR，マグノックス炉），14基
の改良型ガス冷却炉（AGR），１基の加圧
水型軽水炉（PWR，1995年運転開始）が
順次導入された。2013年末時点で運転中の
原子炉は16基であり，初期に導入された
GCR は25基が閉鎖されている。運転中の
１基の GCR は2015年末までに，14基の
AGR も2023年までには運転を終了する見
通しである。 
（3）不透明な方針
　　英国の原子力発電で発生する使用済燃料
の発生者は，GCR を所有する「原子力廃
止措置機関」（NDA）と，AGR14基 と
PWR１基を所有する民間発電事業者の
「EDFエナジー社」（フランス電力会社の
英国子会社）の２社である。これらの原子
炉から発生する使用済燃料のうち再処理予
定があるものは，再処理施設のあるセラフ
ィールドに輸送（主に鉄道）されている。
現時点では，EDF エナジー社から発生す
る使用済燃料の一部については，同社が最
終的な管理方針を決定しておらず，発電所
内で貯蔵している。
　　英国の北西部，セラフィールドに再処理
施設があり，1950年代から，英国内で発生
した使用済燃料の他，外国の使用済燃料も
委託契約に基づいて再処理している。再処
理で製造されたガラス固化体は，再処理施
設内で貯蔵されている。セラフィールドに
は，原子力廃止措置機関（NDA）が所有
する２つの再処理施設（マグノックス再処

理プラントと酸化物燃料再処理プラント
（THORP））がある。NDA は，サイト許
可会社であるセラフィールド社と管理・操
業契約を締結し，同社が商業ベースで操業
している。

　　再処理で製造されたガラス固化体は，冷
却のために少なくとも50年間貯蔵した後，
地層処分する方針である。セラフィールド
の再処理施設では，外国の使用済燃料を再
処理しているほか，施設の操業計画によっ
ては，再処理しない使用済燃料が残る可能
性がある。それらの所有者が，使用済燃料
を放射性廃棄物と位置付けた場合には，そ
れを容器に封入して地層処分する可能性も
ある。

　　2007年４月，原子力廃止措置機関（NDA）
が，地層処分の実施主体となった。2007年
６月，Defra が実施体制や処分地選定プロ
セスなどを含む「地層処分の実施枠組み」
案をまとめ，意見を募集した。2008年６
月，Defra が白書「地層処分の実施枠組
み」を公表し，処分実施主体の役割を，中
間貯蔵の責任を有していた原子力廃止措置
機関（NDA）に割り当てるとともに，政
府主導のサイト選定プロセスを開始してい
る。しかし，具体的な見通しは立っていな
い。

５　ドイツ
（1）揺れ動いた原子力政策は脱原発方針で
収束

　　ドイツでは1998年に成立した連立政権の
下で脱原子力政策が進められ，現在も継続
している。2000年６月に連邦政府と主要電
力会社は，原子力発電からの段階的撤退等
に関して合意した。2002年４月に全面改正
された原子力法では，この合意内容の一部
が法制化され，商業用原子力発電所の運転
を原則32年間に制限するとともに，今後の
原子力発電の総量に上限を設けた。2009年
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秋に成立した現連立政権は，脱原子力政策
を維持しつつも，運転中の原子炉17基の運
転期限を平均で12年延長することなどを含
む原子力法改正案を，2010年10月に成立さ
せた。
　　しかし，福島第一原発事故を受けて連邦
政府は，2011年３月に，17基の原子炉のう
ち８基（1980年以前に運転開始した炉）を
停止させるとともに，予定していた原子炉
の運転期限の延長を凍結した。そして2011
年６月，連邦政府は，停止させた原子炉８
基を即時閉鎖し，残る９基も2022年までに
閉鎖するとした，将来のエネルギー政策の
見直しを閣議決定した。これらの政策を含
む改正原子力法は，2011年８月に発効し
た。
（2）再処理から直接処分に転換
　　2013年末現在，ドイツで運転中の原子炉
がある原子力発電所は８か所あり，加圧水
型原子炉（PWR）が７基，沸騰水型原子
炉（BWR）が２基である。これら９基の
原子炉は，2015～2022年末までに順次運転
終了する予定となっている。
　　ドイツでは，当初は使用済燃料を再処理
して核物質を再利用するよう法律で定めて
いたが，1994年の原子力法改正により，再
処理せずに使用済燃料を直接処分すること
を原子力発電事業者が選択できるようなっ
た。その後，原子力発電からの段階的撤退
政策を受けて2002年４月に改正された原子
力法において，再処理を目的とした使用済
燃料の原子力発電所からの搬出を，2005年
７月以降永続的に禁止している。
　　原発で発生する使用済燃料は，原則とし
て処分のために搬出するまで，発生したサ
イト内で貯蔵する方針である。使用済燃料
は，燃料プールで約５年間冷却された後，
「輸送貯蔵兼用キャスク」に収納して貯蔵
される。こうした乾式貯蔵は，運転中と閉
鎖された原子力発電所を含め，12の原子力

発電所で実施されている。
（3）中間貯蔵施設
　　一部の使用済燃料は，原子力発電所から
搬出され，ゴアレーベンとアーハウスの２
か所の集中中間貯蔵施設で貯蔵されてい
る。

　　電力会社などが出資し，これらの中間貯
蔵施設を操業する原子力サービス会社
（GNS）は，ゴアレーベン中間貯蔵施設に
おいて使用済燃料だけでなく，フランスと
英国に委託した再処理からの返還ガラス固
化体（高レベル放射性廃棄物）を併せて貯
蔵する計画であった。ゴアレーベン中間貯
蔵施設では，1995年から使用済燃料を収納
した「輸送貯蔵兼用キャスク」の受け入れ
が始まった。しかし，使用済燃料の輸送に
対する反対運動が激しくなったことから，
1997年を最後に使用済燃料の搬入は行われ
ていない。外国からの返還ガラス固化体の
受け入れは継続していたが，2013年３月の
連邦とニーダーザクセン州の合意に基づ
き，搬入を停止することになった。

　　アーハウス中間貯蔵施設では，主として
研究炉や高温ガス炉（実験炉と実証炉，い
ずれも1980 年代末に廃止）の使用済燃料
を乾式貯蔵している。旧東ドイツに導入さ
れた原子力発電所の廃止措置に伴い，それ
らの発電所からの使用済燃料が，ノルト集
中中間貯蔵施設において乾式貯蔵されてい
る。

　　2010年12月末時点で，ドイツ国内の使用
済燃料貯蔵量は約6220ｔ（ウラン換算，以
下同じ）である。また，既に約6670ｔの使
用済燃料が，主としてフランス及び英国に
おいて再処理されている。
（4）めどの立たない最終処分
　　ドイツでは，放射性廃棄物を処分する場
合は全て，国内で地層処分する方針であ
る。処分時に地層への熱影響を考慮しなけ
ればならない廃棄物を「発熱性放射性廃棄
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物」と定義し，それ以外を「非発熱性放射
性廃棄物」としている。使用済燃料とガラ
ス固化体は，発熱性放射性廃棄物に該当す
る。処分の対象となる発熱性放射性廃棄物
の量は，2022年までに全ての原子炉を閉鎖
することを前提として，約29030㎥（処分
容器込みの体積）と推定されている。
　　しかし，ゴアレーベン中間貯蔵施設が反
対に遭っており，最終処分場を決めること
は大きな困難に遭遇している。

６　スウェーデン
（1）直接処分政策
　　スウェーデンでは1980年に原子力発電の
是非を巡って国民投票が実施され，その結
果を受けて，原子力発電から段階的に撤退
する政策がとられてきた。
　　使用済燃料は，各発電所で冷却（炉取り
出し後約１年間）した後，SKB 社が操業
する「集中中間貯蔵施設」（CLAB）に輸
送し，地下30ｍに設けられたプールで貯蔵
されて」（同）おり，2010年末における貯
蔵量は5222ｔ，全ての原子炉の運転が停止
するまでに発生する使用済燃料の累積量は
約１万1600ｔになる見込みである。
　　一方，「地球温暖化問題に対応するため
に」，既設炉の建て替えに限った新設（リ
プレース）を認める法改正が2010年６月に
行われた。このことが，今後，同国の放射
性廃棄物処分事業にどのような影響を与え
か未知数である。
（2）SKB が主体，サイトはフォルスマル
クで申請された

　　このように，同国においては，発生する
高レベル放射性廃棄物の総量が定まった上
で，高レベル放射性廃棄物の処分（同国の
場合は使用済燃料の直接処分）の実施機関
として，「スウェーデン核燃料・廃棄物管
理会社」（SKB社）が電力会社の共同出資
によって1984年に設立され，高レベル放射

