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2007/11/11( 日 ) 	 愛媛新聞 3面 
女川原発 3号機：水素濃度上昇で緊急停止 
	 東北電力は 10 日、定期検査中の女川原発 3号機 ( 宮城県 ) で発電を再開した際、気体
廃棄物処理系の配管内で水素濃度が大幅に上昇するトラブルが発生したため、原子炉を手

動で緊急停止した。東北電の原発で手動による緊急停止は初めて。外部への放射能の影響

はないという。 
	 同社によると、同日午前 0時 10 分に 3号機で発電を再開。午後 0時 11 分、同処理系
にある排ガス除湿冷却器出口の水素濃度が、通常の 0.4% から監視装置上限の 5% に上昇
し警報器が作動した。同処理系の下流部分でも気体の流量が通常の約 4倍に上昇したため、
午後 3時 19 分に原子炉を停止した。 
	 同社は「水素濃度が 4% を超えると水素燃焼を起こす可能性がある」としており、今後
は水素燃焼による配管の破損の有無について確認を急ぐとともに、水素濃度や気体流量が

上昇した原因を調査する。 
 
2007/11/17( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
浜岡 4号機：冷却系で異常警報 
	 中部電：原子炉を手動停止 
	 15 日午後 8時 10 分ごろ、定期検査中の中部電力浜岡原発 4号機 ( 静岡県御前崎市、
油沸水型 ) で、タービンを回すため原子炉の出力を上昇させ調整運転していたところ、冷
却材浄化系のポンプで流量の低下を示す警報が鳴り、自動停止した。中部電力は原子炉を

手動停止した。ポンプの水は放射性物質を含む一次冷却水。中部電は配管からの水漏れか、

流量検出器の異常が原因とみて調べている。同日夜の段階で、原子炉格納器を除く主要な

配管から水漏れは確認されておらず、けが人や外部への放射能の影響もないという。 
加圧水型原発の損傷確認を指示 
	 四電などに保安院 
	 経産省原子力安全・保安院は 16 日、関西電力美浜原発と日本原子力発電敦賀原発で同
じ系統の配管溶接部に傷が見つかったとして、同型の加圧水型原発を持つ四国電力などに、

定期検査の際、この溶接部を内側からも点検して損傷の有無を確かめるよう指示した。 
	 保安院によると、 9月以降美浜 2号機と敦賀 2号機の蒸気発生器計 4台で、入り口配管
の溶接部に傷や亀裂が見つかった。応力腐食割れの可能性が高いとみられている。 
 
2007/11/26( 月 ) 	 愛媛新聞 3面 
核輸送容器の規制強化	 経産省方針 
燃料・廃棄物増に備え 



	 経産省原子力安全・保安院は 25 日までに、核燃料や放射性廃棄物などを陸路、海路で
運ぶ際の輸送容器について、安全規制を強化する方針を固めた。 
	 核燃料や原発の解体廃棄物などの増加、多様化が見込まれるため、来年度予算の概算要

求に 1億 1千万円を計上し、原子力安全基盤機構と共同で評価手法や安全解析プログラム
を開発。欧米の容器の設計、性能データも収集して検査体制を整える。 
	 核燃料関連では、来年に予定される日本原燃核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) の本
格操業に伴う原発からの使用済み燃料輸送のほか、ナトリウム漏れ事故以来停止している

高速増殖炉もんじゅ ( 福井県敦賀市 ) で燃やすプルトニウム・ウラン混合酸化物 (MOX)
燃料の輸送が本格化。一般の原発で MOX 燃料を燃やすプルサーマルも 2010 年には始ま
る見込みだ。 
	 また、今後古い原発が順次解体されると、原子炉内の構造物が放射性廃棄物として発生

し、処分施設に運ばれるようになるとみられる。 
	 今回の規制強化策は、こうした動きを先取りし、新しいタイプの輸送容器の導入に備え

る狙いという。 
	 核関連物資の輸送容器は主に金属製。現行の原子炉等規正法では核燃料物質、その他の

放射性物質の輸送容器は内容物の放射線量や危険度に応じ、耐火耐水性や落下に対する強

度、放射線の遮蔽性、核物質の臨界を防ぐ措置の確保などを規定。認可申請があると、保

安院は落下や火災を想定して安全性を解析している。 
海外では放射能漏れも	 輸送事故 
	 海外では、核燃料物質の輸送中の交通事故で、容器から放射性物質が漏れた例がある。 
	 米コロラド州では 1977 年核燃料となるウラン精鉱 ( イエローケーキ ) を積んだトレー
ラーが馬と衝突して横転。ドラム缶のふたが外れて粉末が飛散した。 80 年代には米国で
核燃料物質を積んだ車両と貨物列車が衝突、フランスでも核輸送トラックの横転などが報

