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9.11から3.11へ
9.11で米国人専門家らが考えたこと（教訓）

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

プルトニウム！

２．あれが原子力施設を狙ったものだったら核セキュリティー

➢ プール火災対策 5年以上の貯蔵使用済み燃料を乾式貯蔵に
９．１１の教訓を活かせず、3.11であわや現実に！

今日のカン・ジョンミンさんのお話しは、教訓２、教訓１という順序
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9.11の教訓２
プール火災リスクを減らすため

取出後5年の使用済み燃料を乾式に！

•『米国における貯蔵された原子力発電所の使用済み燃料
の危険性を減らす』

Reducing the Hazards from Stored Spent Power-Reactor Fuel in the United States, 
Science and Global Security, 11:1-51, 2003）

（Robert Alvarez, Jan Beyea, Klaus Janberg, Jungmin Kang, Ed Lyman, 
Allison Macfarlane, Gordon Thompson and Frank N. von Hippel）

参考：同時多発テロ後の使用済み燃料関連論争

火災リスクを減らすため取り出し後5年の使用済み燃料を乾式に

http://kakujoho.net/npp/snf_p_c.html
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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
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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
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http://www.saga-s.co.jp/column/genkai_pluthermal/20202/267376



むつリサイクル燃料備蓄センター
（288基のキャスク：約3000トンの容量－－日本の全ての原
発の取り出し量約5年分）

ドイツは、13の原発に強化され
た乾式貯蔵施設を持つ。
（リンゲン/エムスランド原発
キャスク130基、1250トン)

107 m 70 m
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http://scienceandglobalsecurity.org/archive/sgs24vonhippel.pdf

https://www.nap.edu/catalog/21874/lessons-learned-from-the-fukushima-nuclear-accident-for-improving-safety-and-security-of-us-nuclear-plants

使用済み燃料プール火災の危険の低減 （２０１６年）

福島原子力事故の教訓
フェーズ ２
米国科学アカデミー



ことの発端は増殖炉の夢と再処理計画
ウラン不足の予測－－外れて夢は不要に

再処理予定だから貯蔵容量が小さい

軽水炉

再処理工場

中間貯蔵
乾式

最終処分場

使用済み
燃料

ガラス
固化体
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プルトニウム

ウラン濃縮

広島 長崎

燃料製造
工場

受け入れプールが
満杯

プールが満杯

リラッキングで
詰め込み

プールの
容量が
小さい

だから再処理しなければ！

米国など

MOX

高速増
殖炉



原発敷地内貯蔵は、小さな敷地でも可能
(オフィス棟の下の貯蔵トンネル：ネッカー・ヴェストハイム原発（独） 2006年)FvH
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米国原子力規制委員会（NRC)は、2014年8月、原発運転許可期限が切れた後少なく
とも160年間敷地内で使用済み燃料を安全に保管できるとの決定。それまでにプー
ル・乾式貯蔵された期間を足すと200年以上。その後も無期限に貯蔵することも可と
の内容（ほぼ100年ごとに乾式貯蔵容器を換えるとの想定）。この「政治的」決定がな
ければ、新しい原発の運転許可が出せないという状態が2012年から続いていた。



ドイツの暫定貯蔵施設１
本格的施設建設まで
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ドイツの暫定貯蔵施設２
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福島でドイツ方式をコピー
他の原発でも可能

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images/m121203_08-j.pdf
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福島第一仮保管施設の乾式貯蔵キャスク

衛星写真 2014年3月23日
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原子力規制委員会の二人も乾式導入提唱
九州電力にリラッキング計画放棄を促す

九州電力と原子力規制委員会 2014年10月29日

更田委員

• どの炉も、使用済燃料プールに貯蔵している燃料がどんどん増えてきてい
る。やはりこれ、実態としては、PWRの場合は使用済燃料プールが比較的
低い位置にあるとは言うものの、ああいった形で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 (就任当初から全国で早期乾式貯蔵導入を提唱）

•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、ヨーロッパとかを見ま
すと。そういう点で日本は少し遅れています。
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http://kakujoho.net/npp/tnk_drycsk.html
その他の田中委員長発言 http://kakujoho.net/npp/nsr_log.html

