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再処理
前提と問題点



そもそも再処理とは
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安全に？ 炭素14やトリチウム、クリプトン85
などの放射性物質を大量に環境中
に放出（例：年間トリチウム放出量は
福島第一の保管総量の10倍）
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六ヶ所再処理工場：
総事業費16.3兆円



日本の高速増殖炉実用化計画
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JNFL Press release

2007 ガラス固化体試験

2006 アクティブ試験開始

2011 福島第一原発事故

2009～ アクティブ試験
計4年遅延

1993 建設着手



とりのこされる日本
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International Energy Agency R&D Statistics Database
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Million USD 原子力関連研究開発費

日本 核燃料サイクル研究開発費

日本 増殖炉研究開発費

OECD 核燃料サイクル研究開発費

OECD 増殖炉研究開発費

もんじゅ：これまでに1兆円
六ケ所再処理：計画では13.9兆円

JMOX：計画では2.3兆円
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使用済み燃料・使用済みMOX燃料の発熱量推移

（燃焼度45 MWd/kgHM）

UO2 spent fuel

MOX spent fuel

IAEA/NFCSSより

http://www.aesj.or.jp/~recycle/nfctxt/nfctxt_7-5.pdf
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http://www.aesj.or.jp/~recycle/nfctxt/nfctxt_7-5.pdf


使用済み燃料・使用済みMOX燃料の放射能推移（燃焼度45 MWd/kgHM）

UO2 spent fuel MOX spent fuel

IAEA/NFCSSより

http://syskon.jp/NSA%20commentaries%20No22.pdf
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http://syskon.jp/NSA commentaries No22.pdf
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再処理の経理的基礎



35基40年稼働 35基60年稼働 20基60年稼働

使用済燃料発生量 約26600トン 約37600トン 約29500トン

使用済MOX燃料発生量 約2300トン 約4800トン 約3500トン

使用済み燃料不足量(計6.4万トン (六ヶ
所3.2万トン、第二3.2万トン))

約35100トン
（六ヶ所のみだと5400トン）

約21600トン 約31000トン

再処理等拠出金累計 12.２兆円 20.0兆円 14.6兆円

再処理等拠出金不足額(計27.8兆円(六ヶ
所13.9兆円、第二13.9兆円))

15.３兆円
（六ヶ所分のみの場合は1.6兆円）

7.8兆円 13.2兆円

14使用済み燃料発生量・拠出金 シミュレーション

 新設・リプレースなしの前提のもと、最大限の稼働を見込んでも、使用済み燃料発生量は当初計画に遠く及ばず、再処理

拠出金は大幅に不足する

 現実の再稼働状況はより厳しい。拠出金不足額はさらに拡大する

未廃炉の原発及び建設中の原発（東電東通1を除く）は全て稼働、プルサーマル18基実施シナリオ:3５基が40年稼働

ケース（既延長分は60年稼働）、35基が60年稼働ケース、20基が60年稼働するケースの使用済み燃料発生量と再

処理拠出金を試算した。



使用済み燃料の発生量推計の前提条件

• 2017年までの使用済み燃料発生量は約18000トン

• 既存原発は廃炉・廃炉予定以外はすべて稼働。建設中原発は東電東通を除いて考慮。

• 再稼働時期は、電力会社の発表に準拠、それ以外はすべて仮置き。

• 40年稼働分では延長が決まっている東海２、美浜３、高浜１・２を考慮。

• プルサーマルは既に承認が出ているものについては稼働時点から実施、未承認・計画あり
については再稼働から5年でプルサーマルを実施すると仮定。

• 使用済燃料発生量は電事連資料（https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/oshiras
e/__icsFiles/afieldfile/2018/01/09/press_20171024.pdf）を参考に、原発
毎の1取換分の燃料トン数を各号機の出力で按分、さらに1サイクル（運転期間13ヶ月、定
期検査期間3ヶ月）を12/16で1年に換算。

• 20基60年稼働ケースは泊1～3,柏崎刈羽1～5、東海2、浜岡3～5、敦賀2、志賀1～2
が非稼働
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https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/oshirase/__icsFiles/afieldfile/2018/01/09/press_20171024.pdf


再処理等拠出金推計の前提条件

• 再処理工場のコストは、最新の使用済燃料再処理機構見積り（13.9兆円）を用いた

• 使用済燃料再処理機構に移管されるまでに原子力環境整備促進・資金管理センターで積
み立てられていた総額は5兆2293億8200万円（https://www.rwmc.or.jp/discl
osure/file/H28_jigyohoukoku.pdf）

• 2015年時点の電力10社使用済燃料再処理等準備引当金は2110億円（ https://ww
w.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000098.pdf ）

• 既発電分は2.7兆円を2006年から15年間で回収。2020年まで年1800億円計上

• 再処理単価は使用済燃料再処理機構の単価573円/gで計算

• 576円/g×32000トン＝18.3兆円。再処理工場コストを超過するため、割引率はゼロと
して計算（なお、割引率0の場合、13.9兆円/32000トン=434円/gが単価になるはず）

