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福島原発事故の教訓とは？：私見
• 原子力に携わってきた人間の一人として、深い責任。福島県民

は勿論のこと、影響を受けた皆様に心より謝罪。

• 事故の最大の教訓は「想定できないことを想定する事」(think 
unthinkable)

• 原子力技術の持つリスクに対する考え方を根本的に考え直すこ
ととなった。
• 工学的リスク評価だけでは社会・経済影響を図ることはできない

• リスクにかかわる社会意思決定は専門家だけでは決められない

• 国民との信頼醸成が政策の円滑な推進には不可欠。

• 信頼される独立した情報提供の仕組みが必要。行政や科学技術
を独立した立場で評価する第三者機関が不可欠。
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我々は福島原発事故から学んだか？

• はじめに： 政府及び原子力事業者は、いわゆる「安全神話」に陥り、十
分な過酷事故への対応ができず、このような悲惨な事態を防ぐことがで
きなかったことへの深い反省を一時たりとも放念してはならない。 エネル
ギー基本計画（2014/04/11)

しかし・・

• 「5年が経過して、福島第一原発事故は徐々に風化してきはいないだろう
か・・事故の反省をすべて消し去ろうとしているように見える」黒川清、「規
制の虜：グループシンクが日本を滅ぼす」、講談社、2016年3月。

• 「事故を考え直したり、反省をしたりしたかといえば、完全にノー
だ。」畑村洋太郎、日本経済新聞「この国は何も学んでいない」（2016/03/02)

• 「だいたい、提言が実行されているかいないかをちゃんと見る組織も動
いていないようにみえる。その後の検証だって不十分に決まっている。
もうほとんど何も行われていない。」畑村洋太郎、朝日新聞「福島事故。畑村洋太郎・元
政府事故調委員長に聞く」、（2015/03/27)



脱原発か否かにかかわらず、解決すべき重要な課題

1.福島廃炉・安定化ー廃炉プロセスの透明性、被災者の人権保護

2.使用済み燃料・廃棄物問題

3.核テロリズム問題

4.国民の信頼確保

5.「もんじゅ」後の研究開発と人材確保



１．廃炉の透明性確保と被災者人権確保

• 原子力委員会見解（12/11/27)「東電福島第一原子力発電所の
廃止措置等に向けた中長期にわたる取り組みの推進について」
• この取組を・・評価・監査し、適宜に改善すべき点などを政府に対して勧告する、海外

の専門家を含む第三者機関を設置すべきである。そして、その勧告を踏まえ、将来にお
いて専任の廃止措置機関を設置することも含め、絶えず最適な運営体制の確立を目指す
べきである。http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/121127_tyouki.pdf

• こども・被災者支援法（2012/06)
• 基本理念（2条）
被災者一人一人が支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰
還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選
択した場合であっても適切に支援するものでなければならないこと
• 国の責務（3条）
国は、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力
政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、被災者の生活支援
等に関する施策を総合的に策定し、被災者に提示し、及び実施する責務を有する。
http://www.sangiin.go.jp/japan ese/ann ai/ch ousa/rippou_chousa/backnumb er/2012pdf/20121005098.pdf

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/121127_tyouki.pdf
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2012pdf/20121005098.pdf


事故処理費用は５０～７０兆円になる恐れ
（日本経済研究センター, 2017/03/07)
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（兆円） 当初 2016年12月（政府） 当センター試算（１） （２）

廃炉・汚染水処理 2 8 32 11

賠償 5 8 8 8.3

除染 4 6 30 30

合計 11 22 70 49.3

file:///C:/Users/SUZUKI%20%20TATSUJIRO/Downloads/2017311153751.pdf



避難解除にも民主的プロセスが必要
• 福島４町村で避難解除それでも戻れぬ
故郷

（日本経済新聞、2017/03/31)

• 既に避難指示が解除された５市町村で
帰還した住民の割合は平均13.5％。今
回の解除対象４町村を対象に復興庁が
行った住民意向調査では、「帰還す
る」との回答は町村により４割強～２
割弱にとどまった。

• 大熊町と双葉町の避難指示は解除され
ていない。両町を含む７市町村には放
射線量が高い「帰還困難区域」が残る.