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


9.11の教訓 １
核のない世界

プルトニウム量の最小化

「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」

オバマ大統領
2012年3月26日（韓国外国語大学）

2012年3月核セキュリティー・サミットで訪韓した際の発言
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現在の日本のプルトニウム保有量

我が国のプルトニウム管理状況 2016年7月27日
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2016/siryo24/siryo1.pdf

国内 10.8トン
英国 20.9トン
フランス 16.2トン
合計 47.9トン＝６０００発分



3.11後も再処理政策を継続する日本

もんじゅ閉鎖を決定しながら

• 高速炉計画を継続 ＊ASTRID

• 再処理政策を継続

再処理永久化法案

使用済み燃料再処理機構
2016年10月3日

◆自由化で電力会社がつぶれ、原子炉
運転主体がなくなってもプルトニウムの
分離だけ続ける？



世界の核物質の量(単位:トン）
出典：国際核分裂性物質パネル（ＩＰＦＭ）

http://fissilematerials.org/

2014年末の世界の核物質の量

高濃縮ウラン 非民生用プルトニウム 民生用プルトニウム

ロシア 679 128 52.8

米国 599 87.6 0

フランス 30.6 6 61.9

中国 18 1.8 0.025

英国 21.2 3.2 104.2

パキスタン 3.1 0.19 0

インド 3.2 5.7 0.4

イスラエル 0.3 0.86 -

北朝鮮 0 0.03 -

その他 15 -
52.8     

（日本47.8)

合計 1370 234 272 18



米韓協定
韓国の要求：「日本と同じ再処理の権利を！」

• 署名 1972年11月24日

• 発効 1973年3月19日

• 改正署名 1974年5月15日

• 改正発効 1974年6月16日

効力 発行日から30年を41年に変更

2014年3月19日

• 2年間延長 2013年4月24日韓国外交部発表

• 2015年6月15日 新協定署名 11月発効
19



トーマス・カントリーマン国務省次官補
米韓原子力協力協定交渉担当者

• 特に、MOX燃料を使用する原発が存在せず、その見通しもな

い中で、六ヶ所再処理施設を稼働することは、米国にとって大
きな懸念となりうる。特にイランの核問題や米韓原子力協力
の問題に影響を及ぼすことで、米国にとっても困難な事情に
つながる可能性がある。

鈴木原子力委員長代理出張報告(pdf) 2013年４月22日

• http://kakujoho.net/rokkasho/pu6us.html#d6
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2016年3月17日 上院外交委員会公聴会
コーカー委員長（共和党）：

• 私はまた、［オバマ］政権が日本に対し六ヶ所の再処理施設
の運転再開の更なる延期を要請する一方で、韓国及び中国
による米国起源の物質の再処理を禁止することによってアジ
アにおけるプルトニウムのタイムアウト（一時停止）を提唱する
機会を失っていることについて心配している。
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カントリーマン国務次官補発言１
（国際安全保障・不拡散担当）

再処理には経済性も合理性もない
使用済み燃料再処理計画は、経済性も合理性もなく、核
拡散防止の観点から「すべての国がプルトニウム再処理
の事業から撤退してくれれば、非常に嬉しい」。（米韓原子
力協力協定の交渉過程で韓国が日本と同じ再処理の権
利を与えよと主張し、また、中国が民生用再処理の導入を
検討していることについて）「東アジアの主要国の間には
競争があって、それは私の考えでは非合理的レベルにま
で至っている。」「本質的な経済性という問題があり、米国
とアジアのパートナー諸国が問題になっている経済面およ
び核不拡散面の問題について共通の理解を持つことが重
要だ──日本との原子力協力協定の更新について決定をす
る前に」

2016年3月17日 上院外交委員会公聴会
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懸念を伝えられたことはないと
プルトニウム増産に邁進する日本

●2016年3月18日 菅義偉官房長官

日本の核燃料政策について米政府側から懸念を伝えられたこ
とは? 「それは全くありません」

●2016年3月24日 岸田文雄外務大臣 衆議院本会議

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。我が国が再処理を含む核燃料サイクルを推進
していくとの方針については、米国政府の理解を得ていると考えて
おり、今後とも、米国との間で円滑かつ緊密な原子力協力の確保に
努めていく考えです。
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米ホワイトハウス国家安全保障会議（ＮＳＣ）
ウルフソル上級部長
軍縮・不拡散担当