性廃棄物の処分事業だけでなく，その他の
放射性廃棄物の処分事業，高レベル放射性
廃棄物の中間貯蔵事業等も行ってきた。

　　SKB 社は，1992年に取りまとめた研究
開発計画において，サイト選定に関し，総
合立地調査，フィージビリティ調査，サイ
ト調査，詳細特性調査という４種類の調査
を設定し，２段階で選定が進められる構成
を取り，立地点の選定を進めてきた。

　　この立地点選定のプロセスにおいて，住
民投票で調査への同意が得られなかった自
治体からは SKB 社は撤退し，同意の得ら
れた自治体で調査を進め，絞り込みを進め
た結果，2009年６月に SKB 社は，処分場
の建設予定地として，エストハンマル自治
体のフォルスマルクを選定した。

　　2011年３月に SKB 社が，エストハンマ
ル自治体のフォルスマルクを処分場の建設
予定地とする立地・建設の許可申請書を提
出し，SKB 社の計画では，処分場の操業
開始は2025年頃となる見通しである。
（3）世界で２番目の処分地決定か？
　　国が，この計画を認可すれば，スウェー
デンは世界で２例目の処分地決定国となる
可能性がある。しかし，スウェーデンも長
期安定な岩盤の国であり，世界でもまれな
好条件があることを忘れてはならない。ま
た，そのスウェーデンでも，アイソスタシ
ーなどによる長期地殻変動などにより，地
下に地層処分した高レベル放射性廃棄物が
環境に影響を与える可能性があると指摘す
る専門家もおり，不透明な要素がないわけ
ではない。

７　総括
　このように世界の実情を見ると，地下水脈
のない硬い岩盤に恵まれた北欧を除いて，安
全な処分施設を見いだすことに大変な苦労を
している。そもそも一定の地域に非常に危険
性の高い物質を押しつけ，人の近づくことが
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できない環境を長期にわたって維持するとい
う処分概念そのものに，大きな困難が内在し
ている。
　フランスでは，地層処分という方針そのも
のが揺らぎ，可逆性のある方針が検討され始
めている。
　プレート境界にあり，国土のほとんど全土
にわたって活断層が走り，地下水脈の豊富な
日本国内において，長期に外環境から隔離さ
れた地層処分を行うことのできる地層を見つ
け出すことはほとんど不可能であるといわざ
るを得ないであろう。
　このことは，日本において原子力発電その
ものを継続することの環境破壊性と世代間倫
理性の欠如を示してあまりある。

　参考文献
・原子力環境整備促進・資金管理センターの
広報用ホームページ「諸外国における高レ
ベル放射性廃棄物の処分」
・日本学術会議「回答高レベル放射性廃棄物
の処分について」（2012年９月11日）
・海渡雄一・福島みずほ「脱原発を実現する
　政治と司法を変える意志」（明石書店，
2012年11月）

第５ 　廃棄物総量の確定と直接処
分への転換

１ 　原子力発電所の廃止と廃棄物総量
の確定
（1）廃棄物総量確定の必要性
　　第３節第１で述べたとおり，原発の稼働
により不可避的に生じる高レベル放射性廃
棄物は極めて危険なものであり，保管及び
管理には細心の注意を要する。しかも，そ
の危険性は万年単位の長期間にわたり継続
するため，半永久的に人間の生活環境から
隔離しなくてはならないという，他の廃棄
物などとは比較にならないほど処分には困

難を伴う。
　　このような高レベル放射性廃棄物であっ
ても，何らかの方法により最終処分をしな
ければならないが，最も重要なことは，こ
れ以上放射性廃棄物を増やさないことであ
る。廃棄物総量を確定しなければ，将来何
らかの最終処分方法が決定したとしても，
どの程度の規模及び数の処分施設等が必要
となるかすら決められない。

　　真剣に高レベル放射性廃棄物の最終処分
を考えるのであれば，即時に原発を廃止
し，これ以上総量を増加させないことが最
も重要である。これは将来世代に対する
我々世代の基本的な責任であるというべき
である。

　　現時点でさえ，各原発敷地内における使
用済燃料の保管容量が限界に近付きつつあ
り，行き場のない使用済燃料を含む高レベ
ル放射性廃棄物は大量に存在する。

　　高レベル放射性廃棄物の処分問題は，極
めて困難な問題であるが，処分対象の廃棄
物が多くなればなるほど，その解決の困難
性は増大していくのである。

　　このように高レベル放射性廃棄物の最終
処分という観点からは，原発の稼働継続は
到底受け入れられないのである。
（2）日本学術会議の「総量管理」の考え方
　　高レベル放射性廃棄物の処分について，
2012年９月11日に日本学術会議高レベル放
射性廃棄物の処分に関する検討委員会によ
り，「高レベル放射性廃棄物の処分につい
て」と題する意見がまとめられた（以下
「日本学術会議の回答」という。）。
　　日本学術会議の回答では，最終処分に関
するこれまでの日本政府の政策に対する批
判と不信の根底には，高レベル放射性廃棄
物の「総量管理」の考え方が欠落している
との指摘がある。そして，総量管理という
考え方が，今後の原子力発電の大局的政策
を策定する上で重要な要因であるだけでな
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く，社会的合意に基づいて高レベル放射性
廃棄物問題を解決するためには極めて重要
な条件である，と述べている。
　　日本学術会議の回答にある「総量管理」
とは，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よう操
作することであるという。その含意として
は，「総量の上限の確定」と「総量の増分
の抑制」であるとする。「総量の上限の確
定」とは，総量に上限を設定することであ
り，社会が脱原発を選択する場合には，脱
原発のテンポに応じて上限が定まってくる
とする。「総量の増分の抑制」とは，総量
の増加を厳格に抑制することであり，単位
発電量あ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。
　　総量管理という考え方については，総量
に関心を向け，上限を確定するという点に
ついては一定の評価はできる。しかしなが
ら，現状の高レベル放射性廃棄物の総量か
らのさらなる増加を許容するものであり，
将来の原発稼働を前提とする点で，原発の
稼働を一切認めないという日弁連の見解と
は相容れない。特に，「総量の増分の抑
制」という考え方については，将来にわた
り，原発に依存した社会を前提とするもの
であり，福島第一原発事故という未曽有の
被害をもたらしている事故を経験した我が
国においては，受け入れられるものではな
い。
（3）最終処分問題を常に示すべきであるこ
と

　　現実問題として，現在の政府は，福島原
発事故を経験したにもかかわらず，原発を
推進しようとしている。原発を稼働させる
ということは，将来世代に対する責任とし
て最も重要であるというべき，放射性廃棄
物を「これ以上増やさない」ということに
真正面から反するものである。原発の稼働
には必ず放射性廃棄物が発生するのであ

り，稼働問題について検討を行う場合に
は，常に放射性廃棄物の処理等のバックエ
ンド問題（廃炉費用や放射性廃棄物の処
理，使用済燃料の処理等に関わる問題）を
きちんと示した上で，議論をすべきであ
る。

２ 　使用済燃料は再処理せず，直接処
分すること
（1）再処理自体の不合理性
①　いまだに続けられる再処理政策

　　国及び電気事業者は我が国のエネルギ
ー政策の要として核燃料サイクルを推進
し，その論拠として次のような説明を行
ってきた。

　　「ウラン資源に乏しいわが国にとっ
て，使用済燃料を再処理し，ウランとプ
ルトニウムを利用することによって，ウ
ラン資源の有効利用を図る必要があり，
また，再処理によって放射性廃棄物の量
が減容される。」

　　このように，放射性廃棄物の処理も，
再処理の理由とされているのである。
②　再処理の不要性

　　しかし，今後，原発そのものを廃止す
る脱原発の方向が定着すれば，そもそも
使用済燃料の再処理の必要はなくなるの
であるから，核燃料サイクルを維持する
必要は全く存在しない。原発の廃止によ
り使用済燃料がこれ以上増えなければ，
再処理事業は商業的に成立しないのであ
る。他方，六ヶ所再処理工場は試運転中
であって，電力の需給問題に影響を与え
るものではないから，直ちに再処理を中
止したとしても何ら問題ない。
③　再処理の危険性

　　のみならず，使用済燃料の再処理につ
いては，第２節で検討したとおり，技術
的に未確立で事故の危険と隣り合わせで
あり，現に諸外国では多数の事故が発生
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している。また平常時にも，環境中に大
量の放射性物質を発生させている。
④　再処理の不経済性
　　さらに，再処理にはバックエンドコス
ト約18兆円が「再処理積立金」の名目で
電気料金に上乗せ徴収されることになる
のであり，「ウラン資源の有効利用」に
よるエネルギーコスト削減など夢物語に
過ぎない。
⑤　廃棄物処理方法としても誤っている
こと