• 政府は2016年12月、同区域内に「特定
復興再生拠点区域」を整備する方針を
決定。インフラ復旧と除染を国費で一
体的に進め、５年後をめどに避難指示
解除をめざす方針だが、実現の道筋は
不透明だ。
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http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2016/pdf/0712gainenzu.pdf

http://www.nikkei.com/article/DGXKZO14728680Q7A330C1CR8000/

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2016/pdf/0712gainenzu.pdf
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO14728680Q7A330C1CR8000/


２．使用済み核燃料・廃棄物問題

• 使用済み核燃料問題：安全性向上と政策の柔軟性確保
• プール貯蔵の安全性問題：テロとの関係
• 乾式貯蔵への早期移行：政府の役割は？
• 「使用済み燃料は資源」との束縛：貯蔵するにも再処理稼働が必要。「再

処理拠出金」制度の問題。「核燃料サイクル：全量再処理政策」の硬直性。

• 高レベル廃棄物管理・処分問題：信頼されるプロセスへ
• 再処理と廃棄物処分の関係：再処理は廃棄物処分を容易にするか
• 直接処分を可能にする必要性：特定放射性廃棄物法の改正
• 長期保管と合意形成のプロセス：日本学術会議提言について
• 廃棄物処理処分の総合的選択肢評価の必要性：第三者機関の必要性



核燃料サイクル概念図
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http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2005html/intro1_5.html
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乾式貯蔵が最も安全で経済的選択肢
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Tokai

U.S. Connecticut Yankee (old picture)

エムスランド原発 ドイツ（リンゲン）

福島第一
津波のあと

管理棟の下に掘られたトンネル
ネッカーヴェストハイム原発 ドイツ

出所：Frank von Hippel, 「二つの問題、一つの解決策」、
第51回国会エネルギー調査会、2015年6月18日



放射性廃棄物処分における第三者機関の
重要性：現在は原子力委員会が評価
「・・・国や当事者に適宜に適切な助言を行う独立の第三者組

織を、きちんと機能させる強い決意を持って自ら整備すべきで
ある。 」
原子力委員会見解、「今後の高レベル廃棄物の地層処分に係る取り組み

について」、平成24年12月25日。
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/121218.pdf

「・・・情報公開の徹底と情報の客観性を確保するために、処
分推進主体とは異なる中立的な立場の機関が間に立って、処分
地選定の過程や立地の適正について“行司役”として監視していく
と同時に、国民・地域に対して中立的な説明を行っていくこと
が必要である。 したがって、国は、このような“行司役”的視点
に立った第三者評価を実施する仕組みを整備すべきであ
る。・・」
経済産業省資源エネルギー庁高レベル廃棄物処分ワーキンググループ、

中間とりまとめ（案）、
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/gensh
iryoku/houshasei_haikibutsu_wg/pdf/011_02_01.pdf
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http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/121218.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/genshiryoku/houshasei_haikibutsu_wg/pdf/011_02_01.pdf


３．核テロリズム
• プルトニウム在庫量問題：日本の在庫量（48トン）削減の

ために何ができるか？
• 世界的な核物質の最小化への貢献に関する日米首脳による共同声

明（2014/03)
• 核物質の保有量を最小化するというこれまでの全てのサミットのコミュニケの精

神に則ったものである。日米両国は，更なるHEUとプルトニウムの最小化のため
に何ができるかを各国に検討するよう奨励する
http://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/n_s_ne/page18_000244.html

• ハーグ核セキュリティサミット共同コミュニケ(2014/03)
• 我々は，国家がそれぞれの国内的要請と一致する形で，HEUの保有量を最小化し，

また分離プルトニウムの保有量を最小限のレベルに維持することを奨励する
http://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/n_s_ne/page22_001001.html

• 日米原子力協定（2018年改定期限）との関係

• 従業員信頼性確保の問題：IAEA勧告との関係－法制化が見
送られた理由？

http://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/n_s_ne/page18_000244.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/n_s_ne/page22_001001.html


世界の軍事転用可能核物質在
庫量 (2017.6)

• HEU: 1,338.6 トン

• ~20,916 発 広島型原爆(64kg/
発)

• Pu: 511.4 トン

• ~85,241 発長崎型原爆
(6kg/bomb)

• 合計；106,157発分（+655発分増）

• 高濃縮ウランはほとんどが軍事利用
で、在庫量は減少中。

• プルトニウムは６０％以上が民生用
で、現在も増加中。

• 日本は非核保有国で最大の保有量
（47トン）

13Source: http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/fissile_material2017JPN.pdf

http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/fissile_material2017JPN.pdf