• 日本の使用済み核燃料再処理を容認した日米原子
力協定の効力延長について『大きな議論を呼ぶ問
題になる可能性があると指摘』」＝米国側の懸念を
再確認。

• 米国と日本は、「明確な使用・処分の道もない」大量
のプルトニウムを保有するとの決定が再処理とウラ
ン濃縮を制限しようとする世界的な取り組みにとって
持つ意味合いについて議論してきたと上級部長は
述べた。もし、日本がプルトニウムのリサイクルを続
けるなら「他の国がまったく同じことを考えるのをどう
して止められるか」とウルフソルは述べた。

＊英語版から（核情報訳）
米高官、日本の政策に懸念との報道 共同通信 2016年5月21日
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カントリーマン 実は以前に日本で同じ発言
（日本原子力研究開発機構主催 2013年12月3-4日）

• 日本は、原子力の利用をどうするのかについて、日本国民のみなら
ず世界のパートナーに対しても責任ある決断を下す必要がある。米
国は日本のパートナーとして、日本が核燃料サイクルのバックエンド
に関する政策、特に六ヶ所再処理施設やプルトニウム処分の方策
の検討を行うに際して、

(1) 公開性、透明性の確保、

(2) 政治的な現実だけでなく、経済的な現実や技術的な現実の直視、

(3) 日本の核燃料サイクル政策が地域及びグローバルな核不拡散取
組みに与える影響を考慮すること、を期待したい。

http://kakujoho.net/rokkasho/pu6us.html#d6
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再処理継続正当化の（非）論理

➢各地のプールが満杯だから 乾式貯蔵が進めばこの論拠は消える

➢増やす夢から減らす夢へ
廃棄物の減容＋毒性低減のために必要

この夢は六ヶ所とプルサーマルでは終わらない

高速炉と

新たな再処理工場

が前提
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http://www.npu.go.jp/policy/policy09/pdf/20120904/shiryo2.pdf
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取り出したプルトニウムや超ウラン元素は消える？
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地表にどれほどの毒
が届くかは問題の物
質の水溶性がカギ。

プルトニウム推進派
は、プルトニウムは水
に溶けないから、池に
入れられた場合でも、
その水を飲んでも安
全と言っていた。

＊プルト君はどこへ
http://kakujoho.net/npp/monju.html#dd65

➢ 地上に残る：高速炉と新型再処理工場で処分に数百年
➢ まったくの夢物語で、そのコストは推定のしようもない



分離したプルトニウムは消えてなくなる？
1回のMOX利用の後に残る超ウラン元素は？

• 燃焼度33 MWt-day/kgの使用済み低濃縮ウラン燃料を10年間冷却し
た後、これを再処理して得たプルトニウムで作ったMOX燃料を燃焼
度43 MWt-day/kgまで使った場合
元の超ウラン元素と比べて、残っている超ウラン元素の量は？

70%
• 燃焼度33MWt-day/kg の使用済み低濃縮ウラン燃料を10年間冷却し
た後、これを再処理して得たプルトニウムで作ったMOX燃料を燃焼
33 MWt-day/kgまで使った場合（福島第一3号機のような場合）
元の超ウラン元素と比べて、残っている超ウラン元素の量は？

77%
カン・ジョンミン博士の計算 2017年4月付
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使用済みMOX燃料の熱量
「問題ない」と多田明弘資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

• 使用済みウラン燃料に比べますと、使用済みＭＯＸ燃料の方が長期的に見
て崩壊熱は下がりにくい、こういう傾向にございます。ただ、燃料取り出し直
後の両者を崩壊熱レベルで比較いたしますと大きな差異はない、また、両
者とも崩壊熱は数年程度で十分に低くなるということでございますので、使
用済みＭＯＸ燃料が、使用済みウラン燃料に比べまして、崩壊熱という点で
特別な扱いが必要になるということはないのではないか

貯蔵しておくのに問題はないとの意味らしい。

だが、処分場に埋めるのなら熱量の差は大いに問題

2016年4月20日、衆議院経済産業委員会
多田明弘資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009819020160420007.htm
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発熱量の大きな使用済みMOX燃料
処分場の必要容量を決めるのは発熱量

