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第1章
再処理工場の事
故想定で、日本は
なくなるかも？







再処理工場の事故例

１．使用済燃料貯蔵
・プールの漏水 六ヶ所 2002.12.28、2005.6．9

２．せん断・溶解
・燃料棒さや火災 セラフィールド 1979.7．16

ラ・アーグ 1981.1．6

・溶解槽セルでハル洗浄液漏れ 六ヶ所
2006.4.11

・大量の放射能漏れ セラフィールド 1973.9.26

・溶解槽ひび割れ 東海 1982.4.11

東海 1982.9.6

東海 1983.2.18

ラ・アーグ 1988



３．分離
・ヨウ素129異常放出 東海 1985.12.18－24

東海 1989.9.27

４．精製
・ウラン溶液タンク爆発 サバンナリバー

1953.1.12

トムスク 1993.4.6

５．脱硝



６．製品貯蔵
・低レベル廃棄物固化施設火災爆発 東海

1997.3.11

・プルトニウム漏れ セラフィールド 1986.2.5

セラフィールド 1992.9.8

ドーンレイ 1996.9.28



７．ガラス固化
・大量の廃液放出 セラフィールド

1983.11.12-13

ラ・アーグ 1997.3.12

・廃液爆発・広域汚染 キチュテム 1957.9.29

・廃液タンクの沸騰 ラ・アーグ 1980.4.15

・高レベルガラス固化体製造失敗
六ヶ所 2007.12.26























高レベルで事故が起き
れば日本壊滅！！

再処理工場の事故は、原発以上に深刻となり、
日本を危機に陥れる。

万が一事故が起きなくても、放出する放射能（原
発を１年間運転して出る放射能をたった一日
で放出するというのは間違いで、もっと多い）
が蓄積されて大ダメージとなる。

六ヶ所再処理工場に約２２３㎥、東海再処理工
場に約３４０㎥貯蔵している！？



第2章
重大事故の過酷
評価を消し去っ
た規制委





（１）六ヶ所再処理工場の外部事象対
策

１３事象（地震、津波、風（台
風）、竜巻、降水、落雷、森
林火災、高温、凍結、火山（
降下火砕物）、積雪、生物
学的事象及び航空機落下
による火災）を選定。



外部事象 想定規模 想定される事態 想定される対処

地震 ＞基準地震動
＋α

・地震による機
器、セル又は建
屋の損壊

・大規模損壊に
対する対処

津波 ＞＞５５m ・津波又は漂流
物による損壊

・大規模損壊に
対する対処

風（台風） ＞４００m／ｓ ・建屋の損壊 ・大規模損壊に
対する対処

竜巻 ＞４００m／ｓ ・建屋の損壊 ・大規模損壊に
対する対処

降水 ＞３００mｍ／ｈ ・建屋への浸水
による全交流動
力電源の喪失、
安全上重要な機
器の機能喪失

・検討対象事象
に対する対処



外部事象 想定規模 想定される事態 想定される対処

落雷 ＞３００ｋA ・安全冷却水系
の機能喪失
・安全圧縮空気
系の機能喪失

・検討対象事象
に対する対処

森林火災 ＞10,000ｋW／
ｍ

・森林火災の火
炎の防止隊内側
への到達

・定期的な植生
調査
・消火活動による
延焼防止

高温 ＞50℃ 燃料貯蔵プール
の水温上昇によ
るコンクリート長
期健全性への影
響

・安全冷却水冷
却塔への散水

凍結 ＜－４０℃ 安全冷却水の凍
結

・ポンプの継続運
転による凍結防
止



外部事象 想定規模 想定される事態 想定される対処

火山の影響（降
灰荷重）

＞７０ｃｍ 建屋の損壊 ・建屋の堆積し
た降下火砕物の
除去

火山の影響（降
灰濃度）

＞ 33,400 μ ｇ／
㎥

・全交流電源喪
失
・安全冷却水系
の機能喪失
・安全圧縮空気
系の機能喪失

・検討対象事象
に対する対処

積雪 ＞３５０ｃｍ 建屋の損壊 ・建屋屋上の除
雪





重大事故等の発生が想定される機器及びそこで発生する事象とし
て395事象（同一の事象について起因事象の違いも考慮すると940
事象）が選定される。＊現場作業員が修復にあたる際の最大放射

線量は250ミリシーベルトを超えない。

・溶解槽における臨界 23事象

・プルトニウムを含む溶液の誤移送に
よる臨界

・冷却機能の喪失による蒸発乾固 45事象

・放射線分解により発生する水素によ
る爆発

71事象

・プルトニウム精製設備のセル内での
有機溶媒火災

24事象

・高レベル廃液貯蔵設備の配管からセ
ルへの漏えい

229事象

・長時間の全交流動力電源の喪失等に
よる事象の重畳



































第3章
重大事故対策に手心
こんな審査でいいのか？



１．臨界事故
２．冷却機能の喪失による蒸発乾固
３．放射線分解により発生する水素に
よる爆発
４．有機溶媒等による火災又は爆発
（３．に掲げるものを除く。）
５．使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使
用済燃料の著しい損傷
６．放射性物質の漏えい（１．から５．
に掲げるものを除く。）



