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六ヶ所は核兵器課題
9.11から3.11へ

2001年 9.11で米国人専門家らが考えたこと

１．あれが核攻撃だったら核軍縮、核不拡散、核テロ防止

核のない世界

核セキュリティー 核物質の管理 核物質量の最小化

高濃縮ウランとプルトニウム！

➡反黙示録の4騎士、民主党綱領、オバマ・プラハ宣言
http://kakujoho.net/npt/wfnw.html http://kakujoho.net/npt/#newcurrnt

２．あれが原子力施設を狙ったものだったら

 プール火災対策提案：5年以上の貯蔵使用済み燃料を
乾式貯蔵に

2011年3.11であわや現実に！福島第一4号機

http://kakujoho.net/npt/wfnw.html
http://kakujoho.net/npt/#newcurrnt


プラハ演説 2009年4月5日
具体的措置

http://japan2.usembassy.gov/j/p/tpj-20090405-77.html

• 冷戦時代の考え方に終止符を打つために、米国は国家安全保障戦
略における核兵器の役割を縮小し、他国にも同様の措置を取ること
を求めます。

• 核兵器の量を削減する

• 包括的核実験禁止条約（CTBT）の批准を

• 核兵器製造に使用することを目的とする核分裂性物質の生産を、検
証可能な形で禁止する新たな条約の締結（FMCT)

• 管理が不十分な核物質が世界各地に存在することが分かっていま
す。国民を守るためには、直ちに、目的意識を持って行動しなければ
なりません。

• 世界中の脆弱（ぜいじゃく）な核物質を４年以内に保安管理

• 核セキュリティ―に関する国際サミットを今後１年以内に開催します。



オバマ大統発言
第2回核セキュリティー・サミットの際

2012年3月26日、韓国外国語大学で講演
http://builder.hufs.ac.kr/user/boardList.action?command=view&boardId=1010603&boardSeq=14109547

「分離済みプルトニウムのような我々がテロリストの手に渡らぬ
ようにしようと試みているまさにその物質を大量に増やし続け
ることは、絶対にしてはならない」

●ジョン・ホルドレン米大統領補佐官（科学技術担当）
「日本にはすでに相当量のプルトニウムの備蓄があり、これ以上増えない
ことが望ましい」「分離済みプルトニウムは核兵器に使うことができ、我々
の基本的考え方は世界における再処理は多いよりは少ない方が良いとい
うものだ」（2015年10月12日朝日新聞）。http://kakujoho.net/npt/pu_hldrn.html

●2005年六ヶ所再処理無期限延期要求などの署名他

ロバート・マクナマラ、ウィリアム・ペリー、ローズ・ガテマラ、アシュトン・カー
ター、ジョセフ・ナイ、アーネスト・モニツ、スティーブ・フェター、ジョン・ハム
レhttp://kakujoho.net/npt/ucs_npt.html#statement http://kakujoho.net/rokkasho/pu6us.html

http://kakujoho.net/npt/pu_hldrn.html
http://kakujoho.net/npt/ucs_npt.html#statement


オバマ政権高官の発言例
知らないと菅官房長官・岸田外務大臣

●トーマス・カントリーマン 国務省次官補 2016年3月17日上院外交
委員会公聴会 第4回核セキュリティー・サミットを前に

日本の再処理計画について：経済性も合理性もなく、核拡散防止の
観点から「全ての国が再処理事業から撤退すれば非常に喜ばしい」。
「米国とアジアのパートナー諸国が、経済面および核不拡散面の重
要な問題について共通の理解を持つことが重要だ──例えば日本との
1－2－3協定［原子力協力協定］の更新について決定をする前に」

●菅義偉官房長官（3月18日） ［特段核燃料政策について米政府側か
ら懸念とか伝えられたということは?］「それは全くありません」

●岸田文雄外務大臣 衆議院本会議（3月24日）御指摘の［カントリーマ
ン国務次官補の］発言については、一般論として民生用再処理に関
する米国政府の従来の見解を述べたものと認識をしております。