　　また，第２節第１の２で検討したとお
り，再処理には放射性廃棄物を減容化す
る効果がなく，むしろ放射性廃棄物の量
を増やすことになる。

（2）直接処分への転換
　　海外に目を転じると，アメリカ，ドイツ
はすでに民間再処理事業から完全に撤退
し，使用済燃料そのものを再処理しないで
直接処分する方策に転換した。
　　のみならず，再処理を行って余剰プルト
ニウムを保有することに対しては，核武装
化への懸念から，国際的批判が強い。こう
した批判を押し切ってまで再処理を推進す
る必要はどこにもない。
　　したがって，既存の使用済燃料の処分は
直接処分の方法によって対応すべきであ
る。

第６　最終処分について

１　地層処分の問題点
（1）我が国の最終処分の方針
　　現在我が国では，高レベル放射性廃棄物
の最終処分方法として地層処分が採用され
ている。地層処分は，高い放射線を放出し
続ける高レベル放射性廃棄物を何万年にも
わたって人間の手の届くところで積極的に
管理し続けるのは困難であると考え，安定
した地下深くに埋め捨てて人間環境から隔

離しようというものである。地層処分によ
る方針は，2000年５月に制定された「特定
放射性廃棄物の最終処分に関する法律」
（以下「最終処分法」という。）に基づいて
政策的枠組みが定められている。最終処分
法によれば，使用済燃料の再処理後の高レ
ベル放射性廃棄物等を対象とし，最終処分
は地下300ｍ以上の深さの地層に埋設する
としている。

　　最終処分法制定の前提として，我が国に
おいても地層処分が安全に行うことができ
ることを担保する根拠となっているのが，
1999年11月29日に旧核燃料サイクル開発機
構がまとめた「わが国における高レベル放
射性廃棄物　地層処分の技術的信頼性―地
層処分研究開発第２次取りまとめ―」（総
論レポート，分冊１～３，別冊）（以下
「第２次とりまとめ」という。）である。し
かしながら，この第２次とりまとめには，
後述のとおり，多くの批判がある。
（2）第２次とりまとめの概要
①　第２次とりまとめの目的

　　第２次取りまとめの目的は，地層処分
の技術的信頼性を示すこと，処分予定地
の選定，安全基準の技術的拠り所を与え
ることの二点とされている。目的として
「地層処分の技術的信頼性を示すこと」
とされているが，「信頼性を検証するこ
と」ではなく，それがあることを前提と
して，それを示すことを目的としている
点は，そもそもこの第２次取りまとめの
検討姿勢としては大きな問題である。

　　第２次とりまとめの総論レポートは，
全７（Ⅶ）章から構成されており，地層処
分の技術的三要素とされる「わが国の地
質環境」（第Ⅲ章），「地層処分の工学技
術」（第Ⅳ章），「地層処分システムの安
全評価」（第Ⅴ章）が個別に記述されて
いる。以下，この技術的三要素を中心に
総論レポートの概略をみていく。



― 146 ―

第２章　核燃料サイクルの廃止と放射性廃棄物の後始末

②　我が国における地層処分の概要
　　我が国における地層処分の概念は，高
レベル放射性廃棄物を人間の生活環境か
ら安全に隔離するために，「安定な地質
環境に，性能に余裕をもたせた人工バリ
アを含む多重バリアシステムを構築す
る」というものであるという。すなわ
ち，天然の地質環境（天然バリア）と工
学的な防護系（人工バリア）を組み合わ
せたものとしている。
　　天然バリアとは人工バリア以前の地質
環境そのままのことであり，長期的な安
定性に配慮する必要がある。人工バリア
は，ガラス固化体，金属製のオーバーパ
ック（容器）及び緩衝材（粘土）で構成
される。そして，地質環境と人工バリア
が相互補完的に働くため，放射性物質が
人間の生活環境に到達するには非常に長
時間かかることから，たとえ人間の生活
環境に到達したとしても，放射性核種は
崩壊により減衰し希釈され安全であると
している。
③　我が国の地質環境
　　地質環境の長期安定性に影響を与える
可能性がある天然現象には，地震・断層
活動，火山・火成活動，隆起・沈降・侵
食・気候・海水準変動があるとする。そ
して，これらの活動記録のある地質や地
形を対象に研究を進めるとともに，各天
然現象の現在までの活動履歴を整理する
ことで，おおむね過去数十万年までさか
のぼって活動の場所や規模を追跡するこ
とができた。
　　火山活動や断層活動については，これ
らの影響を被らないような地域がわが国
にも広く存在するという。
　　隆起・沈降・侵食，気候・海水準変動
などの現象については，変動の激しい一
部の地域を避けた上で，個々の地域にお
いて想定される変動の規模を適切に考慮

して処分場の深度を設定することにより
対応が可能であるという。

　　地下深部の地質環境特性については，
人工バリアの設置環境や天然バリアとし
ての機能の観点から重要な地下水や岩盤
の特性に焦点をあて，文献データの整備
や地層科学研究の成果を活用して検討し
ている。その結果，我が国における岩盤
の性質は多様であるが，地温が十分に低
く応力がほぼ均等に働いているような岩
盤が，我が国の地下深部にも広く存在す
ることが確認できたという。また，地下
深部の地下水は，土壌や岩石中に存在す
る鉱物や有機物などとの反応により還元
性（注：酸素を失い，金属を腐食させに
くく，物を溶かしにくくなること）にな
ること，地下深部では，地表に比べて動
水勾配が小さく，地下水の動きが遅くな
ることが確認されたという。物質の移行
経路となる岩石中の粒子間間隙や割れ目
などの分布・形状は，岩石の種類や場所
により異なるが，一般に地下水によって
物質が移動する際に，鉱物の表面へ収着
されたり，岩石の組織中を拡散する。こ
のような性質は，地下水による物質の移
動を遅延させるという。

　　このようなことから，我が国のような
地質環境においても，将来十万年程度に
わたって十分に安定で，かつ人工バリア
の設置環境および天然バリアとして好ま
しい地質環境が我が国にも広く存在する
と考えられると結論付けている。
④　地層処分の工学技術
ア　人工バリア
ア　ガラス固化体

　　ガラス固化体は放射性核種を安定
なガラス構造の中に取り込み，地下
水への溶出を抑制する特性を有する
とされる。ガラス固化体の発熱量及
び放射能は，燃料タイプ，燃焼履
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歴，再処理工場の運転条件によって
変化する。今後発生するガラス固化
体は国内産がほとんどであり，設
計・安全評価で用いるモデルガラス
固化体は国内で製造されるガラス固
化体を参考に設定される。
イ　オーバーパック
　　主要な機能は，ガラス固化体と地
下水の接触を一定期間阻止すること
である。材質としては，炭素鋼製の
ほか，内側に強度を期待した炭素鋼
容器でその外面を耐食性に優れたチ
タンあるいは銅で覆う複合オーバー
パックがある。基本条件となる設計
耐用年数は千年間，厚さは耐食性，
耐圧性，放射線遮蔽性等を考慮し，
蓋部・胴部ともに190mm とされ
た。ガラス固化体をオーバーパック
に封入するが，封入する際の溶接方
法は，遠隔自動化が可能な電子ビー
ム溶接が有力だが，溶接部の品質確
保，その検査技術の開発が重要な課
題とされている。
ウ　緩衝材
　　緩衝材の機能は，その物理的，化
学的緩衝機能によってガラス固化体
を保護するとともに，周囲からの地
下水の浸透やその中での流れを抑制
し，さらに地下水に溶出した放射性
核種を収着することによって，放射
性核種の移動を抑制することとされ
る。
　　材料の基本はベントナイトであ
り，経済性を考慮してベントナイト
にケイ砂を混合したものを検討して
いる。緩衝材の仕様は，ベントナイ
トwt70％，ケイ砂wt30％混合，乾
燥密度1.6Mgm で，緩衝材の厚さ
は70cmとされた。
　　製作・施工は，現場締固め方式

（現場で緩衝材を処分坑道「横置
き」あるいはピット「竪置き」に注
入もしくは吹き付けて，大型機械に
より締め固める方式），ブロック方
式（緩衝材を圧縮成型してあらかじ
めブロックを作り，そのブロックを
処分坑道あるいはピットに詰めつ
つ，オーバーパックを定置する方
式），一体型成形方式（一体型の緩
衝材を成形し，処分坑道あるいはピ
ットに据え付けた後，オーバーパッ
クを定置する方式）が検討された。
廃棄体を横置きする場合は処分坑
道，竪置きする場合はピット（処分
孔）と定置する場所に違いがある。

イ　処分施設
　　処分施設は，地上施設と地下施設か
ら構成される。地上施設は，ガラス固
化体を受け入れ，検査し，オーバーパ
ックに封入した後，それを地下深部に
搬送するために必要な施設や，建設・
操業・閉鎖に関連して地上部に必要と
なる施設などから構成される。