告されている。 
	 日本では 89 年、大分県の公道で起きた追突事故で、工場で使われる放射性同位元素コ
バルト 60 入りの容器がトラックから落下。漏洩はなかったが、周囲への立ち入りが一時
禁止された。核燃料物質の輸送ではこれまで事故は報告されていないが、 98 年には、日
本原子力発電の子会社の職員が、核燃料輸送容器の中性子遮蔽材に関するデータを改ざん

したことが明らかになり、規制が強化された経緯がある。 
	 原子力安全・保安院によると、輸送容器で最も大きい使用済み核燃料用は長さ約 6m 、
直径約 2.5m 、重さ 100t 以上。輸送の際は警備に当たる車が伴走。放射線の専門家も同
行し、慎重に運んでいるという。 
 
2007/11/29( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
もんじゅ耐震性再評価報告延期 
	 日本原子力研究開発機構は 28 日、国の原発耐震指針改定を受けて行っている高速増殖



炉原型炉もんじゅ ( 福井県敦賀市 ) の耐震性再評価で、 12 月に予定していた経産省原子
力安全・保安院への報告を来年 3月に延期すると発表した。 
	 新潟県中越沖地震で得られた最新の知見を反映させるためで、来年 10 月の運転再開を
目指して行っている準備作業に影響はないという。 
 
2007/12/03( 月 ) 	 愛媛新聞 3面 
大飯原発で減肉発見 
配管曲がり部の寿命再評価指示 
	 保安院、全電力に 
	 関西電力大飯原発 2号機 ( 福井県 ) の配管曲がり部で 11 月、基準の厚さを下回る減肉
が見つかったことから、経産省原子力安全・保安院は 2日までに、原発を持つ全電力会社
に対し、大飯 2号機同様に過去に一度しか点検していない曲がり部を早急に検査し、寿命
を再評価するよう指示した。 
	 寿命が 5年に満たない場合は点検、交換の計画を来年 5月末までに報告するよう求めた。 
	 大飯 2号機ではこの秋の定期検査中、二次冷却水が通る炭素鋼製配管の曲がり部で、厚
さが最小 10.9mmまで減肉し、国が定めた必要最小限の肉厚 (15.7mm) を満たさない箇所
が見つかった。 
	 保安院によると曲がり部では腐食、浸食が起きやすい。また、一度の計測では減肉の進

み方が分かりにくいという。 
	 関電では美浜原発 3号機 ( 福井県 ) で 2004 年、減肉が進んだ二次系配管が破裂。噴出
した高温の水蒸気で作業員 5人が死亡した。関電は事故後に原発配管を一斉に調べたが、
大飯 2号機の減肉箇所はこの対象から外れていた。 
 
2007/12/13( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
関電プルサーマル再開	 高浜原発 10 年にも 
	 関西電力が、再処理して取り出したプルトニウムとウランとの混合酸化物 (MOX) 燃料
を高浜原発 ( 福井県高浜町 ) で使うプルサーマル計画を再開する方針を固めたことが 12
日、分かった。関電は、美浜原発死傷事故の影響で事実上凍結して以来、地元への配慮か

ら慎重に再開時期を探ってきたが、自治体などが再開を事実上容認する姿勢を示している

ため、再開を判断した。 2010-11年の実施を目指す。 
	 既に国の許可や地元の事前了解などの手続きは済んでおり、来年初めにも、プルサーマ

ルで使う MOX 燃料の加工についてフランス企業と交渉を始め、来年中に発注する見込み。
九州電力や四国電力は MOX 燃料調達へ動くなど計画を進めており、多くの原発を抱える
関電もこれに加わることになる。 
	 計画をめぐっては、国から再開を求める声が出たことなどから、関電の森詳介社長が先

月下旬、計画を再開できるか検討すると表明。福井県議会の原子力発電特別委員会で 12



日、県当局者は「計画を法的に拘束するものはない」と話し、委員長は「関電の判断に任

せたい」と意見集約するなどした。 
	 使用済み燃料を再利用するプルサーマルは、エネルギー政策の点から国が推進している。

日本原燃の使用済み燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) は来年 2月以降に操業する見通し
で、使った燃料を処理、加工し再利用する核燃料サイクルの国内での完結が目標とされて