●ジョン・ウルフソル国家安全保障会議（ＮＳＣ）上級部長 共同通信（5

月21日） 日米で「議論してきた」
http://kakujoho.net/npt/us_cncrn5.html



再処理工場とは
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元々は「高速増殖炉」の夢から
使った以上のプルトニウムを産出す炉

• 1956年 わが国の国情に最も適合

• 1961年 自立体制を取った場合不可欠

• 1967年 将来の原子力発電の主力

• 1972年 将来、原子力発電の主流

• 1978年 将来の発電用原子炉の本命

• 1982年 将来の原子力発電の主流

• 1987年 将来の原子力発電の主流

• 1994年 将来の原子力発電の主流

• 2000年 将来のエネルギーの有力な選択肢

• 2005年 将来における核燃料政策の有力な選択肢

ウラン資源は希少、原子力発電が世界で急速に増える➡

燃えるウラン235を使う軽水炉ではダメ➡燃えないウラン238を
活用して使った以上のプルトニウムを産出す高速増殖炉を！
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1970年代の予測：ウラン枯渇➡高速増殖炉が支配的に

←米国原子力委員会 (1974年)

液体ナトリウム冷却
プルトニウム増殖炉

軽水炉

実際の米国の原子力発電容量

米国の電力全部を発電できる容量

U
.S

.

実際の
原子力発電
容量

出典：フランク・フォンヒッペル

米国2018年現在
軽水炉
基数：99基
設備容量：99GWe

高速増殖炉 ゼロ

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx



日本：遠ざかり続ける高速増殖炉の夢
1995年 もんじゅナトリウム火災事故

1961年 1970年代後半以降 15年後

1967年 1985-90年 23

1972年 1985-95年 23

1978年 1995-2005年 27

1982年 2010年頃 28

1987年 2020年代-2030年頃 38

1994年 2030年頃まで 36

2000年 柔軟かつ着実に検討

2005年 2050年頃から 45
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夢は破れても続く再処理 遅れてきた青年？

英仏への委託:1969-2001

1974年インド核実験➡ 1977年カーター大統領再処
理中止要請。福田総理・宇野科技庁長官抵抗

東海再処理工場1977-2007(ホット試験・運転)

2001年9・11➡エルバラダイIAEA事務局長2005年凍結案

六ヶ所再処理工場2006年3月末ホットテスト開始

試験再処理量425トン（能力800t/y) 分離量3.6トン

2018年朝鮮半島非核化？

六ヶ所再処理工場2021年竣工計画 日本国民は？



その結果たまり続けるプルトニウム

我が国のプルトニウム管理状況 2017年8月1日
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2017/siryo27/siryo2.pdf

2016年末
国内 9.8トン
英国 20.8トン(+1トン割当予定）
フランス 16.2トン
合計 約47トン(+1トン）＝６０００発分

IAEA：8㎏のプルトニウム➡最初の1発が製造できると想定

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2017/siryo27/siryo2.pdf


対応策はプルサーマル？

貯まったプルトニウムを普通の原発（軽水炉）で

無理矢理消費して「需給」関係の辻褄を合わせようという
試み 六ヶ所運転正当化のため

1997年目標 2010年までに合計16～18基導入
2009年目標 2015年までに合計16～18基導入

1基当たり0.3～0.6トン/年 (大間は1.65トン/年）
http://www.fepc.or.jp/about_us/pr/sonota/__icsFiles/afieldfile/2010/09/17/plu_keikaku.pdf

１）長計 つなぎ的役割としての位置づけ

２）宅間正夫氏の説明 「1997年から」＝1995年もんじゅ事故の後

日本原子力学会シニア・ネットワーク連絡会会長、日本原子力学会会長、
日本原子力産業協会副会長、東京電力柏崎刈羽原発所長

徹底Q&A 知ってナットク原子力―100億人のエネルギーサイクルの理由 (電気新聞
ブックス)