　　地下施設は，地上と地下の施設を結
ぶアクセス坑道，廃棄体を定置するた
めの処分坑道，処分坑道を取り囲む主
要坑道，主要坑道間を結ぶ連絡坑道な
どから構成される。地下の岩盤の違い
による力学的安定性が検討され，仕様
例，耐震安定性等も検討されている。
また，処分坑道離間距離と廃棄体ピッ
チの組み合わせについても設計の考え
方，熱解析なども行われている。

⑤　地層処分システムの安全評価
　　地層処分システムの安全評価として，
人工バリアとその近傍の岩盤の領域（ニ
アフィールド）の性能に重点をおいた評
価手法を構築するとともに，構築された
手法を用いて安全評価を行っている。

　　安全評価で検討・解析されたシナリオ
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は，地下水によって放射性核種が処分場
から人間の生活環境に運ばれる地下水シ
ナリオである。別のシナリオである接近
シナリオ，すなわち高レベル放射性廃棄
物と人間との距離が物理的に近くなるこ
とにより人間の生活環境に影響が及ぶと
想定したシナリオは，適切な処分地の選
定で影響は基本的に排除できるとされ
て，安全評価の解析では考慮されていな
い。
　　地下水シナリオについては，我が国の
地層処分概念に基づいて構築される地層
処分システムを，現実的な地質環境のデ
ータとそれを踏まえて合理的に設計され
た人工バリアによって特徴付け，安全評
価の対象とした。これをもとにモデルや
データに伴う不確実性を考慮したケー
ス，天然現象により地質環境が変動する
と想定したケースや人間環境が影響を及
ぼすケース，さらに地質環境の多様性や
処分場の仕様の幅を考慮した多様な地層
処分システムに対する解析ケースをそれ
ぞれ設定している。
　　これらの解析の結果から，モデルやデ
ータの不確実性，天然現象などによる処
分システムへの地下水を介した影響とと
もに，地質環境と処分場の仕様に関する
多様性を考慮しても，４万本のガラス固
化体を埋設処分したときに，地下水によ
って人間の生活環境に運ばれる放射線量
の最大値は，諸外国の安全基準である年
間の防護レベル（100～300μSv）を下
回るという。地層処分に適切な地質環境
を選定し，処分場を設計・施工すれば長
期間の安全性を維持できる地層処分シス
テムの構築が可能であることが示された
と結論付けられている。

（3）第２次とりまとめに対する批判
　①　第２次とりまとめでは，将来十万年
程度にわたって十分に安定で，処分場と

して好ましい地質環境が我が国にも広く
存在すると結論付けている。

　　しかしながら，この第２次取りまとめ
に対しては，科学技術的な観点から様々
な批判がされており，およそ我が国にお
ける地層処分が安全であるとの保障には
ならない。
②　地層処分システムの安全評価は，直
接証明できないこと

　　まず，そもそも，第２次とりまとめ自
体が，安全性を実証するという直接的な
方法ととることができないと明言してい
ることが指摘できる。「安全性の評価」
という言葉を使用しているが，それは，
通常の工学システムの場合と大きく異な
るのであり，従来の工学的アプローチと
同じ「安全性」ではないということに留
意しなければならない。その理由は，地
層処分システムでは，①極めて長い時間
スケールを考慮しなければならないとい
うことと，②天然の地層という不均質で
大きな空間領域を有するためである。

　　そのため，第２次とりまとめで使用さ
れる安全性の評価は，あくまでもシナリ
オに基づく「予測」によって人間への影
響を検討し，安全性を示すことしかでき
ず，地層処分の安全性は「間接的に実証
される」だけなのである。そもそも実証
とは，事実に基づいて証明することであ
ることからすれば，「間接的に」実証す
るということは矛盾を抱えるものであ
る。

　　さらには，安全性評価の信頼性につい
ては，時間的，空間的な予測が伴うた
め，種々の不確実性を取り除くことがで
きない。

　　このように，安全性の評価について
は，種々の不確実性があることを前提と
するものであり，直接には証明すること
ができないのである。
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③　平均値による安全性であること
　　地層処分の安全性に関して，地質特性
については，土地ごとの様々な条件のば
らつきに左右されるものである。ところ
が，第２次とりまとめでは，そのような
ばらつきを考慮せずに日本の地質の平均
値を使って安全性の評価をしているとの
指摘がある。何を平均値と考えるのかも
単純でない上，多種多様な地質を有する
広い国土について平均値により評価する
方法では，信頼に足る評価などできるは
ずもない。それにもかかわらず，ごく限
られたデータをもって，日本の広い範囲
で地層処分に適した地層環境があるとし
ているが，稚拙な議論であるといわざる
を得ない。
④　信頼性の欠如を示す矛盾
　　第２次とりまとめでは，報告書として
の信頼性の無さを示す致命的な矛盾もあ
る。
　　総論レポートの第３章「わが国の地質
環境」の章では，透水係数（土や岩の水
の通しやすさを表す量）について，「岩
盤の透水性と深度の関係について」「深
度と透水係数との間に明瞭な相関は認め
られない。むしろ，地下深部であっても
…透水係数が著しく大きくなる場合があ
る。」（第３章57頁）と記載されている。
　　ところが，総論レポートの第５章「地
層処分システムの安全評価」の章では，
「一般に，岩盤の透水係数は深度ととも
に減少する深度依存性を呈する」「地下
数百ｍ以深の地下深部においても深度依
存性を呈する」と記載されており，明ら
かな矛盾がある。この矛盾は，総論レポ
ートの草稿版から最終版に書き換えられ
る過程で，計測データが増えたことから
第３章には最新のデータが反映されたに
もかかわらず，第５章については，古い
データのまま最終版とされてしまったこ

とから生じたとみられる。
　　しかも，第５章の「地層処分システム
の安全評価」では，安全評価を行うため
の解析に用いるデータとして「透水係数
の深度依存性に基づいて，地下1000ｍの
処分場周辺の亀裂の透水量係数として，
上記の釜石鉱山の深度約260ｍで測定さ
れたデータから求めた透水量係数分布を
１桁低減した分布」を用いているのであ
る（第５章58頁）。

　　地下の天然バリア中の地下水の透水係
数は安全性にかかわる重要なパラメータ
であるが，そのデータが一桁も小さい
（安全と評価できる）数値として使用さ
れていることからすると，安全評価の最
終結果に大きく影響することは必至であ
る。

　　このように，第２次とりまとめには，
報告書としての根本的な信頼性の欠如を
もたらす矛盾が存在するのである。
⑤　変動帯の日本では処分地を選べない

　　第２次とりまとめでは，地質環境の長
期安定性に影響を与える可能性のある天
然現象として，地震・断層活動を挙げ
る。そして，我が国における主な地震・
断層活動は，既存の活断層帯で過去数十
万年程度にわたり同様の活動様式で繰り
返していること，活断層の分布には遍在
性があること，活断層が現存しない地域
で断層が新たに発生する可能性は小さい
ことから，変動帯（地球表面の地震・火
山活動や地殻変動が活発に生じている地
域）に位置する日本においても，十万年
程度の将来にわたって断層活動による影
響が十分に小さいと期待できる場が広く
存在すると述べている。

　　日本列島は，４枚のプレートが互いに
近付き合う複雑な場所に位置しており，
地球上でも最も地震が多発する変動帯で
ある。東日本大震災でも改めて明らかに
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なったとおり，数十年単位の短期間です
ら地震発生の将来予測は非常に困難なの
である。過去の地震発生分布によれば，
日本列島のほぼ全域が震源となってお
り，確実に地震の影響を受けないという
場所を選ぶことは極めて困難であると批
判されている。
⑥　地震が与える影響
　　さらには，地震が地層処分場に与える
影響についても，第２次とりまとめは，
過小評価されているとの批判がある。地
震発生源が処分場から離れていたとして
も，地震による変形と応力変化が処分場
周辺の岩盤の状態を変化させて地下水の
流動特性を変える可能性もある。その結
果，人間の生活環境に達する放射能の量
を増やしたり，到達期間が短縮されたり
することが考えられる。
　　諸外国では地層処分が採用されている
が，ヨーロッパ大陸やアメリカ大陸にお
いては，日本と異なり地震や地殻変動の
ほとんどない静かな安定地域に位置して
いることを忘れてはならない。この違い
は，日本において本当に地層処分場に適
した超長期間にわたり安定した地層があ
るか，安全に処分できるか，という，我
が国で地層処分問題を考える上で根本的
な問題というべきなのである。
⑦　放射能量の過小評価
　　その他にも，ガラス固化体を納める金
属製容器であるオーバーパックについ
て，内部のガラス固化体の放射能量が過
小評価されているとの指摘がある。その
結果オーバーパック自体の放射能による
腐食をより多く見積もる必要が生じ，容
器の肉厚を増やさなければならないとい
う設計変更が必要になる等の問題があ
る。
　　放射能量の増大は，オーバーパック自
体の温度上昇にもつながり，オーバーパ