いる。 
	 国内のプルサーマル計画は、九電、四電が推し進める一方、東京電力では原発のトラブ

ル隠しが発覚するなどして計画はストップしている。 
解説	 業界目標達成を考慮 
関電が高浜原発でのプルサーマル計画再開方針を固めたのは、地元に配慮しつつ、

2010 年度に全国 16-18基の原発で実施するとの電力業界の目標に間に合わせたいとの思
いがある。 
使用済み核燃料を再利用するプルサーマル計画は「国策」 ( 関電首脳 ) とされ、かつて

計画をリードしていた関電は再開へ強い意欲を示していた。事実上の計画凍結の原因とな

った、 11 人死傷事故があった美浜原発 3号機は今年 2月、約 2年半ぶりに営業運転を再
開。事故から一区切りを向かえ、計画再開を議論しやすくなったとの関電側の判断もあっ

た。 
国の許可や福井県、高浜町の事前了解を既に得ている関電にとって、手続き的には「自

主的に再開を決める」 ( 森詳介社長 ) ことができる立場だった。だが美浜原発事故に対す
る地元の反発は根強く、地元の理解が必要条件だった。 
ただ高浜原発の計画をめぐっては、美浜事故以前にも英核燃料会社によるデータ不正の

発覚で中断して経緯がある。 
新潟県中越沖地震での東電柏崎刈羽原発の被災を契機に、原発の耐震性問題も浮上。関

電には計画再開後も、徹底した情報公開と安全確認への努力が求められる。 

 
 

伊方 2号機：位置表示異常の制御棒動作なし 
通常運転中の四電伊方原発 2号機で 10 日に発生した核分裂を制御、停止する制御棒一

本の位置表示異常で、県と四電は 12 日、当該の制御棒は実際には動作してなかったと判
断したと発表した。 
四電は、炉内の中性子分布の測定結果に異常がなかったことなどから、位置表示された



ような制御棒の動作はなかったと判断した。また制御基盤を点検、手入れし、実際に制御

棒を動かして正常に表示されることを確認した。 2008 年 1月からの次回定期検査でも調
査を行う。 
 
2007/12/19( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
原発被災時広報を強化	 中越沖地震受け保安院 
放射能漏れ有無や非難の判断： HP 開設、住民にメール 
	 新潟県中越沖地震の際、東電柏崎刈羽原発の地元住民や自治体に対して放射能漏れや非

難の必要がないことなど重要情報の提供が遅れたとして、経産省原子力安全・保安院は

18 日までに、広報を電力会社頼みにせず、国が積極的に情報提供する体制を強化するこ
とを決めた。 
	 情報収集や広報に当たる保安院のチームを空路も含め迅速に派遣。現地でも速やかな発

表に努めるほか、緊急時用のHPを開設。登録した住民にメールを配信し、避難所にはメッ

セージを表示する電光掲示板を設けるなどして、住民らの疑問、不安に応える。	 

	 行動計画の概要を近く策定。来年度中にも実施する方針で、チーム派遣など現状ででき

ることは直ちに導入する。今後、自治体や電力会社との調整、情報提供媒体の拡充などに

乗り出す。	 

	 中越沖地震では、柏崎刈羽原発の原子炉が緊急停止。屋外変圧器で火災が起き、核燃料

貯蔵プールからあふれた微量の放射性物質を含む水の一部が海へ流出した。	 

	 しかし、保安院が最初に状況を報道発表したのは地震から約 2 時間後。人員不足などか

ら現地検査官事務所での情報提供を約 1 週間行えず、地元自治体へも情報を積極的に提供

しなかった。現地への要員派遣も発生の翌日と出遅れた。	 

	 原発の情報が迅速に知らされず、地元住民らからは、国や東電に批判が噴出。保安院も

「原子炉の安全に影響しなかったために、積極的に情報提供する意識が薄く、初動対応が

不十分だった」と認めている。	 

 
2007/12/19( 水 ) 	 愛媛新聞 4面 
定検作業の 5人薬品浴びて怪我：島根原発 1号機 
	 18 日午後 5時 15 分ころ、定期検査中の中国電力島根原発 1号機 ( 松江市 ) で、原子
炉建屋 2階の原子炉浄化系補助ポンプ室入口付近に置いてあった硝酸とエタノールが混ざ
った薬品入りペットボトルが突然破裂した。近くにいた 20-50代の男性作業員 5人が薬品
を浴びて顔や目の痛みを訴え、病院に搬送された。 
	 1人が顔にやけどを負い入院したが命に別状はない。 4人は軽傷。 
	 当時原子炉は運転しておらず、作業員の被爆や外部への放射能漏れはなかった。中国電