経済性もあり、資源の節約にも？
「再処理をしない場合より再処理をしてウランとプルトニウム
をリサイクルして再利用する方が「一割程度安くなる、つまり
経済性が高い」 1979年4月25日科学技術庁原子力局長（国会）

2011年11月の原子力委員会の資料：六ヶ所再処理工場に関
して再処理費用も合わせたMOX燃料コストは、低濃縮ウラン
燃料製造コストの10倍程度（プルトニウムをタダでもらっても、
ウランを買ってきて普通の燃料を作った方が安い。）

回収されたウランも再利用したとしても最大22～25％、プルト
ニウムだけのリサイクルなら12％の節約

ゴードン・マッケロン英国政府「放射性廃棄物管理委員会（CoRWM）」

創設委員長［2003～2007年］

http://kakujoho.net/npp/monju.html



なぜ続けるのか？プールが満杯！
2005年原子力政策大綱の論理
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トランプ政権の圧力？
エネルギー基本計画 7月3日閣議決定
「プルトニウム保有量の削減に取り組む」

再処理政策が前提となっているが、削減のための第一歩は：
 これ以上プルトニウムを取り出さないこと。
日本のプルトニウムを処分してもいいという英国オファーを検
討する。

 プルトニウムの直接処分についての共同研究：英・米・仏？

MOX利用では間に合わない。六ヶ所MOX工場は動かないかも。

英国は120トン（民生用）、米国は50トン（軍事用余剰）の
プルトニウム処分に手を焼いている。元々使用済み燃料
の中にあるプルトニウムをわざわざこれから取り出して、そ
れを軽水炉に入れて使用済みMOX燃料にしようという計
画。ブラックユーモアの世界。



現在MOX
装荷炉4基

原子力発電所新規制
基準適合性審査状況
とMOX利用炉
2018年7月5日現在

http://kakujoho.net/npt/aec_pu2.html#moxstts

原発名：福島事故時の
MOX利用許可炉10基
福島第一3号含む：
柏崎刈羽3号は2002年
地元事前了解取消決定。
浜岡4号は14年静岡県知
事白紙撤回。

未申請15基

原発名
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日本の分離済みプルトニウムは徐々に減少しうるが、
六ヶ所再処理工場が運転されれば急上昇も

再処理はなく
MOXの最大限利用*

2021年に
再処理開始

核弾頭
6,000 -12,000発分

*玄海-3, 伊方-3, 高浜-3&4, 島根-2及び泊-3で直ちにMOX利用；
大間は2025年運転開始：と想定
フランク・フォンヒッペルとの共同論文から

英国は同国にある日本のプル
トニウムの所有を引き受けて
もいいと申し出ている。



2003年8月原子力委員会決定
「余剰プルトニウムを持たないとの原則」明確化？
トランプ政権の圧力の結果？改訂で削減を保証？

2003年8月決定 間近に迫った六ヶ所再処理工場運転正当化

電気事業者は、プルトニウムの所有者、所有量及び利用目的（利用
量、利用場所、利用開始時期、利用に要する期間のめど）を記載し
た利用計画を毎年度プルトニウムを分離する前に公表

原子力委員会は、その利用目的の妥当性について確認。これでOK!
2018年1月16日改訂方針決定 仏の2003年の方針を手本にと

「フランスには、余剰プルトニウムを発生させないために、一定期間の
分離プルトニウムの利用見通しにしたがって、使用済燃料を再処理す
るという政府のガイドラインがある。」

＊フランスではMOX工場が動いていたことに注意！

建設中（進捗率１２％）のMOX工場が動く保証はない。「一定期間の分
離プルトニウムの利用見通し」などという文言を入れても、順調に稼働
しているMOX工場がなければ、見通しの立てようがないという現実は
変わらない。英国の工場は10年間１％の稼働率で福島後閉鎖。