ックの周囲を覆う緩衝材の性能低下をも
たらすなど，様々問題を引き起こし，ひ
いては処分場の大幅な設計変更が必要に
なると指摘されている。
⑧　安全という結論ありきの内容

　　第２次とりまとめでは，処分の安全性
に影響を与えそうな項目が一通り検討さ
れてはいるが，個々の検討内容には多く
の問題を有している。放射性物質の最終
処分場の安全性評価においては，考えら
れるあらゆる条件の中でも最も安全側に
考慮した上で検討すべきであるが，第２
次とりまとめでは，そのような観点が欠
落している。また，不確定要素も多々存
在するなど，およそ地層処分の安全性が
担保されているとはいえない。

　　仮に，最終処分方法として地層処分を
進めていくのであれば，少なくとも現在
提起されている科学技術的な批判に対し
ては合理的な回答，あるいは，指摘され
ている問題点を解決する調査研究を進
め，十分な安全性が確保された上でなけ
れば最終処分方法として採用すべきでは
ない。

　　多数の批判になんら回答せずに地層処
分を進めることは到底許容されるもので
はない。現在の地層処分方針は速やかに
撤回すべきである。

（4）地層処分方針は見直すべきとの意見
①　日本学術会議の回答

　　2012年９月11日に公表された日本学術
会議の回答では，我が国での地層処分方
針について，「高レベル放射性廃棄物の
処分に関する政策の抜本的見直し」を提
言しており，「従来の政策枠組みをいっ
たん白紙に戻すくらいの覚悟を持って見
直しをすることが必要である」と述べて
いる。

　　また，地層処分という超長期にわたる
安全性と危険性の問題に対処するに当た
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り，現時点で入手可能な科学的知見には
限界があることを認識すべきであるとの
指摘がされている。
　　日本学術会議の回答では，地層処分に
は，地層の変動やガラス固化体の劣化な
ど，千年・万年単位にわたる不確定なリ
スクが存在するため，踏み切るには課題
が多いとして，いきなり最終処分にむか
うのではなく，回収可能性を備えた形で
安全性に厳重な配慮をしつつ，比較的長
期にわたる保管方法として「暫定保管」
という方法を提案している。このような
一定の暫定的期間に限定した保管方法を
とることにより，その後のより長期間に
おける対処方法を検討し決定する時間を
確保するという考え方である
　　2012年に公表された日本学術会議の回
答では，暫定保管の内容については，
「数十年から数百年程度」と期間につい
て言及はされていたものの，具体的な内
容にまでは踏み込んだものではなかっ
た。日本学術会議では，その後も暫定保
管に関する技術的及び社会的合意形成に
ついての検討が行われており，2014年７
月に，報告書案がまとめられている。報
告書案では，保管期間については，現世
代の責任として30年を一区切りに政策判
断をすべきとしつつ，技術的には50年間
程度であれば可能であると指摘してい
る。また，乾式貯蔵を採用すると，保管
施設の建て替えにより数百年程度は保管
できる可能性もあるが，期間が長いほど
地震などの自然災害の発生確率が高くな
り，管理が難しくなるとしている。最終
的な提言は2014年９月頃にまとめられる
予定である。
②　総合資源エネルギー調査会のWG
　　経済産業省に設置された総合資源エネ
ルギー調査会電力・ガス事業分科会原子
力小委員会放射性廃棄物WG では，

2014年５月に「放射性廃棄物WG中間
とりまとめ」を取りまとめた。

　　同WGでは，「地層処分には不確実性
が存在し，社会的信頼が不十分な状況で
ある」としている。そして，このような
状況を踏まえて，「地層処分という方針
を絶対的に変更不能なものとは捉えず，
常に他の選択肢を留保しながら，今後の
科学的知見の進展を踏まえ，将来世代が
最良の処分方法を再選択することが可能
となるような適応的なアプローチをとる
ことが不可欠である」と指摘する。
③　近年の動向について

　　このように，近年，我が国における地
層処分については，長期間にわたる安全
性や技術的信頼性が不十分であることは
認識されつつある。また，首相経験者が
我が国における最終処分問題を指摘する
など，市民の間にも原発から排出される
ゴミ問題は広く認識されつつあるといえ
る。さらには，福島第一原発事故に起因
する放射性廃棄物の処分場確保問題も喫
緊の課題であり，今後ますます市民の問
題意識が高まるであろう。避けて通るこ
とのできない，この大きな問題につい
て，今後ますます議論が活発化していく
と予想される。

　参考文献
・「わが国における高レベル放射性廃棄物　
地層処分の技術的信頼性－地層処分研究開
発第２次取りまとめ－」（総論レポート）　
旧核燃料サイクル開発機構

・「地層処分研究開発第２次取りまとめ」を
批判する①～⑥　原子力資料情報室ＨＰ

・「回答　高レベル放射性廃棄物の処分につ
いて」　日本学術会議
・「放射性廃棄物WG中間取りまとめ」（総
合資源エネルギー調査会内WG，2014年５
月）



― 152 ―

第２章　核燃料サイクルの廃止と放射性廃棄物の後始末

２ 　最終的な処分方針を考える際の問
題点
（1）問題の所在
　　１で述べたとおり，最終処分としての地
層処分は非現実的であるが，いずれは，最
終的な処分方針について判断しなければな
らない。
　　しかしながら，日本において放射性廃棄
物の最終処分を考えるに当たっては，次の
二つの問題を考えなければならない。すな
わち，①日本の地学的条件から，日本国内
においては最終処分に適した場所が見つか
らない可能性が極めて高いという点と，②
海外における処分は，倫理上の問題が極め
て大きいという点である。
（2）日本国内における処分の困難さ
　　日本は，太平洋プレート，ユーラシアプ
レート，オホーツク（北米）プレート，フ
ィリピン海プレートの４つのプレートが複
雑に重なり合う，地球上でも最も地殻変動
が活発な地域である。とりわけ４つのプレ
ート境界がひしめきあっているという地学
的環境は世界でも極めて珍しい。
　　それゆえ，日本列島のほぼ全域で地震が
発生しており，日本は世界有数の地震多発
国である。下図はマグニチュード４以上

で，かつ，深さ100km より浅い地震が発
生した場所を示しているが，日本において
は，日本列島がそのプロットのため真っ黒
で見えなくなるほど地震が発生している。
単位面積当たりの地震の発生確率を見る
と，日本は地球全体の平均の約130倍の率
で地震が発生しており，この狭い国土に世
界の地震の１割が集中している（注１）

　　そのため，国内には，地層処分に適し
た，数万年にわたり安定した地層が存在し
ない可能性が極めて高い。

　　この点は諸外国とは大きく異なる点であ
り，他国で地層処分方法を採用しているこ
とは，日本でも地層処分が可能であるとい
う理由にはならない。とりわけ日本におけ
る地層処分は，１で述べたような様々な問
題を引き起こすことになる。また，地層処
分以外の方法によっても，日本国内で処分
する限りは，常に，地震による事故の危険
を伴うことになる。
（3）海外における処分が倫理上重大な問題
を有すること

　　一方，原発の稼働により発生する放射性
廃棄物は長期間にわたり極めて強い毒性を
有するもので，国外で処分することには倫
理上重大な問題がある。

図　マグニチュード４以上，深さ100kmより浅い地震が発生した場所
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　　第７で検討するように，立地地域の住
民，大消費地の住民のいずれも，自らの居
住地で放射性廃棄物を保管する負担（以下
「保管負担」という。）を甘受すべき合理的
根拠に乏しい。しかし，日本国内に在住す
る市民は，原発を積極的に選択していない
としても，一応，日本国内の発電所で生産
された電気を利用している。
　　これに対し，海外の市民は，日本の原発
で生産された電気を，利用しているわけで
すらない。したがって，海外の市民は，日
本国内に在住する市民にもまして，保管負
担を負わなければならないような理由を欠
いている。
　　確かに，海外には，日本国内と異なり，
安定した地層が存在するのかもしれない。
また，海外には，日本と比較して，人口密
度が低い地域が存在するのかもしれない。
　　しかし，地震の発生確率がいかに低い地
域であっても，地球上であれば，全くのゼ
ロではない。また，人口密度が日本より低
い地域であっても，完全な無人の野は，現
代の地球においては，南極大陸等を除き存
在しない（なお，南極への放射性廃棄物の
投棄は，南極条約第５条第１項によって
「南極地域におけるすべての核の爆発及び
放射性廃棄物の同地域における処分は，禁
止する。」と，明確に禁じられている。）。