31

取り出し後50年～300年、
使用済みMOX燃料の発

熱量は、使用済みウラン
燃料の約3倍から5倍強

（OECDの報告書は、使用
済みMOX燃料は、使用
済みウランの2.5倍の面
積を必要とすると）

核種崩壊生成計算コード ORIGEN2を使った姜政敏（カン・ジョンミン）博士(「自然資源防護協議会
（NRDC)」)による計算（2016年4月） http://kakujoho.net/npp/moxheat.html



新たな再処理工場と高速炉の建設計画？
多田明弘資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

2016年4月20日、衆議院経済産業委員会

• 「使用済みMOX燃料をそのまま廃棄物として扱うわけではなくて、
使用済みMOX燃料も再処理をし、そこからまた有用資源を取り出
して発電に使っていく、こういう考えをとっているわけでございま
す」

• 「使用済みMOX燃料をどう再処理するかという点につきましては、
これは六ヶ所再処理工場では対象としないということは申し上げら
れます。それから、その主体、方法についてはこれからの検討事
項であるというふうにお答え申し上げたいと思います」

そんな長期原子力政策の推進を誰が官僚に頼んだのか？

この発言は、再処理の利点と称するものは、第二再処理工場・高
速炉を前提にしなれば主張できないことを示している。

32



使用済みMOX燃料を再処理して使う？
取り出したプルトニウムは、高速炉がなければ使えないと田中原子力規制委
員会委員長も
「MOXの使用済燃料を再処理するためには新しい再処理工場を造らな
くてはいけない」
「高速炉を動かさない限りは、処理したMOX燃料は使えない」

炉心全部にMOX燃料を使う計画のJ-POWER（電源開発）大間原発について
原子力規制委員会記者会見録(pdf) 2014年11月19日
https://www.nsr.go.jp/data/000068848.pdf

◆新しい再処理工場、高速炉ができなければ、使用済みMOX燃料は処分場
へ送られることになる。その可能性が高いと考えられている。

◆そうなれば、熱量から言っても、超ウラン元素の量・質から言っても元の木
阿弥。
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米国科学アカデミー（NAS）報告書1996年
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「被曝量の如何なる低減も、核変換
（トランスミューテイション）の費用と運
転の［核拡散］リスク追加を正当化す
るようなものではないと見られる」

ヤッカマウンテン処分場に送られることになっている6万2000トンの
軽水炉使用済み燃料の再処理・核変換についての分析

軽水炉運転が終わった段階で一気に多数の高速炉の運転を
開始してTRUを燃やす。そこで生じる使用済み燃料からTRUを

取り出し新しい高速炉で燃やすというのを繰り返す。このシナリ
オで地層処分場に送られるTRUの量を直接処分の場合の約
100分の1にするのに200年ほどかかる



学術会議の混乱 １

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

「例えば、こうして確保した時間的猶予を利用して、容器の耐久性の向上や放射性
廃棄物に含まれる長寿命核種の核反応による半減期の短縮技術（核変換技術）と
いった、放射性廃棄物処分の安全性における確実性を向上させる研究開発を進め、
処分方式に反映させることである。」 （＊2015年4月２４日の報告書でも同文言）

2010年9月 原子力委員会が日本学術会議に審議依頼。「高レベル放射性廃棄物の処分に関する取組み
について」

2012年9月 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」が回答

2013年5月 学術会議「高レベル放射性廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委員会」設置

2015年4月上記委員会、「高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策提言－国民的合意形成に向けた暫
定保管」発表

◆核変換についての詳細な分析はなく、核変換について「検討委員会」で話を聞いた
のは1回だけと見られる。相手は大井川宏之日本原子力研究開発機構（2012年1 月 24 
日）原子力基礎工学研究部門研究推進室長（つまり、核変換研究推進者）

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/koureberu/pdf/koureberu-yousi2202.pdf 35
http://kakujoho.net/npp/hlw_scj.html#d17
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学術会議の混乱 ２
無視された警告

➢「暫定保管に関する技術的検討分科会」報告（2014年9月19日）：新しい
技術の再処理による超ウラン元素「TRUの分離・回収や核変換の工程
が加わることによってかえってリスクが高まる可能性もある」
＊2012年の回答の後、「高レベル放射性廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委
員会」を設置。同「フォローアップ検討委員会」に設けられたもう一つの分科会は「暫定
保管と社会的合意形成に関する分科会」 。こちらは社会学系。