「利用計画」の虚構
MOX工場の運転開始までは六ヶ所の

プルトニウムは使えないと言って来ただけ

六ヶ所再処理工場回収プルトニウム利用計画
2010年9月17日 電気事業連合会
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu10_j/images/100917a.pdf

MOX工場運転
開始予定時期



お手本のフランスでも
増え続けているプルトニウム（不良MOXなど）

2016年末現在、外国所有分（ほとんどが日本分）を含む合計量は81.7
トン。仏所有分は、65.4トン。
出典：フランク・フォンヒッペル（プリンストン大学名誉教授）提供

外国所有

仏所有

トン



世界の懸念に対する日本の再処理正当化論

原子炉級プルトニウムだから大丈夫（原発ではプルトニウム239以外
に、勝手に「自発核分裂」を起こして中性子を出すものが増えたり、ガ
ンマ線や発熱の量が大きくなったりすることに言及）

◆数百トンから1000トン（1キロトン）の爆発は起こる。爆縮の時間を早め
ると、兵器級と同様の威力が得られる。

日本の再処理はプルトニウムとウランの1：1の混合抽出方式だから大
丈夫

◆核分裂生成物（死の灰）を除いた後のプルトニウム・ウラン混合物から
プルトニウムを分離するのは簡単。

日本には核兵器製造の意志はないから大丈夫

◆意志は、他国には判断できない。また、日本のプルトニウムが盗まれ
たり、日本の例が口実となって同様の施設が他の国に広がることが問
題：中東、韓国（日本と同じ権利を）、中国・・・



原子炉級でもできる
米プルトニウム「装置」の専門家

ブルース・T・グッドウィン ローレンス・リバモア国立研究所
国家安全保障・政策研究担当統合副所長

*ロバート･セルデンの著述（1976年11月）を元に

• 原子炉級プルトニウムを使って数キロトン程度の核出力を生み出す軍
事的に有用な第一世代核爆発装置を設計することは可能である

• 第一世代の核爆発装置は非常に大きく、粗野な作りで、核兵器級の
プルトニウムを使う

• その設計出力は20キロトン程度となる

• 原子炉級プルトニウムを使っても、出力は1キロトンより大きくなる

• この場合の破壊半径は、ヒロシマの爆発の破壊半径の3分の１以上と
なる

2015年11月6日

http://kakujoho.net/npp/monju.html



LL-NSO-U-2015-######_23
Lawrence Livermore National Laboratory

核反応率 –続き

• 原子炉分野の一部の人々の間では、核爆発装置におけるプ
ルトニウム240の有用性について誤解がある。

• プルトニウム240は遅い中性子ではほとんど核分裂しない。

• すべての発電用原子炉の原動力は遅い中性子である

このため、原子炉内にプルトニウム240が溜まってくると原子
炉内における核分裂性物質の反応度が下がる

• しかし、プルトニウム240は、高速中性子に関しては、良質の核
分裂性物質である–核爆発の原動力は高速中性子である



福島の教訓 1
日本の核セキュリティーの態度はガラパゴス化
遠藤哲也元原子力委員会委員長代理

（在ウィーン国際機関政府代表部初代大使）

日本の原子力の平和利用、つまり安全あるいは核
不拡散あるいは核テロ対策つまり核セキュリ
ティー、そういった面に対する態度というのはど
うもですね、ガラパゴス化しているのではないか
ということを非常に感じたわけでございます。つ
まり人の言うことをあまり聞かない。つまり自分
がやっていることは一番いいんだとこういうこと
ですね。
出典 福島原発事故独立検証委員会（民間事故調）記者発表 2012年2月28
日（ustream）http://kakujoho.net/npp/pu_obm.html