　　それにもかかわらず，海外の市民に放射
性廃棄物を押し付けることが，とりわけ原
発廃止のめどが立っておらず再稼働すら進
められようとしている，すなわち放射性廃
棄物が更に増えようとしている現状におい
て，倫理上重大な問題であることは，あま
りにも明白である。
（4）結語
　　原発から発生する放射性廃棄物の処分と
いう問題は，日本においては特にこのよう
な極めて困難な問題をもたらす。私たち
は，将来世代に極めて大きな負担を強いる

状況を既に引き起こしているということ，
また，原発を稼働し続けることがどれだけ
無責任極まりない行為であるかを認識しな
ければならない。第１章において，事故再
発防止という観点から脱原発の必要性を検
討したが，放射性廃棄物の問題は，これ以
上原発を稼働してはならない，もう一つの
重要な理由である。

　参考文献
注１　理科年表　2006年版

第７　当面の保管方法について

１　当面の保管方法としての乾式保管
（1）問題の所在
　　核燃サイクルを認めない以上，使用済燃
料である高レベル放射性廃棄物は，中間貯
蔵の後，最終処分されることになるのだ
が，絶対的に安全な最終処分方法はまだ確
立されていない。

　　第６で述べたように，地層処分には様々
な問題があり，日本国内における高レベル
放射性廃棄物の最終的な処分方法として選
択すべきではない。

　　最終処分方法は，更なる研究と慎重な議
論を重ねた上で，決定されなければならな
い。

　　最終処分方法が確立するまでの間，長期
にわたって安全性の確保された中間貯蔵方
法について研究し，最適な方法を選択する
ことが，最終処分方法の研究の推進と同
様，目下の重要課題といえる。

　　それでは，現実に存在する大量の高レベ
ル放射性廃棄物は，どのように保管される
べきか（以下，「放射性廃棄物」は断りの
ない限り「高レベル放射性廃棄物」を意味
する。）。
（2）湿式保管と乾式保管
　　放射性廃棄物の中間貯蔵方法には，①プ
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ール式の湿式貯蔵（湿式保管）と，②その
対概念として紹介される，乾式貯蔵，乾式
キャスク貯蔵（乾式保管）とがある。
　　湿式保管は，放射性廃棄物を深い水槽
（プール）に入れて水中で保管するもので
あり，冷却のために水を循環させたり排水
したりする必要がある。
　　乾式保管は，金属やコンクリートででき
た容器（キャスク）に放射性廃棄物を入れ
密閉して保管するものであり，キャスク自
体の老朽化等の定期的な保守点検は必要で
あるが，湿式と異なり，保管に際しては，
基本的に置いておくだけでよい。

（図１）

（出典：「原子力・エネルギー」図面集2012
7-7-2（電気事業連合会ホームページ））

　　

（図２）

※囲いの中に設置されているのがキャスク
（出典：「原子力・エネルギー」図面集2012
7-7-2（電気事業連合会ホームページ））

　　
　　そして，以下に述べるように，安全性や
経済性（管理のための労力負担を含む。）
の観点から，乾式保管が湿式保管に勝って
いると考える。

　　以下では，日本でも実績のある，輸送用
金属キャスクをそのまま貯蔵容器として用
いて保管する乾式貯蔵の一つ，金属キャス
ク貯蔵（以下「キャスク貯蔵」という。）
を取り上げ，その概要と特長，現在の利用
状況，将来的な問題点について報告する。
（3）キャスク貯蔵の概要と特長
　　キャスク貯蔵のイメージは，巨大な筒状
の金属容器（キャスク）に，使用済燃料を
乾燥させて活性ガスとともに封入して密封
する，というものである。
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（図３）

（出典：日本原子力発電株式会社ホームページ）

　　
　　キャスクに求められる性能は，
①　密封（放射性物質の閉じ込め）
②　遮へい（放射線の遮へい）
③　臨界防止（内部の放射性物質の未臨
界性の維持）
④　除熱（崩壊熱の放散・除去）

　といわれている。
　　具体的には，①二重構造の蓋や胴体部分
によって密封され，②放射線を遮へいする
ような機能・構造をキャスクそのものが備
え，③使用済燃料を配置する際の仕切に臨
界防止機能を持たせ，かつ配置方法の工夫
により臨界を防止し，④使用済燃料からの
崩壊熱はキャスク周辺の空気の自然対流に
よって冷却される。
　　特長としては，①不活性ガスとともに封
入するため，燃料被覆管の腐食が起こりに
くい，②使用済燃料からの崩壊熱除去に自
然対流を利用しており動的機器がないの
で，管理の困難性や費用を含めた負担が抑
えられ，また電源喪失による事故リスクと
いう点でも優れている，③プール式と違
い，水を使用しないので，放射性廃棄物の
発生が少なく放射性廃棄物の処理に係る費
用が抑えられる，④大気中で保管されるた

め水中と比べて保守点検作業が容易，など
が挙げられる。②の放射熱除去に当たって
動的機器を利用していないという特長は，
電源喪失により放射熱を除去できなくなる
事態は心配する必要がないということであ
る。
（4）乾式保管の利点
①　キャスクの安全性

　　また，2011年３月11日の東日本大震災
の際にも，福島第一原発敷地内のキャス
クは大きな被害を受けなかったという。

　　そして，一般財団法人電力中央研究所
の2009年４月付パンフレット「リサイク
ル燃料貯蔵技術」によれば，海上輸送中
の事故を想定して，落下，耐火，浸漬な
どの実験をした結果，使用済燃料はキャ
スク内部に留まり，放射性物質が漏れな
かったという。

　　さらに，同研究所はジェットエンジン
の実物大模型を用いて衝突実験を行い，
この場合もキャスクの安全性が保たれた
としている。

　　保守・点検作業においても，保管水そ
のものが放射線によって汚染されている
プールに比べ，廃棄物が完全に密封され
ているキャスクは被曝の危険性が格段に
低く，その点での安全性も高いといえよ
う。

　　しかし，長期にわたる安全性を確保す
るという観点から，キャスクそのものだ
けでなく，キャスクを貯蔵する施設自体
が外部からの衝撃（地震，津波，台風，
旅客機等の落下，誤爆等）にも内部から
の衝撃（キャスク内の放射性物質漏出
等）にも耐え得る構造であることも必要
と考える。

　　さらに，こうした対策が取られている
にもかかわらずキャスク貯蔵施設から放
射性物質が漏出した場合に備え，貯蔵施
設は，人の生活圏から十分に離れている
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ことが要求されよう。
②　キャスクの経済性
　　安全性の高さは，安全確保のためのコ
スト削減につながる。
　　湿式は，冷却用プール建造という大掛
かりな工事，そして，そのための敷地が
必要である。
　　キャスクの製造は，冷却用プールの建
造ほど大掛かりではなく，広い敷地も必
要ではない。必要な時に必要な分だけ短
期間で製造することが可能である。
　　プールの水を循環させる必要のある湿
式では，保管中，水循環や排水のための
動力を常時要するが，自然対流で冷却す
る乾式は動力も水も必要とせず，その
分，コストが抑えられる。
　　保管期間が相当程度になる場合，乾式
保管の経済的優位性はますます高まる。
③　その他の乾式保管
　　なお，乾式保管には，キャスク貯蔵の
ほかに，ボールト貯蔵，サイロ貯蔵とい
う方法もある。
　　いずれも乾式である点では，キャスク
貯蔵と同じだが，この両者は，輸送キャ
スクから使用済燃料を取り出し，キャニ
スターといわれる容器に封入し直し，そ
れを建屋に貯蔵して建屋によって放射線
を遮蔽する点（ボールト貯蔵），それを
コンクリート製サイロに収納して，サイ
ロによって放射線を遮へいする点（サイ
ロ貯蔵）で，キャスク貯蔵と異なる。キ
ャスク貯蔵では，キャスク自体に放射線
遮へい機能がある。
　　ボールト貯蔵もサイロ貯蔵も，使用済
燃料を密封する容器（キャニスター）と
は別に，それを貯蔵するボールトやサイ
ロにも放射線や放射性物質に対する特殊
な機能や構造が求められている。この点
でも，頑強であることを除けば，貯蔵す
る施設自体にはそのような特殊な機能が

求められない（米国では，屋外貯蔵もあ
る。）キャスク貯蔵には，優位性がある
といえよう。

　　一般財団法人電力中央研究所の研究報
告（2012年２月23日「使用済燃料管理問
題と中間貯蔵の重要性―世界の動向―」）
でも，キャスク貯蔵が，プール貯蔵に比
べて経済性が高く，特に，貯蔵量が少な
いほど，その傾向は顕著で，貯蔵量3000
ウラン・トンの場合には，半分以下の費
用である旨，報告されている。
④　キャスク貯蔵の優位性については，
原発推進派も認めている。

