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アウトライン 

• 核施設での放射線リスク 

• 福島第一のケース 

• 六ヶ所のケース 

• ゴアレーベンのケース 

• セラフィールドのケース 

• 悪意のある行為の重要性 

• 六ヶ所における放射線リスク及び様々なオ
プションについての評価プロセス 

• 文脈の中における放射線リスク 

 



核施設における放射線リスク 

• 放射線リスク= 放射性物質の予期せぬ放出によるヒ
トの被曝の可能性 

• 可能性のある放出原因: (1) 設計、建設、運転のミス; 

(2) 機器の故障; (3) 自然の力(地震など); (4) 悪意の
ある行為 

• リスク低減の方法: (1)設計あるいは運転方法の修正 

(放出の可能性を減らす); (2) 緊急時対応 (放出が起
きた際に被曝を減らす) 

• 特定の施設における放射線リスクとリスク低減オプ
ションは、システマティックに評価することが可能 

 

 



福島第一のケース（写真は4号炉） 



福島事故の際に放出された 

放射性セシウムの蓄積 

出典：朝日新聞 2011年11月11日 



放射性セシウム137の量 

チェルノブイリの 

大気中への放出 

85 ペタベクレル 

福島の 

大気中への放出 

36 ペタベクレル 

(6.4ペタベクレル 日本に
蓄積) 

福島1～3号機の 

原子炉内 

940 ペタベクレル 

(3基の炉の合計) 

福島1～4号機の 

使用済み燃料プール内 

2,200 ペタベクレル 

(4つのプールの合計) 

Source: Stohl et al, 2011 



六ヶ所のケース 



核燃料サイクル (熱中性子炉利用) 

高レベル
廃液 (*) 

* 示されていないのは: 大気中及び水中への放射性物質の放
出; 様々な放射性廃棄物のストリーム及びストック 

貯蔵され
た使用済
み燃料 



六ヶ所における放射線リスク:  

知見の現状 

• 六ヶ所におけるリスク及びリスク低減オプションを評価
するシステマティックでオープンな過程はこれまでな
かった 

• 類似のサイトでの知られている危険の例: (1)プールに
おける 稠密な使用済み燃料の貯蔵; (2) タンク（貯槽）
での高レベル廃液の貯蔵 

• 六ヶ所のプールは、3000トンの使用済み燃料を貯蔵す
る容量を持っている－－約10,000 ペタベクレルのセシ
ウム137を含むことになる 

• 六ヶ所のタンクは、少なくとも290立方メートルの高レベ
ル廃液を貯蔵する容量を持つ 

 

 

 



使用済み燃料プールと 

高レベル廃液タンクの一般的危険性 

 
• プールの水の喪失は、使用済み燃料の発火とセシウ
ムの大気中への放出をもたらし得る 

• 水の喪失は漏れあるいは沸騰によって生じ得る 

• 高レベル廃液タンクや関連機器（蒸発缶など）では、化
学爆発が起こり得る 

• 爆発その他の事態により、タンクからの高レベル廃液
の放出、あるいは、冷却の喪失に続くタンク乾燥、そし
てセシウムの大気中への放出という状況が起き得る 

• プールあるいは高レベル廃液タンクへのアクセスが、
施設敷地内の放射能汚染あるいは社会的崩壊によ
り、不能となる可能性がある 

 

 



六ヶ所の稠密な貯蔵方式のプール 



ゴアレーベンのケース 

• ドイツのゴアレーベンで計画された核燃料センター
（六ヶ所のようなもの）は、7,000立方メートルの高レベ
ル廃液と3000トンの使用済み燃料を貯蔵する能力を
持つことになっていた 

• ニーダー・ザクセン州（県に相当）政府は、許可権限を
持っていた 

• ニーダー・ザクセン州は、ゴアレーベン国際評価（ＧＩＲ 
1978-1979）を主催した 

• GIRは、放射線リスク及びリスク低減オプションを含む
様々な問題を検討した 

• ニーダー・ザクセン州は、1979年に公聴会を開き、そこ
では、ＧＩＲ，産業側、規制側の専門家のディベートが
行われた 

 

 

 

 



ニーダー・ザクセン州の決定 

• 1979年の公聴会の後、ニーダー・ザクセン州は、核燃料
センター計画を拒絶した。 

• ニーダー・ザクセン州は、将来の計画について次のように
定めた:  (1) 高レベル廃液の貯蔵は、本来的に安全なタ
ンクで行い、バッファーとしての小さな量のみとする; (2)使
用済み燃料貯蔵は、本来的に安全でなければならない
（稠密なプール貯蔵は認められない） 

• 後に出てきたヴァッカースドルフでの再処理工場計画で
は、高レベル廃液の貯蔵量は、 100立方メートルで、貯蔵
は4つのパッシブな冷却の貯蔵タンクで行うことになってい
た 

• ニーダー・ザクセン州の決定の後、ドイツにおける使用済
み燃料貯蔵用の新しい施設は、すべて乾式貯蔵（むつの
ようなもの）となった 

 

 

 

 