１．臨界事故
（１）重大事故の網羅的な検討
申請者は、当初、地震を要因とした重大事故
等は発生しないとの方針を示した。
規制委員会は、設備の設計条件として想定を
超えるものを考慮して検討するよう求めた。
申請者は、公衆への影響が通常時を超えるお
それのあるものを抽出することとした。
規制委員会は、重大事故の発生を仮定する貯
槽等が特定されていることを確認した。



（２）同時・連鎖の検討
申請者は、当初、臨界に伴う高レベル廃液
等の性状の変化、沸騰に伴う水素発生G 値
※5の変化等を考慮していなかった。
規制委員会は、貯槽等内の高レベル廃液等
の性状が変化することも検討するよう求め
た。
申請者は、崩壊熱や水素発生量の増加を
考慮し、水素掃気量等を設定する方針を示
した。
規制委員会は、対策の妥当性を確認した。



２．冷却機能の喪失による蒸発乾固
（１）る事態の収束に向けた対策
申請者は、当初、直接注水して高レベル廃
液等の濃縮を抑制するのみとした。
規制委員会は、放射性物質の放出の抑制
に悪影響を及ぼすことへの対策を求めた。
申請者は、凝縮器通水により蒸気凝縮とセ
ル導出前に放射性物質を低減するとした。
規制委員会は、高レベル廃液等が沸騰に
至った場合における事態の収束に向けた
対策の有効性を確認した。



（２）有効性評価の範囲を超えた検討について
申請者は、当初、事象進展や総放出量の評価を
有効性評価の中で実施していた。
規制委員会は、事業指定基準規則解釈第２８条
で要求している有効性評価は、これら対策の全て
が機能しない場合の評価を求めるものではないと
した。
申請者は、事業指定基準規則解釈第２８条の要
求に沿った対策の有効性を示した。
規制委員会は、発生防止対策及び拡大防止対策
の有効性を確認した。



３．放射線分解により発生する水素爆発
（１）高レベル廃液等の沸騰を考慮した水素掃気
量の確保
申請者は、当初、通常時に想定される範囲の水
素発生量を想定し、設定していた。
規制委員会は、通常時よりも多量の水素が発生
した場合にも水素掃気量を確保するよう求めた。
申請者は、水素濃度を測定し、柔軟に対応でき
るよう対処するとの方針を示した。
規制委員会は、本重大事故への対策の有効性
を確認した。



４．有機溶媒等による火災又は爆発（３．に掲げる
ものを除く。）
（１）放射性物質の放出量低減に係る対策の検討
申請者は、当初、セルへの導出とセル換気系統の
代替設備により対処するとしていた。
規制委員会は、臨界事故への対策で設置すること
とした廃ガス貯留槽等の適用を求めた。
申請者は、同対策は当初の対策より一層の放出
抑制が可能であるとし、適用するとした。
規制委員会は、放射性物質の放出量が実行可能
な限り低くなるよう対処することを確認した。



５．使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃料
の著しい損傷
２．審査結果
規制委員会は、本重大事故に対して、代替注水に
よる燃料損傷防止対策が、事象進展の特徴を捉
えたものであると判断した。
申請者が行った評価は、厳しい条件を設定する観
点から、機能を喪失した設備（プール水冷却系又
は安全冷却水系及び補給水設備のポンプ等）の
復旧を期待していないが、実際の事故対策に当
たってはこれらの設備の機能回復も重要な事故対
策となり得る。



６．放射性物質の漏えい（１．から５．に掲げ
るものを除く。）
２．審査結果
規制委員会は、放射性物質の漏えいの発
生が想定できないことから、対策が不
要であることを確認した。



７．重大事故が同時に又は連鎖して発生し
た場合の対策
①同時発生する場合の対策
3 つの重大事故が同時発生した場合の対策
は、個別の重大事故等対策において、同時
に発生する重大事故の対策における相互影
響を考慮して対策を講じていることから、個
別の重大事故等対策と同様である。



具体的な相互影響
冷却機能の喪失による蒸発乾固と水素爆発
が同じ貯槽等で発生する場合がある。
この場合、高レベル廃液等の沸騰を踏まえ
た水素の発生量や、温度、圧力、湿度、放射
線等の環境の変化により、重大事故等対処
設備が損傷しないこと、重大事故の事象進
展に影響を与えることのないよう重大事故等
対処設備を設計することなど、個別の重大
事故等対策で有効性を確認している。



また、重大事故等対処設備のうち、異なる場
所で同時に重大事故の対処に使用する可
搬型中型移送ポンプについては、それぞれ
の重大事故等対策で必要な容量及び個数
を確保している。また、建屋ごとに配置する
可搬型-発電機及び可搬型空気圧縮機は、
冷却機能の喪失による蒸発乾固への対策
及び水素爆発への対策で共用することをあ
らかじめ考慮して必要な容量を確保している。