力によると、作業員は原子炉の冷却水を浄化する配管の溶接作業中だった。 
 



2007/12/29( 土 ) 	 毎日新聞 3面 
ふげん	 強度不足は施工ミス 
	 福井県敦賀市の新型転換炉「ふげん」 (03 年運転終了 ) の原子炉補助建屋で、抜き取り
調査をしたコンクリート壁の強度が不足していた問題で、原因は建設時の施工ミスだった

ことが分かった。日本原子力研究開発機構 ( 原子力機構 ) が 28 日、経産省原子力安全・
保安院に報告した。 
	 同じ手順で建設した原子炉建屋でも一部で強度不足の可能性があるが、原子力機構は

「強度不足があっても、建物全体の強度には影響ないレベル」と説明し、追加調査をしな

い考えを示した。 
	 原子力機構の調査で、 12 カ所 36 地点のうち 5カ所 10 地点で強度不足が判明し、そ
の原因を調べていた。報告によると、生コンクリートには型枠に流し込みやすくするなど

の目的で石炭灰 ( フライアッシュ ) を混ぜていたが、建設現場では通常のコンクリートと
同じ要領で作業。型枠を早くはずすなどしたため、表層部が過度に乾燥して十分な硬さで

固まらなかったとみられる。 
	 原子力機構は「建設当時(72-78年 ) の品質管理が機能していなかった」と謝罪。しかし
当時の記録や証言が十分に得られず、詳しい経緯は明らかにできなかった。 
 
2007/12/29( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
コンクリート壁強度不足 
	 ふげん建屋	 施工ミス 
	 新型転換炉ふげん ( 福井県敦賀市 ) の原子炉補助建屋で、コンクリート壁の強度不足が
確認された問題で、日本原子力研究開発機構は 28 日、建設時の施工ミスが原因とする調
査結果を国や地元自治体に報告した。経産省原子力安全・保安院は「コンクリートの専門

家から意見を聞き、調査結果が妥当かどうか早急に確かめたい」としている。 
	 原子力機構によると、 1972-75年の建屋建設当時、使用したコンクリートに流動性を高
める混和材が含まれていたが、通常のコンクリートと同じ手順で施工したため、薄い壁の

全体や厚い壁の表層部で、硬化に必要な水分が足らず、強度が不足したという。 
	 混和剤の使用については工事仕様書に記述はなく、今回の顕微鏡検査などで判明した。

原子力機構は「当時の品質管理が十分でなかった」と認めたうえで、「建屋全体の強度は

建築基準法の規定を満たしており、安全上問題はない」としている。 
放射性物質体内に入る：福島第一原発作業員 
	 東電は 28 日、定期検査中の福島第一原発 6号機 ( 福島県双葉町 ) の原子炉建屋内で、
協力企業の男性作業員一人が微量の放射性物質を体内に取り込んだと発表した。作業員が

今後受ける被爆量は約0.01ミリシーベルトと推定され、身体への影響はないとしている。 
	 東電によると、作業員は 27 日、原子炉建屋 6階で、検査に使った機材の片付け作業の
際、誤って作業着で顔の汗を拭き、顔面に放射性物質が付着。呼吸で体内に取り込んでし



まったという。 
	 放射性物質の汚染エリア内は、身体へ汚染防止のため、汗はペーパータオルでふき取る

ことになっているが、当時備えられていなかった。 
 
2007/12/30( 日 ) 	 愛媛新聞 3面 
原発  想定越す長期運転：強度試験片残りわずか 
	 炉容器内	 安全性評価支障も 
	 原発の心臓部を包む原子炉容器内の健全性を確保するため、運転開始時から容器内に入

れてある「監視試験片」と呼ばれる金属板が、設計段階の想定を超える長期運転に伴い、

多数の原発で残り少なくなっていることが 29 日、分かった。 
	 特に 30 年以上が経過した高経年化原発の一部では使い切る寸前となっており、原子力
専門家は「このままでは原子炉容器の安全評価ができなくなる可能性がある」と懸念して