• MOX燃料製造については計算せず
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https://www.rwmc.or.jp/disclosure/file/H28_jigyohoukoku.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000098.pdf


経理的基礎まとめ

● 過去の経理的基礎審査は、過小評価を繰り返してきた

● 新設・リプレースがないことを前提とすると、使用済み燃料発生量は想定を大きく下

回り、再処理拠出金が不足する

● 六ヶ所再処理工場の操業費用は、固定的にかかる費用が大半を占める。

● プルトニウム在庫量との関係で再処理量の調整をする場合、再処理役務が残ったま

ま、拠出金が使い切られる可能性

● 使用済燃料再処理機構の設立により、日本原燃の経理的安定性を機構がバックアッ

プすることになったが、再処理事業そのものの抱える矛盾から、日本原燃の事業環

境は安定化していない
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平和利用
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前提：原子炉級プルトニウムは核兵器利用可能か？

● プルトニウムの種類には原子炉級プルトニウムと兵器級プルトニウムが存在

○ 違いはプルトニウム239。93％以上のものを兵器級、それほど高くないものは原子炉級

○ ただし、原子炉級でも兵器級でも核兵器を製造可能

米エネルギー省1997年1月の文書”Reactor-Grade and Weapons-Grade Plutonium in Nuclear 

Explosives”には、「原子炉級プルトニウムは、洗練されていない核拡散者であると先進核兵器国であるとにか

かわらず、核兵器に利用することができる。分離済みプルトニウムの盗取は、それが兵器級であれ原子炉級であ

れ、深刻な安全保障リスクをもたらす。」（核情報訳）とある。

● IAEAはプルトニウムの組成にかかわらず、8kgを有意量と定義

○ 有意量とは「関連する転換工程を全て考慮しても、核爆発の可能性を排除

し得ない核物質のおおよその量」

→ 要するに 8kgで核弾頭が一つ製造可能との意味
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再処理技術と核拡散

● インドの核実験（1974）

○ この実験で用いられたプルトニウムは、カナダが原子炉を、米国が重水を供給した天然ウラン
重水炉CIRUS 研究炉の使用済み燃料を、米企業が設計したトロンベイ再処理施設で処理して
取り出された。

● 朝鮮半島非核化共同宣言（１９９１）

○ 第3項 南と北は核再処理施設とウラン濃縮施設を保有しない。

⇒将来の朝鮮半島非核化の際、日本の再処理工場はその阻害要因とならないか？

● 米国の戦略態勢に関する議会委員会（2009）

○ 「日本は、米国の核の傘の下にある30ほどの国の中で、自らの核戦力を生み出す可能性の
最も高い国であり、現在、日本との緊密な協議が絶対欠かせない。・・・しかし、最近中国がそ
の能力を高めており、日本の懸念が高まっている。・・・我が国のさらなる確約を求めている」
（議会公聴会、2009年5月6日、ジェイムズ・シュレシンジャー副委員長（元国防長官））

⇒米国の核兵器先制不使用宣言を阻害する理由付けの一つに
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日本のプルトニウム保有と国際的懸念
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• 日米： “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。 ”
（2014/3/24、ハーグ核セキュリティサミット日米共
同声明）

• 中国：“現在、日本は1200kgの高濃縮ウランと
47.8トンの分離プルトニウムを保有している。そのう
ち国内に保有する10.8トンは1350発の核弾頭を製
造するのに十分な量だ。”
（2015/10/20、傅聡・軍縮大使、国連第一委員会）

• 北朝鮮：“大量のプルトニウムや高濃度ウランを保有
する日本こそ、核兵器の技術をいつでも入手できる状
態だ”
（2017/10/14、北朝鮮大使、国連第一委員会）



我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方

● プルトニウム保有量減少方針を示した文書

● 内容：

我が国は、・・・プルトニウム保有量を減少させる。プルトニウム保有量は、以下の措置の実現に基づき、現在の水

準を超えることはない。

1. 再処理等の計画の認可（再処理等拠出金法）に当たっては、六ヶ所再処理工場，ＭＯＸ燃料加工工場及びプル

サーマルの稼働状況に応じて、プルサーマルの着実な実施に必要な量だけ再処理が実施されるよう認可を行

う。その上で、生産されたＭＯＸ燃料については、事業者により時宜を失わずに確実に消費されるよう指導

し、それを確認する。

2. プルトニウムの需給バランスを確保し、再処理から照射までのプルトニウム保有量を必要最小限とし、再処理

工場等の適切な運転に必要な水準まで減少させるため、事業者に必要な指導を行い、実現に取り組む。

3. 事業者間の連携・協力を促すこと等により、海外保有分のプルトニウムの着実な削減に取り組む。

4. 研究開発に利用されるプルトニウムについては、情勢の変化によって機動的に対応することとしつつ、当面の

使用方針が明確でない場合には、その利用又は処分等の在り方について全てのオプションを検討する。

以下略
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原子力委員会決定『我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方』 2018年７月31日



プルトニウム在庫シミュレーション
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• 前提：年間処理量800トン、プルサーマル原発は60年
稼働、それ以外は40年稼働
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エネルギー基本計画の2030年
原子力比率20～22％に必要な