セラフィールドのケース 



英国セラフィールドにおける主要な活動 

• 弾薬製造 第二次世界大戦中 

• 軍事用プルトニウム製造炉  1950-1957  

• 軍事用再処理 (B204 プラント) 1951-1964 

• （軍・民）二重目的マグノックス炉1956-2003 

• （軍・民）二重目的マグノックス再処理 1971-現在 

• THORP 再処理 1994-現在 

• セラフィールドＭＯＸ工場  2001-2011 

• 高レベル廃液貯蔵 (B215 プラント) 1955-現在 

• 廃液ガラス固化工場 1990-現在 

• 他の様々な施設と運転 



セラフィールドの高レベル廃液のリスクに
関する英国での公開論争及び政策 

 

• ウインドスケール公聴会 1977; 英国及びアイルランドでのさらな
る論争 1995-2001 

• 2001年、英国「原子力施設検査局（ＮＩＩ）」がセラフィールドの高レ
ベル廃液のストックの制限を命令。1575立方メートルだったもの
を、2015年までに「バッファー」レベルの200立方メートルに低減す
るようにというもので、このゴール達成のために「我々の規制権限
を行使してTHORP再処理を停止させる」のをためらわないと明
言。 

• 2011年、規制当局（現在では、「原子力規制局（ONR)」）、2015年
以降の高レベル廃液のストックの上限を600立方メートルに増やす
意向を表明 

• この行為は、ONRの「安全性評価原則（SAP)」に抵触するもの 

 
 

 

 



英国規制当局（ONR)の「安全性評価原
則（SAP)」（2006） 

• RW.5: 「放射性廃棄物は、『良い技術的実践
（GEP)』に従い、パッシブな安全条件の下で貯蔵さ
れなければならない」 

• RW.6: 「放射性廃棄物は、合理的に実施可能な限

りできるだけ早く処理をして安全な状態にしなけれ
ばならない」  

 

 

 



悪意のある行為の重要性 

• 日本その他にあるほとんどの商業用核施設は、悪意
のある行為に耐えられるようには設計されていない 

• 能力を持った攻撃者は、設計上の弱点を利用すること
ができる 

• 攻撃者は、本来的に安全でない施設を好む（稠密な貯
蔵の使用済み燃料プール、高レベル廃液タンクなど) 

• 攻撃者は、大量の放射性廃棄物の入った施設を好む
（例えば、六ヶ所のプールの1万ペタベクレルのセシウ
ム137） 

• 使用済み燃料の乾式貯蔵用の施設は、様々な悪意の
ある行為に耐えるように設計することができる 
 

 

 



攻撃用に使われる可能性のあるもの 
成形炸薬（この例は、1943年のもの） 



 ミステル成形炸薬弾爆撃システム 
1944年 



IRS（内国歳入庁）ビルに対する 
航空機突入（自殺攻撃）の結果 

テキサス州オースティン 2010年2月 



六ヶ所における放射線リスクの評価と 
様々なオプション 

• 産業側及び規制当局の現存の分析を公開する 

• 関連したすべての問題について独立の評価（ドイツで
GIRが1978－79年に行ったようなもの）を委託し、結果
を公表する 

• 以下を伴う公聴会を開く: (1) 市民からの問いと提案; 
(2) 独立評価グループ、産業側、規制当局の専門家の
間のディベート 

• 公聴会の仕組みを工夫して、行動のための具体的な
行動オプション（あるいはコンセンサスが得られた場合
には、統一行動計画）が出てくるようにする 

 

 

 

 



六ヶ所の放射線リスクを減らす可能性 

再処理オプション リスク低減の可能性 

再処理工場を運転する  
(注: ガラス固化問題が工場の処理
量を制限する可能性がある) 

• 高レベル廃液のストック量
を制限  

• 使用済み燃料プールの稠
密度を減らす 

再処理工場を「長期保存」（待
機）状態にする 

•  「長期保存化」プロセスの

期間に、高レベル廃液タン
クと使用済み燃料プールを
空にする 

再処理工場を廃止措置にする • 高レベル廃液タンクと使用
済み燃料プールはなくなる 



使用済み燃料の乾式貯蔵は、プール貯蔵より
リスクが小さい（下はむつの設計） 



放射線リスク、悪意のある行為、 

そして、秘密主義 
• 産業側及び規制当局は、リスクについての公の議論は悪
意のある行為をする者の手助けをすることになると主張す
るかもしれない 

• 経験によれば、秘密主義がもたらし得るのは: (1) 原子力
の安全性及びセキュリティーの劣悪化; (2) 社会全体に対
する悪影響 

• 六ヶ所における放射線リスクに関する秘密主義は次のこと
を暗示する: (1) 相当の、しかし、公には知られていないリ
スクがある; (2) 再処理のコストには秘密主義が社会に与
える悪影響も含まれる 

• リスク低減オプションの活用は、元々考えられていた秘密
主義の必要性自体を減らす 

 

 

 

 



文脈の中における放射線リスク 

• 21世紀においては、大きなインフラ構成要素に対
する投資計画は、すべて、持続可能性という枠組
みを使って評価しなければならない 

• この「評価」は、様々なオプションを検討し、環境影
響評価などから得られた知見の上に立つべきであ
る 

• 核インフラ構成要素に関しては、放射線リスクは、
持続可能性評価における重要な問題の一つとなる  

• 日本は、持続可能性評価・実践において世界の
リーダーとなり得る 

 

 

 