いる。 
	 経産省原子力安全・保安院もこの事実を重視し、高経年化原発の長期保全計画策定の際

に、試験片の残り数などを報告するよう、各電力事業者に指導している。 
	 原子炉容器は合金製で、運転時に生じる中性子線を常に受けて徐々に劣化する。このた

め各原発には、容器と同じ材質の試験片が、数十枚を一組としてカプセル状のケースに詰

められ、容器内に複数個入れてあり、一定期間ごとに一個ずつ取り出して中の試験片を割

るなどして強度を確認している。 
	 電力各社によると、国内の高経年化原発 13 基のうち、日本原子力発電敦賀 1号機と東
電福島第一 1-3 号機の計 4基は残り 1個にまで減少し、次回の試験で使い切ってしまう。
関電美浜 1,2 号機と中国電力島根 1号機、中部電力浜岡 1号機の計 4機も残りが 2個。四
電伊方 1号機は残り 3個(6個設置 ) という。 
	 原発の耐用年数は当初 30-40年と考えられていたが、近年では「検査の充実で 60 年は
可能」とされ、新規立地が困難な中、各社は既存原発の運転期間を延長する傾向にあり、

当初の想定数では試験片が足りなくなった形だ。 
	 こうした状況を受け、原発の安全性について調査研究を行う独立行政法人、原子力安全

基盤機構は、試験片を繰り返し使えるよう。一度割った試験片を溶接してつなげる「試験

片再生技術」を開発。導入を見据えた準備を急いでいる。 
長谷川雅幸・東北大名誉教授 ( 金属材料学 ) の話 
	 監視試験片がそこをつけば、原子炉容器の安全性が確認できなくなる。電力会社や行政

による対策が急務だ。 2000 年ごろに各原発で見つかった炉心隔壁のひび割れのように、
高経年化の影響で想定外の事象が原子炉容器でも起きる可能性があり、電力各社や原発メ

ーカーは、関連データをきちんと公表していくべきだ。 
 
2008/01/10( 木 ) 	 愛媛新聞 2面 



温暖化防止へ「原発拡大を」	 国際問題研が提言 
	 外務省所管の財団法人「日本国際問題研究所」 ( 理事長・佐藤行雄元国連大使 ) は 9日、
原子力の平和利用に関する政策提言「持続可能な未来のための原子力」をまとめ、高村正

彦外相に提出した。地球温暖化対策として原子力発電の国際規模での拡大や不拡散体制強

化のため、核燃料サイクルを持たない国に対する「燃料供給保証」の推進などが骨格。原

発推進には温暖化対策に積極的な欧州でも賛否両論があり、国際的な支持を得られるかは

不透明だ。 
	 提言は核拡散や核テロの脅威と、エネルギー需要の増大の双方に対応するため、国際社

会全体で原子力の平和利用に取り組む必要性を指摘。課題として①途上国の原発計画に対

する資金協力②核が拡散しにくい技術開発③使用済みプルトニウムや回収ウランの処分方

法検討―を挙げた。 
 
2008/01/11( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
原発ごみ処分場必要性理解して	 	 東京で国が説明会 
	 経済産業省資源エネルギー庁は 10 日、原発の使用済み核燃料を再処理して出る高レベ
ル放射性廃棄物の最終処分事業に関する説明会を東京都内で開催した。 
	 原子力発電環境整備機構が 2002 年に最終処分場の公募を始めたが、候補地選定の調査
に入ったケースはゼロ。このため国が直接、自治体関係者や住民に処分場の必要性を訴え

ようと企画した。この日の説明会では、高レベル放射性廃棄物は固体にし、地下 300mよ
り深い地層に最終処分として埋設する方法などを同庁の担当者らが説明、最終処分事業へ

の理解を求めた。 
17 日から 2号機定検	 伊方原発 
	 四国電力は 10 日、伊方原発 2号機の第 20 回定期検査を 17 日から実施すると発表し
た。併せて放射性廃棄物処理の工程再編工事と、一部設備の耐震補強を行う。送電再開は

3月 12 日、定検終了は 4月 9日の予定。 
	 四電によると、廃棄物処理は放射能を含む気体、液体用にそれぞれ設備があり、気体設

備は 1号機に一元化、液体設備は配管内不要水の処理工程を洗浄廃液などの工程に集約す
る。管理や点検の効率化が目的という。 
	 耐震補強は国の耐震設計審査指針改定 (2006年 9月 ) に伴い自主的に実施。事故時に原
子炉格納容器内の放射能を帯びたヨウ素を取り除くため使用する薬品タンク 1基の鉄製支
持部を補強する。四電は、伊方原発の重要設備について「旧指針に基づく限界地震(473ガ
ル ) よりも 20-30% 強い揺れに耐えられるよう順次補強している」と説明している。 
	 定検では、国と原子力安全基盤機構の検査計 47 件と、四電の定期事業者検査 54 件を
行う。燃料集合体 121体中 22 体をウラン濃縮度の高い「ステップ 2」燃料に交換。同燃
料は過去の装荷分と合わせ 72 体になる。 
12 月の異常	 A区分の 1件 