福島の教訓 ２
言い訳に終始する日本──
班目春樹原子力安全委員会委員長

たとえば米国では全電源喪失について対策が立てら
れていたが日本では

「そこまでやらなくてもいいよという、言いわけと
いいますか、やらなくてもいいということの説明に
ばかり時間をかけてしまって、幾ら抵抗があっても
やるんだという意思決定がなかなかできにくいシス
テムになっている。このあたりに問題の根っこがあ
るのではないかというふうに私自身は考えてござい
ます」

出典 国会東京電力福島原子力発電所事故調査委員会 第4回委員会
（2012年2月15日）会議録http://kakujoho.net/npp/pu_obm.html



2016年12月もんじゅ廃炉決定も
高速炉開発継続と宣言

増やす夢から減らす夢：頼みの綱は仏アストリッド参加
ASTRID: Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration

工業的実証用改良型ナトリウム技術炉

2006年「放射性廃棄物等管理計画法」プロトタイプ炉
使命：使用済みの低濃縮ウラン燃料やMOX燃料に含まれるプ
ルトニウムなどの長寿命の超ウラン元素を核分裂させること
（ごみ処分炉）。2020年までに運転開始。

2018年6月1日仏側が日本に変更を宣言
「詳細設計…開始」の条件が満たされているか24年に確認。建
設するのは60万KWeの実証炉ではなく10～20万KWeの小型実証
炉 ＊もんじゅは28万KWe

絵に描いた餅 新たな再処理工場と多数の高速炉の建設を必
要とする計画。更田原子力規制委委員長「廃棄物の減容であ
るというような、無毒化というか、核変換のようなこと…も
んじゅが動けばこういった廃棄物問題の解決に貢献するかの
ように言うのは…民間の感覚で言えば誇大広告」
http://kakujoho.net/npp/ASTRID.html



福島の教訓３
乾式貯蔵への早期移行を奨励する
田中前・更田現原子力規制委委員長

九州電力へ2014年10月29日

●更田委員長代理 使用済燃料プールの貯蔵量を増やしていく
よりは、乾式のキャスクに入れて、それこそ、その辺に転がして
おくというと言葉は悪いですけれども、その方がまだ更に安全性
は高いのではないか

●田中委員長 福島第一原子力発電所は御承知のように、乾
式キャスクにもかなりの量が入っていて、津波をもろにかぶって、
建物は壊れたけれども、中の燃料も容器も健全であったと、これ
も事実なのです。…国際的に見ても、一定程度冷却が進んだも
のはプールから出して、乾式容器に入れてサイト内に貯蔵する
方が、安全上も、これからセキュリティの問題もありまして、そう
いうことが一般化しています…安全確保とセキュリティの面から、
是非取り組んでいただきたいというのが私からのお願いです。

＊原子力規制庁は原発敷地内乾式輸送・貯蔵兼用金属キャス
ク導入を促す規制方式を準備中
敷地内乾式貯蔵キャスクの型式認定、収容建物の不要化など



世界の標準 原発敷地内乾式貯蔵
日本では福島第一と東海第二

福島第一:9基 408体
1995年～ Tokai

米国コネティカット・ヤンキー(古い写真）d picture)

エムスランド原発 ドイツ

津波の後



東海第二
24基許可 2002年～

21基設置(2016年1月現在） うち15基使用中

http://www.saga-
s.co.jp/column/genkai_pluthermal/20202/267376



ドイツの暫定貯蔵施設１
本格的施設建設まで



ドイツの暫定貯蔵施設２

ネッカーヴェストハイム原発



オフィス棟の下の貯蔵トンネル完成後
そちらに移動
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福島でドイツ暫定貯蔵方式をコピー
他の原発でも可能

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images/m121203_08-j.pdf



福島第一仮保管施設
乾式貯蔵キャスク

衛星写真 2014年3月23日

計画された65基のうち30基目まで設置済み
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/09/3-02-01.pdf

敷地内位置関係はこちらに
http://kakujoho.net/npp/pool.html

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/09/3-02-01.pdf