➢2014年12月8日「フォローアップ検討委員会」会合

• 「核変換の技術はまだ理論的検討や実験の段階で、実証的な技術開
発の段階にはない。そうした技術のメドが経つのを待って、というのは
現状では期待できないと思う」

• 「核変換をすれば本当に社会の懸念に応えきれるのかには疑念が残
る。むしろ受け入れ可能なリスクについての議論をすることが必要なの
だ。核変換に踏み込みすぎた議論を持ち出すことには注意が必要だ」

36



プルトニウム分離の正当化論

• 原子炉級プルトニウムだから大丈夫
◆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混合抽出方式だ
から大丈夫

◆k核分裂生成物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
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Bruce T. Goodwin, PhDブルース・T・グッドウィン2015年11月6日
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

http://kakujoho.net/npp/monju.html
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LL-NSO-U-2015-######_39Lawrence 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



再処理を唯一認められている国？
唯一固執している国？

「我が国は、IAEA（国際原子力機関）による厳格な保障

措置の実施等の努力を積み重ねてきたことにより、非
核兵器国の中で唯一、商業規模で濃縮・再処理まで
の核燃料サイクル施設を保有する国として認められて
います。」2006年版『わかりやすいエネルギー白書』
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/enehaku-kaisetu/

◆NPTは日本を特別視していない。協定で日本に再処

理に関する「事前同意」を与えているのは米国。米国
は同じ同意をユーラトム諸国にも与えている。ドイツ・
ベルギー・イタリアは、パイロット再処理プラントを建設
後主として経済的理由のため再処理放棄を決定。日
本のみが再処理に固執。

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/enehaku-kaisetu/


1978年米核不拡散法強化事項
インド核実験の後登場したカーター政権

1978年核不拡散法では、米国製原子炉で使用された燃料についても米国の
同意が必要、などを規定。
米国は同法に基づき、約20ヶ国、2組織と協定締結。

米国は、ユーラトムとの協定では、再処理について「同意の権利」を要求して
いなかった。
1978年核不拡散法に従った1995年米・ユーラトム新協定の時点では、ドイ
ツ・ベルギー・イタリアは、パイロット再処理プラントを建設後主として経済的
理由のため再処理放棄を決定。英仏の再処理工場だけが記載。

つまり、日本のみが再処理に固執。
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日米原子力協力協定 包括同意
1987年11月4日 署名 1988年7月17日 発効

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/04/23/s630702_05.pdf

●第１１条

第３条、第４条又は第５条の規定の適用を受ける活動を容易にす
るため、両当事国政府は、これらの条に定める合意の要件を、長
期性、予見可能性及び信頼性のある基礎の上に、かつ、それぞ
れの国における原子力の平和的利用を一層容易にする態様で満
たす別個の取極を、核拡散の防止の目的及びそれぞれの国家安
全保障の利益に合致するよう締結し、かつ、誠実に履行する。

●原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメ
リカ合衆国政府との間の協定第１１条に基づく両国政府の間の実
施取極
１両当事国政府は、協力協定第３条から第５条までの規定に基づ
き、次の活動について、ここに合意する。
(i) 附属書１に掲げるいずれか一方の当事国政府の領域的管轄内
にある施設における再処理及び形状又は内容の変更

●附属書 １～５ 施設のリスト （六ヶ所再処理工場は附属書４） 42



あり得るシナリオ

• 何もしないで自動延長

通告後6か月間で終了可能

• 今のままの条文で期間を定めて延長

• 改定交渉を経て期間を定めた新協定

• 協定の終了
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米国の新協定承認手続き

• 90日間

上下両院関連委員会提出・協議 30日間

上下両院合同不承認決議 60日間

90日間は連続した会期期間であることが必要＝合意後6ヶ月と
いうこともあり得る
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カン・ジョンミンさんのお話しから考えること

➢9.11の教訓を活かせなかった私たちは、3.11の教訓を活かせ
るのだろうか。

使用済み燃料プール問題をめぐる議論はされてきたか？

韓国の人々と共同で解決にあたるべき問題ではないか？

➢9.11の教訓は活かせているだろうか

「プルトニウム量の最小化」？

再処理・高速（増殖炉）政策の継続はなぜ？

「唯一の被爆国」の国民は黙っているのか？
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