	 県は 10 日、四国電力伊方原発から通報があった 2007 年 12 月中の異常を発表した。
2号機の制御棒位置表示変動 (10 日発生 ) のA区分 ( 即時公表)1件のみだった。 
	 また四電は、同年 12 月 30 日に 3号機で起きた一次冷却水流量の表示異常 (B 区分―
48 時間以内公表 ) について、計測流量を電気信号に変換する伝送器でアンプ回路の動作
不良があり、信号が増幅できなかったと推定した。 
 
2008/01/24( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
3電力原発 16 基  ポンプ圧力低下 
非常用炉心冷却系 
	 東京、東北、中部の各電力の計 16 基の原発で、冷却用の水をためたプールから非常用
炉心冷却系のポンプに水を吸い込む圧力が設計値より低いことが経済産業省原子力安全・

保安院のまとめで 23 日分かった。 
	 各電力は、吸い込むのに必要な圧力はあり安全上の問題はないとしている。圧力が低く

なったのはプール関連設備を新タイプに交換したのが原因で、保安院は「交換前に適切に

評価しておくべきだった」と指摘している。 
	 3電力の原発は、東北電東通、女川、東電福島第一、福島第二、柏崎刈羽、中部電浜岡。 
	 非常時には「圧力抑制プール」にためている水を配管を通じてポンプに吸い込み、原子

炉に注入する。プール内にある配管の入口には、異物吸い込み防止のために「ストレー

ナ」という金網が設置されている。 
	 定期検査中の福島第一 6号機で、ストレーナを交換したが、吸い込み圧力が約 3割低く
なったと判明。保安院が同様の設備がある電力に調査を指示していた。このストレーナの

構造が原因で、吸い込み圧力が低下してという。 
 
2008/01/29( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
原発運転長期化先送り	 経産省 
定検間隔延長：立地自治体が反発 
	 原発の定期検査の間隔を長くし、長期間連続運転できるようにする新体制導入に対し、

原発立地自治体から「安全を最優先にすべきだ」などと反発が強く、経産省原子力安全・

保安院は 28 日までに、 4月に予定していた導入の見送りを決めた。 
	 必要な省令の改正案も作成できず、めどがつかない状態だ。 
原発の定検終了から次の定検を始めるまでの間隔は現在、 13 ヶ月以内と決められている。
だが、地球温暖化防止に貢献すると位置づけている原発の稼働率向上を狙う電力業界など

の要望を受け、保安院は定検間隔を延長する方針を固め、当面は 18 ヶ月まで認め、実績
を見ながら最長 24 ヶ月にする方向で、制度変更に伴う課題を検討してきた。 
	 保安院部長らは立地自治体への説明に回ったが、自治体側から「効率や稼働率向上では

なく安全を最優先すべきだ」「納得できる科学的根拠を示し、住民に説明してほしい」な



どの反対意見が続出。「定検間隔が空くと、定検に伴う地元への経済効果が減る」との声

もあったという。 
	 新潟県中越沖地震で東電柏崎刈羽原発で火災やトラブルがあり、安全性への懸念が強ま

ったことも影響したとみられる。 
	 保安院は引き続き導入に向けた準備を進めるが「スケジュールありきだとの批判もあり、

地元の理解が得られないと始められないので、今後も説明の努力を続けたい」としている。 
解説	 原発の検査 
電気事業者は原発のさまざまな設備などを点検しているが、そのうち重要設備は電気事業

法に基づく定期検査の対象で、一定間隔ごとに運転を停止して調べる必要がある。国の検

査官が立会い、事業者は国から合格したという書類を受け取らなければならない。電力業

界などは原発に関する「規制緩和」の一つとして、海外の原発に比べて短い検査期間の延

長を要望している。 
日本原燃が分析子会社 
再処理工場操業控え 
	 日本原燃 ( 青森県六ヶ所村 ) は 28 日、試運転中の使用済み核燃料再処理工場の操業を
控え、工場で放射性物質の分析を専門に行う子会社「日本原燃分析」を 31 日に設立する
と発表した。 
	 原燃が 100%出資し、社長は同社元常務の中田啓氏が就任する予定。 
	 溶液中のプルトニウムやウランの濃度などを測定する分析作業は専門性が高く、工場の

安定操業には不可欠。現在、再処理工場の分析作業は常陽産業 ( 茨城県東海村 ) などの協
力会社に委託しているが、原燃は操業を控え、自社の責任と管理の下で技術を継承、向上