　　前掲の一般財団法人電力中央研究所の
ほか，関西電力株式会社も，「リサイク
ル燃料貯蔵センター」というパンフレッ
ト（2014年４月付）で，国内外で多くの
実績のある安全な貯蔵方法としてキャス
クによる乾式貯蔵センター構想を紹介し
ている。

　　2012年９月には，原子力規制委員会の
田中俊一委員長が，インタビューに答え
る形で，プール貯蔵より乾式貯蔵が安全
だとして行政指導で求めていきたいと述
べているが，この場合の乾式貯蔵は，文
脈からキャスク貯蔵のことであると考え
られる。

　　同じころ，日本学術会議も，いきなり
最終処分に向かうのではなく，暫定保管
という管理方式を提案し，その暫定保管
が実現するまでの間の放射性廃棄物の保
管について，プール貯蔵からキャスク貯
蔵への政策転換が打ち出されたアメリカ
の例を紹介している（同会議「高レベル
放射性廃棄物の処分について」2012年９
月11日）。

　　2014年７月25日付日経新聞は，原発再
稼働を前提としている点は問題だが，
「原発のごみ保管　『空冷式』に脚光」と
いう見出しで，キャスク貯蔵について取
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り上げている。
（5）現在の利用状況
　①　国内でキャスク貯蔵を実施している
のは，福島第一原発と東海第二原発の２
か所である。
　　2010年８月，東京電力と日本原子力発
電の設立したリサイクル燃料貯蔵によっ
て，青森県むつ市にキャスクによる中間
貯蔵のための施設（建屋）が建設され，
2013年10月に事業開始予定だったが，ま
だキャスクは運び込まれていない。
　　また，中部電力が浜岡原子力発電所に
キャスク貯蔵を行う施設を計画してお
り，運用開始時期は2016年度の予定とな
っている。
　　福島第一原発で現在貯蔵されているキ
ャスクは20基である。これに加えて，乾
式貯蔵キャスク20基，輸送貯蔵兼用件用
キャスク45基の収納が可能な，乾式キャ
スク仮保管設備の設置が予定されてい
る。
　　東海第二原発には24基のキャスク収納
可能な建屋があるが，現存するキャスク
数は17基である。
　②　海外では，キャスク貯蔵を含めた乾
式貯蔵が中間貯蔵全体の４分の３（キャ
スク貯蔵に限ると全体の約４分の１）を
占めているとのデータもある。
　　核燃サイクルから離脱したドイツで
は，再処理工場やMOX 燃料工場に加
え，最終処分場を備えた施設となるはず
だったゴアレーベンで，プール式貯蔵施
設が乾式貯蔵施設へと変えられ，アーヘ
ンでもプール式貯蔵施設計画が乾式に変
更された。
　　カナダやアメリカでは，解体や撤去が
容易なコンクリートキャスクが主流であ
る。

（6）乾式保管の将来的な問題点
　　乾式保管の将来的な問題点は，金属キャ

スクの耐用年数が50～60年といわれている
ことである。

　　この点，IAEA では，100年の超長期の
貯蔵に向けての指針を策定し，アメリカで
も，120～130年の長期貯蔵を可能にする研
究が進められている。

　　しかし，半永久的な使用に耐えられない
限り，いずれにせよ将来的には，詰め替え
や補修などが問題となる。

　　また，乾式貯蔵はあくまでも中間貯蔵の
ひとつ，当面の対策にすぎず，次世代に負
担を残すことには変わりない。

　　乾式貯蔵によって，より経済的により安
全に長期的保管をするのは，その間に安全
な最終処分方法を確立するための時間稼ぎ
だと言えるかもしれない。

　　原発再稼働によってさらに放射性廃棄物
が増加するから乾式貯蔵にするのではな
い。今ある放射性廃棄物の分量も膨大で，
ガラス固化体にすらされず，きわめて危険
な状態で放置されているのだ。

　　使用済燃料をこれ以上増やさないことを
大前提にした，安全な最終処分方法の確立
が急務である。

　参考文献
・「政策選択肢の重要課題：使用済燃料管理
について―国内の動向―」（2012年２月23
日，内閣府　原子力政策担当室　原子力発
電・核燃料サイクル技術等小委員会）

・「電中研レビューNo. 40　第８章『使用済
燃料貯蔵』」（2000年11月，一般社団法人電
力中央研究所）

・「使用済燃料管理問題と中間貯蔵の重要性
―世界の動向―」（2012年２月23日，一般
社団法人電力中央研究所）

・パンフレット「リサイクル燃料貯蔵センタ
ー」（2014年４月，関西電力株式会社）
・「原子力発電所内の使用済燃料の乾式キャ
スク貯蔵について」（1992年８月27日原子
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力委員会了承，一部改訂2001年３月29日原
子力安全委員会，一部改訂2006年９月19日
原子力安全委員会）
・「使用済燃料貯蔵施設において用いられる
輸送貯蔵兼用容器の核燃料輸送物設計承認
審査について」（2008年10月１日，原子力
安全・保安院　核燃料管理規制課）
・「原子力バックエンド研究Vol. 9　No. 1」
（2002年９月，日本原子力学会バックエン
ド部会）
・「東海第二発電所における乾式貯蔵容器の
状況調査」（2009年２月26日，日本原子力
発電株式会社）
・「高レベルの放射性廃棄物の処分について」
（2012年９月11日，日本学術会議）
・「東京電力株式会社による『福島第一原子
力発電所第１～４号機に対する『中期的安
全確保の考え方』に基づく施設運営計画に
係る報告書』のうち５．使用済燃料乾式キ
ャスク仮保管設備」（2012年９月26日，原
子力規制委員会公表資料）
・日本エネルギー経済研究所ホームページ
・国際環境経済研究所ホームページ
・日本原子力発電株式会社ホームページ
・電気事業連合会ホームページ
・原子力百科事典ATOMICA

２　当面の保管場所の決定について
（1）問題の所在
　　１で述べたとおり，現在の湿式保管より
は，乾式保管の方が，安全性において優れ
ている。
　　しかしながら，乾式保管においても，危
険性が皆無というわけではない。かつ，最
終的な処分方法が決まるまでの相当期間，
一定場所で保管しなければならないことに
なる。
　　そのため，１を前提としても，当面の保
管場所をどのように決定すべきかは，やは
り困難な問題となる。

（2）費用負担に関する一般論としての「排
出者負担原則」
①　内容

　　1972年，OECD（経済開発協力機構）
の環境委員会によって，環境政策のガイ
ディング・プリンシプル（指導原則）と
して，Polluter‒Pays-Principle（PPP。
日本語では「排出者負担の原則」，「汚染
者負担の原則」，あるいは「原因者負担
の原則」と訳される。）が採択された。
環境の汚染・破壊を防止する費用，およ
び汚染され，あるいは損なわれた環境の
復元に要する費用は，問題の原因となる
行為を行った者がこれを支払うべきであ
るとする原則を指す。
②　背景

　　国や地方公共団体には，国民の健康と
財産を保護し，安全で快適な生活を提供
する一般的な義務を負っている。そこ
で，国民の健康及び財産の保護のために
必要とされ，あるいは快適な生活のため
に要求される環境の保全については，国
及び地方公共団体はそのために必要とな
る措置を行わなければならない。

　　しかしながら，国や地方公共団体に環
境の保全を確保する義務があるとして
も，特定の者の行為が環境の汚染や破壊
の原因となっている場合には，その対策
に要する費用の全てを国や地方公共団体
の負担によってまかなうのは，必ずしも
適当ではない。必要となる費用の全部，
あるいは少なくともその一部は，汚染・
破壊の責任者に負担させることが社会的
にも妥当である場合が多いであろう。
（注１）

（3）放射性廃棄物の処分において，この一
般論を安易に適用できないこと
①　費用負担に加え，保管負担という問
題があること

　　そして，放射性廃棄物の処分において
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も，その費用の少なくとも一部は，原子
力発電によって利益を上げてきた電力会
社に負担させるのが相当といえる。
　　ところが，放射性廃棄物の処分におい
ては，通常の化学物質の処分と異なり，
費用をかければ無害化できるわけではな
い。通常の有害化学物質の場合は，化学
反応（原子と原子の結合を変化させるこ
と）によって無害な物質にできることが
多い。これに対し，放射性廃棄物の場合
は，原子を構成する原子核そのものが放
射線を発することから，化学反応によっ
て無害化させることは現在の科学技術に
おいては不可能か，少なくとも著しく困
難である。
　　そのため，放射性廃棄物の処分におい
ては，費用負担（費用を誰が負担する
か）に加え，保管負担（どこに保管する
か，という問題を，本稿ではこの語を用
いて表すことがある。）という問題が生
じる。
　　費用負担については，これを電力会社
に負わせるのが相当だとしても，日本の
ような人口密度の高い国においては，電
力会社が所有する土地は，決して無人の
原野ではなく，近接した場所に住民が住
んでいる。そのような状況において，電
力会社に保管負担を負わせることは，事
実上，電力会社以外の一般住民に保管負
担を負わせることを意味する。したがっ
て，周辺住民を無視した意思決定を行う
ことは許されない。
②　どの住民に保管負担を負わせるの
か，という形で問題を提起すべきでは
ないこと