原発基数は30基程度
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20４0 2060

使用済燃料
（トン）

使用済MOX
(トン)

プルトニウ在庫
（トン）

使用済燃料
（トン）

使用済MOX
(トン)

プルトニウ在庫
（トン）

参考：201８年末時点
（9基稼働、内プルサーマル4基）

約18000 0 約4６

35基稼働（内プルサーマル18基） 約１４２００ 約２２００ 約１６ 約2700 約4000 約28

30基稼働（内プルサーマル17基） 約１３２００ 約２１００ 約２４ 約1400 約3800 約43

24基稼働（内プルサーマル13基） 約１１４００ 約１６００ 約56 0 約2900 約94

19基稼働（内プルサーマル10基） 約１03００ 約１3００ 約74 0 約2400 約112

16基稼働（内プルサーマル7基） 約98００ 約8００ 約113 0 約1100 約190

稼働基数・プルサーマル基数別の
2040年・2060年時点使用済み燃料・使用済MOX・プルトニウム在庫量

 原発を最大限稼働させ、プルサーマルも理想的に実施できた場合でも、プルトニウムは残る

 プルサーマル原発を増やすと、プルトニウム保有量は減るが、未処理の使用済MOX燃料が増える

 再処理量800トンが前提のため、再処理量を減らせば、プルトニウム量は減るが、未処理の使用済燃料

が増える

 稼働原発を減らすと、未処理の使用済燃料の量は減らせるが、プルトニウム保有量は増加する



● 推計期間

○ 2019～2060年

● 再処理工場/MOX燃料加工施設

○ 六ヶ所再処理工場は2021年度稼働、40年間操業。当初10年の使用済燃料の処理量は日本原燃の申請書準拠1) 、その後は最大処理能力である
800トン/年で処理。使用済燃料が不足した場合は、それに合わせて再処理量を減らす

○ 第二再処理工場は推計期間中は稼働しない想定

○ 使用済み燃料から分離されるプルトニウム量は本来PWRとBWRで異なるが、0.9wt%で計算

○ 六ヶ所のMOX燃料加工施設の工事進捗率は12％だが、2021年度に稼働できることとした

● 原発/プルサーマル/使用済燃料発生量

○ 新設・リプレースなし

○ 再稼働時期は電力会社の発表に準拠、それ以外はすべて仮のもの2)

○ 稼働期間は、延長が決まっている東海２、美浜３、高浜１・２は60年稼働とする。また、プルサーマル原発、プルサーマル予定原発については、60年稼
働とする3)。それ以外は40年で廃炉とする

○ プルサーマルは承認済みは稼働時点から実施、未承認や計画ありは再稼働から5年でプルサーマル実施と仮定

○ プルサーマルによるプルトニウム消費量は、PWRについては1/4炉心、8.8wt%、BWRについては1/3炉心、6.5wt%

○ 使用済燃料発生量は電事連資料4) を参考に、原発毎の1取換分の燃料トン数を各号機の出力で按分、さらに1サイクル（運転期間13ヶ月、定期検査
期間3ヶ月）を12/16で1年に換算

● 留意事項

○ 英国保管のプルトニウム21.8トンは現地にMOX燃料工場がなく、輸送は困難とみられるが、ここでは消費できることとした

○ 研究開発用プルトニウムもプルサーマルで利用することとした

○ ふげん・もんじゅの使用済み燃料の再処理は想定していない。

1) http://www.nsr.go.jp/data/000264092.pdf

2) 泊1-3 2021、大間2026、東通2021、女川2 2020、女川3 2023、KK1-5 2024、KK6-7 2022、東海2 2023、浜岡3-5 2024、志賀1-2 2024、敦賀２ 2024、美浜３ 2020、高浜1 2020、高浜2 2021、島根2 2020 島根3 2021

3) 泊3、大間、女川3、柏崎刈羽3（5-7は仮置き）、東海２、志賀２、敦賀２、大飯３・４、高浜３・４、島根２、伊方３、玄海３

4) https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/oshirase/__icsFiles/afieldfile/2018/01/09/press_20171024.pdf
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平和利用まとめ

• 原子炉級プルトニウムも核兵器に転用可能。

• 日本のプルトニウム保有は国際的な懸念の的

 中国・韓国などの再処理工場建設の口実にも 「なぜ日本はよくて自国はだめなのか？」

• 原発の稼働数を増やすと、プルトニウム保有量が減らせるが、使用済み燃料の在庫量も増える。

 新設・リプレースなしを前提とすると、2060年以降の使用済み燃料発生量は限定的

 第二再処理工場を運転するためには巨額の再処理拠出金が必要になる

 第二再処理工場を建設しない場合、再処理機構が引き受けた再処理役務は果たせなくなる
が、受け取った拠出金は返還できるのか？

• 原発の稼働数を減らすと、使用済み燃料の量の在庫量は減るが、プルトニウム保有量は増える。

 「基本的な考え方」との整合性は？

 国際社会の懸念にはどうこたえるのか？
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