させたいとしている。 
	 設立当初は社員約 20 人体制。現在約 140人いる協力会社作業員の転籍や新規採用によ
り、 10 年後には約 180人規模にするという。 
 
2008/01/31( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
プルサーマル再開を表明 
関電： 10 年実施目指す 
	 関西電力の森詳介社長は 30 日、福井県庁で記者会見し、中断していた高浜原発 ( 福井
県高浜町 ) でのプルサーマル計画について、再開する意向を正式に表明。それに向けた準
備として、 2月中に社員を燃料加工先のフランス・メロックス社などへ送り、再監査する
ことを明らかにした。 
	 プルサーマルで使うプルトニウム・ウラン混合酸化物 (MOX) 燃料の加工を当初委託し
ていた英国燃料会社 (BNFL)によるデータ捏造事件の反省から、加工工程を監査した上で
早期に燃料製造の本契約をメ社と締結し、 2010 年の実施を目指す方針。 
	 これに先立ち、森社長は西川一誠知事と面談し、原発の耐震安全性や高経年化対策、地



元振興策などを盛り込んだ報告書を提出。知事は「 ( 関電 ) 自らの判断で手続きを進める
ことについては理解を示す」と話し、計画再開への容認姿勢を示した。 
 
2008/02/02( 土 ) 	 愛媛新聞 1面 
伊方原発 2号機：整流版天板に割れ 
長さ 43cm 点検では異常なし 
	 県と四国電力は 1日、定期検査中の伊方原発 2号機 ( 加圧水型、出力 56 万 6千Kw)で ,
放射能を含まない二次系蒸気の通る湿分分離加熱器内部の蒸気整流版を取り付けたステン

レス製天板に、長さ約 43cm の割れを確認したと発表した。外部への放射能の影響はない
としている。同原発では 2006 年 6月と 07 年 4月にも 1号機の同型加熱器内で蒸気整流
版関係の割れが見つかっている。 
	 四電によると、割れが発見されたのは蒸気の流れを変える蒸気整流板が取り付けられた

天板 ( 厚さ約 1cm) と、蒸気流入側付近の炭素鋼製仕切り板 ( 厚さ約 1.8cm) の溶接部。
われは溶接部に沿って約 35cm 、さらに天板側に約8cmにわたり、貫通していた。加熱器
は 1、 2号機に各 4基設置され、それぞれ内部に 2つの整流版を収納。 2号機は、 1号機
の加熱器内部の整流版割れ (06 年 6月 ) を受け、前回点検 ( 同 10 月 -07 年 1月 ) で整流
板 8基を新品に取り換えた。その際、目視点検で天板は異常が認められず交換していない
という。 
	 四電は「 2号機の他の加熱器で割れを確認していない」とし「詳細な調査方法を検討
中」と説明。今後、加熱器を製造した神戸製鋼所の担当者を呼び、溶接が設計通りなされ

ていたかなども調べる方針。設計自体に問題があった可能性については「これから調べな

いと分からない」とした。 
	 研は同様箇所での異常が相次いでおり、「特に重要と認められる事態」と判断し即時呼

応表のA区分で発表。四電に対し口頭で厳重注意し、原因究明と再発防止の徹底を指示し
た。 
	 1号機は通常運転中の 06 年 6月 5日、湿分分離加熱器から異常音が発生し原子炉を手
動停止。四電の調べで、同加熱器内の蒸気整流板の仕切り板溶接部が製造時の溶接不良で

破損していたことが判明した。四電は破損した整流板などを新品に交換したが、 10 ヵ月
後の 07 年 4月、 1号機の定検中に再び同じ蒸気整流板で割れを確認した。新品に交換し
た際の溶接不良で金属疲労が蓄積したとみている。 
同種トラブル頻発 
	 「再発防止を求めてきたが、同じ事態が起きた。非常に危惧している」。伊方原発 2号
機で 1日に確認された湿分分離加熱器内の蒸気整流板取り付けようの天板割れ。別のプラ
ントとはいえ整流板関係の相次ぐ異常に、四国電力社員と県庁で記者会見した県の門野利

之原子力安全対策推進監は厳しく指摘した。 
	 2006 年 6月、 07 年 4月と 1号機で続いた蒸気整流板割れは、ともに溶接不良が原因。



今回も溶接部の割れだが、四国電力の担当者は「違う部分で、原因は予断を持たす、詳細

に調べたい」と述べるにとどまった。 
	 1号機の割れを受け、四電では 1、 2号機とも整流板の溶接部を従来の片側溶接から両
側溶接にし、強度アップを図ったが「天板部分に異常はなかった」として補強策は取って