　　福井県の西川一誠知事は，経済産業省
が2013年10月15日に開いた，原発の高レ
ベル放射性廃棄物の最終処分に向けた総
合資源エネルギー調査会ワーキンググル
ープの会合において，「最終処分の問題

を議論する上で，まずは中間貯蔵をどう
するか考えを示すべきだ」「あさっての
話（最終処分）と明日の話（中間貯蔵）
を逆転させて，問題が解決するとは思わ
ない。双方中ぶらりんはよくない」と述
べ，早急に国が中間貯蔵の方向性を明確
にする必要があるとの考えを示した。更
に「貯蔵されている廃棄物をそのまま立
地地域に，という安易なやり方は認めな
い」とくぎを刺し，大都市など電力消費
地を念頭に一時保管施設を建設し，使用
済燃料を原発敷地外に搬出することを求
めた。（注２）

　　同知事は，原子力発電そのものについ
ては，2013年１月８日に茂木敏充経済産
業相と経産省で会談した際，前政権が決
めた「2030年代の原発ゼロ」を目標とす
るエネルギー戦略を見直し，再稼働をめ
ぐる国の方針を明確にするよう要請する
（注３）など，むしろ推進する立場に立
っていることから，10月15日発言に対し
ては，福井県民からも，その真意がいっ
たいどこにあるのかについて，多くの疑
問が投げかけられている。しかしなが
ら，前後の文脈や知事の意図等を捨象し
て，発言単体のみを捉えれば，一応，重
要な問題提起ということもできる。

　　すなわち，費用負担を電力会社が負う
べきとしても，そのことは，直ちに保管
負担まで周辺住民が負う理由にはならな
い，という点である。

　　周辺住民は，必ずしも原発によって恩
恵を得ているとは限らず（特に漁民や観
光業者等においては，収入減を引き起こ
していることも多い。），ましてや放射性
廃棄物を排出しているわけではない。こ
のような周辺住民が，排出者責任によっ
て保管負担を負うべき理由はない。

　　では，大消費地，すなわち大都市圏の
住民に保管負担を負わせるのが相当であ
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ろうか。この点，大消費地の過大な電力
需要が，これまで原子力発電の必要性の
根拠とされてきたことに鑑みれば，放射
性廃棄物の発生原因が，大消費地にある
という見方も不可能ではない。しかしな
がら，大消費地の住民も，決して積極的
に原子力発電を選択したとはいえず，ま
してや放射性廃棄物を排出したとはいえ
ない。したがって，大消費地の住民も，
排出者責任の法理によって，保管負担を
負うべき理由は必ずしもない。

（4）当面の保管場所の決定について
　　上記の点からすると，最終処分はもとよ
り，当面の保管場所の決定も決して容易で
はないが，少なくとも次のことはいえるで
あろう。
　　まず，保管場所の選定においては，日本
の地学的条件や輸送時等の事故の危険性等
に配慮した上で，まだしも安全に管理でき
る場所であることが必要である。
　　次に，より重要なことは，意思決定プロ
セスの民主性が確保されることである。
　　前述のとおり，特定地域の住民が当然に
保管負担を負っているわけではなく，国は
（あるいは自治体は），特定地域へ一方的に
押し付けることを前提としてはならない。
計画が発表される前の計画立案段階から，
十分な情報公開をした上で，実質的かつ十
分な議論を経て決定されるべきである。第
３の３で検討した高知県東洋町の事例のよ
うに，議会や住民あるいは周辺自治体の反
対を押し切って手続を進めたり，あるいは
交付金によって自治体の応募を促すような
ことは，決してあってはならない。さら
に，反対意見の十分な聴取はもとより，反
対意見を踏まえた計画の柔軟な変更をも制
度的に保障しておくことは，この問題の性
質上不可欠である。
　　そして，最も重要な点は，どのような形
であっても，排出に特段の帰責性のない住

民が保管負担を負うことに，何ら合理的根
拠はないということである。そして，これ
以上の放射性廃棄物の排出は，必然的に保
管負担の問題を伴う。これ以上の放射性廃
棄物の排出が許されないことは，再度，強
調されなければならない。

　参考文献
注１ 　阿部泰隆・淡路剛久「環境法［第２
版］」59～61頁（有斐閣，第２版，2000
年）

注２　2013年10月15日福井新聞
注３　2013年１月９日福井新聞

第８　小括

１ 　高レベル放射性廃棄物の危険性と
従来の政策

　高レベル放射性廃棄物には様々な放射性物
質が含まれている。その中には，半減期が１
万年を超えるものも多い。しかも，製造直後
のガラス固化体の放射線量は，わずか20秒弱
で致死量の放射線を浴びてしまうレベルであ
り，極めて危険性が高い。
　このような高レベル放射性廃棄物に関する
従来の我が国の政策は，原子力発電所をエネ
ルギー政策の基軸に据えた上で，地層への最
終処分を原則とするものであった。

２ 　廃棄物総量の確定と直接処分への
転換
（1）原子力発電所の廃止と総量確定
　　しかし，半世紀近くにわたる原発稼働に
より，現時点においても処理困難な高レベ
ル放射性廃棄物は，既に大量に存在する。
今後更に原発を運転することになれば，処
分の当てのない廃棄物を更に増加させるこ
とになる。

　　原子力発電所を稼働させず速やかに廃止
し，放射性廃棄物の総量を確定させること
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は，将来世代の負担を軽減するためにも，
最も必要かつ重要なことである。
（2）使用済燃料は再処理せず，直接処分
　　使用済燃料の再処理は，いかなる観点か
らも合理的な政策とはいえない。再処理に
よる廃棄物減容化の効果はなく，危険性は
あまりにも大きい。使用済燃料のこれ以上
の増量は許されないとともに，既成の使用
済燃料については，再処理せずに直接処分
すべきである。

３　最終処分について
（1）地層処分の危険性
　　現在まで，地層処分について数々の調
査・研究がなされてきたが，いまだ絶対的
に安全に地層処分できるという科学的な知
見は得られていない。政府は，地層処分に
必要な条件を満たす地質環境が我が国には
広く存在するとの理解に立っているが，プ
レート境界に位置し，地震と火山の国であ
る我が国が，このような楽観的な見方を採
っていることについては，国内外の研究者
から科学的な疑問が提起されている。 
（2）最終的な処分方針を考える際の問題点
　　上記の理由により日本国内には，数万年
にわたり安定した，地層処分に適した地層
が存在しない可能性が極めて高い。
　　一方，原発の稼働により発生する放射性
廃棄物は長期間にわたり極めて強い毒性を
有するもので，国外で処分することには，
倫理上重大な問題がある。
　　原発から発生するゴミの処分という問題
は，我が国においては特に極めて困難な問

題である。私たちは，将来世代に極めて大
きな負担を強いる状況を既に引き起こして
いるということ，また，原発を稼働し続け
ることがどれだけ無責任極まりない行為で
あるかを認識しなければならない。

４　当面の保管方法
（1）当面の保管方法としての乾式保管
　　使用済燃料を含む高レベル放射性廃棄物
の処分については今後，十分な調査研究を
していかなければならないが，それまでの
間，既に発生した廃棄物の当面の保管につ
いては，少しでも安全な方法で管理するこ
とが不可欠である。既発生の使用済燃料
は，その多くが各原発敷地内において冷却
プール式で湿式貯蔵されているが，乾式貯
蔵方式では，自然対流を利用し，電気を用
いて冷却する必要が少ないため，管理が比
較的容易であり費用が抑えられる。また，
災害時の放射能漏れリスクに対しても優れ
ている。
（2）当面の保管場所の決定について
　　保管場所の選定においては，日本の地学
的条件や輸送時等の事故の危険性等に配慮
し，より安全に管理できる場所であること
が重要である。特定地域に一方的に負担を
押し付けるのではなく，計画立案段階から
十分な情報を公開した上で，実質的かつ十
分な議論を経て決定されるべきである。特
に反対意見の十分な聴取と，反対意見を踏
まえた計画の柔軟な変更は，この問題の性
質上，不可欠である。