世界のプルトニウム在庫量推移
（IPFM, 2015/05)
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Source; Zia Mian, Alex Glazer, “Global Fissile Material Report 2015: Nuclear Weapon and 
Fissile Material Production,” presented at NPT ReviewConference, May 8, 2015.  
http://fissilematerials.org/library/ipfm15.pdf

民生用（再処理）から

余剰プルトニウム

解体核兵器からの軍事
プルトニウム

核兵器内のプルトニウム

http://fissilematerials.org/library/ipfm15.pdf


４．国民の信頼確保：地域の住民との対
話の場
原子力規制委員会設置法案に対する付帯決議（平成24年6月20日、参
議院環境委員会）
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/180/f073_06
2001.pdf

＃２６

• 従来からの地方公共団体と事業者との間の原子力安全協定を踏まえ、
また、原子力の安全規制及び災害対策における地方公共団体の役割
の重要性に鑑み、本法施行後一年以内に地方公共団体と国、事業者
との緊密な連携協力体制を整備するとともに、本法施行後三年以内
に諸外国の例を参考に望ましい法体系の在り方を含め検討し、必要
な措置を講ずること

http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/180/f073_062001.pdf


エネルギー基本計画（14/04/11)
国民各層とのコミュニケーションの深化

客観的な情報・データのアクセス向上による第三者
機関によるエネルギー情報の発信の促進
第三者が独自の視点に基づいて情報を整理し、国民に対

してエネルギーに関する情報を様々な形で提供すること
で、国全体としてエネルギーに関する広報が広く行われ
るような環境を実現していく。

双方向コミュニケーションの充実
全国の自治体を中心に地域のエネルギー協議会を作り、

多様な主体がエネルギーに関わる様々な課題を議論し、
学び合い、理解を深めて政策を前進させていくような取
組について、今後、検討を行うこととする。
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国や事業者への信頼が低い（～７%）
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原子力文化振興財団、「原子力利用に関する世論調査」、２０１６年２月
http://www.jaero.or.jp/data/01jigyou/pdf/tyousakenkyu27/r2015_youyaku.pdf

http://www.jaero.or.jp/data/01jigyou/pdf/tyousakenkyu27/r2015_youyaku.pdf


5.「もんじゅ」後の研究開発・人材確保

原子力委員会見解（2012/12/25） 「今後の原子力研究
開発の在り方について」http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/121225_2.pdf

総合的• な評価
理学• 、工学の広い分野のみならず社会科学の学会や市民団体からも 推
薦を受けて、いわゆるＥＬＳＩ（倫理、法、社会的側面）と呼ばれる
ような幅広い視点から、自律性を持った包括的な評価組織を構成し、
作業を付託すること が重要である。

原子力• 技術基盤の維持と人材育成への寄与：基礎基盤研究の重
要性

原子力• に関する人文社会科学的分野の研究推進への支援

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/121225_2.pdf


FBR開発の歴史：
原子力長期計画におけるFBRの位置づけ変遷
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長期計画時期 実用化目標

1956 ~1970代 “基幹電源として実用化”

1967 ~1980代後半 “FBR商業化前に、『中間炉』が必要”

1987 ~2020~30,  “当面は軽水炉が主要電源”

1995 「もんじゅ」ナトリウム漏えい事故

2000 ~2030 以降, “将来の重要な選択肢の一つ”

2006 ~2050 “実用化にむけて着実な開発”

2011 福島原発事故、「もんじゅ」計画見直し

2016 「もんじゅ」廃炉、高速炉実用化と核燃サイクル継続



「もんじゅ」と研究開発

• 国策との相互依存：国策が継続する限り、研究
開発も継続され、国策を維持するために研究開
発も継続させることに固執する。これが研究開
発の性格をゆがめてしまった。

• 原型炉「もんじゅ」なしに実証炉・実用化計画
の実現は極めて困難。

• この勧告を契機に、原子力全体の研究開発の見
直しを行い、議論を徹底して行うことが必要

• そのためには開発に利害を持つ組織ではなく、
国会事故調や日本学術会議のように、政府とは
独立した立場で、総合的な視点で評価できる委
員会を立ち上げるべきだ。

出所：鈴木達治郎、「原子力研究体制の矛盾が噴き出た『もんじゅ』:厳しい勧告を生
かすため、独立した第三者機関の設置を」、Web Ronza, 2015年12月14日

http://webronza.asahi.com/science/articles/2015120800002.html 20

http://webronza.asahi.com/science/articles/2015120800002.html
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日本経済新聞、「経済教室」、2016年11月8日