いなかった。 
	 伊方原発反対八西連絡協議会メンバーの近藤誠さん (60)= 八幡浜市 =は「 1号機で割れ
が見つかった際の対策はその場限りのものでしかなかったのでは。根本的に設計段階から

間違っている疑いもある。周辺住民の不安はますます大きくなる」と批判していた。 
 
2008/02/04( 月 ) 	 愛媛新聞 3面 
核のごみ処分考えて	 	 松山 
資源エネ庁：候補地選定など説明 
	 原発の使用済み燃料の再処理で出る高レベル放射性廃棄物の最終処分について国民の理

解を得ようと、経済産業省資源エネルギー庁と東京の NPO 法人などが 3日、松山市のホ
テルで、ワークショップ「共に語ろう電気のごみ」を開いた。 
	 同廃棄物最終処分候補地は原子力発電環境整備機構が 2002 年から公募中だが、 07 年
に高知県東洋町が安全性を懸念する住民の反対で応募を取り下げるなど応募の動きには各

地で反対運動が起きている。同庁は選定作業が進まないため直接市町村に申し入れる方式

も導入。ワークショップは本年度、全国 5ヶ所で開いており 3ヶ所目の同日は主婦や学生、
環境団体関係者など約 100人が参加した。 
	 同庁職員らが使用済み燃料を処理しウランとプルトニウムを再利用する核燃料サイクル

の仕組みや同廃棄物を固化体にし地下 300m以下に埋める処分方法などを説明した。 
	 参加者は 6班に別れ処分地選定方法などを議論。「活断層などを避け処分するのに公募
は非科学的。まず科学的に安全な場所を抽出したほうが良い」「デメリットも分かりやす

く説明を」などと意見を述べた。「 ( 処分地に ) 一過性の金を落とすのではなく、地上に
最先端研究施設をつくるなど地域が永続的に発展できるようにすべきだ」との提案もあっ

た。 
 
2008/02/06( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
原発向けに化学消防車：大規模地震対策 
消防庁方針	 地元本部へ配備要求 
	 大規模地震による原子力関連施設の火災対策を強化するため、総務消防庁は 5日、原子
力発電所や核燃料再処理施設が管内にある 13 道県の 15 消防本部に対し、原発などの火
災に優先して対応する化学消防車を 1台ずつ配備するよう求める方針を固めた。 
	 昨年 7月の新潟県中越沖地震による東電柏崎刈羽原発での変圧器火災を受けた措置で、
3月末までに消防車の配置基準を定めた指針を改正する。 



	 現行の指針では、各消防本部の化学消防車は、ガソリンなど危険物を扱う施設数などを

基に配備されており、原子力施設の有無は加味していなかい。 
	 このため、消防庁によると 2006 年 4月現在、全国の消防本部には計約 1000 台が配備
されているが、対象となる 15 本部のうち四国電力伊方原発がある八幡浜地区施設事務組
合消防本部には配備されていないほか、 1台しかないところが 9本部あった。 
	 八幡浜地区消防本部によると、水で消火できない危険物火災に対応可能な泡放出装置を

備えた消防ポンプ自動車 1台を配備している。同本部は「通常火災でも使え、化学消防車
より効率的に運用できる。財政的にも厳しく、原発のためだけに化学消防車を配備するの

は難しい。当面は現在の車両で代用したい」と説明。ただ、国が指針で義務付ければ検討

せざるを得ないとした。 
	 四国電力は 3月末、同原発に化学消防車 1台を配備予定。 
	 県消防防災安全課によると化学消防車は最低でも 1台 2300 万円と高額。通常、消防車
を配備する場合は費用の90%に起債を充当でき、その50%を国が後年度に交付税で措置し、
残りを自治体が支出する。 
	 柏崎刈羽原発のある柏崎市消防本部は化学消防車 2台があり、原発火災時にも消火に当
たったが、消防庁は大規模地震に伴い火災が同時発生した場合でも迅速に対応できるよう

原発向けに消防車両を確保する必要があると判断した。 
 
2008/02/15( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
六ヶ所村核再処理工場：試運転最終段階へ 
保安院	 ガラス固化追試要請 
	 経産省原子力安全・保安院は 14 日、試運転中の日本原燃の使用済み核燃料再処理工場
( 青森県六ヶ所村 ) が試運転最終段階の第五段階に進むことを認めた。不具合が起きた高
レベル放射性廃棄物のガラス固化体製造について、今後製造方法を追試することを条件に

した。 
	 日本原燃は近く第五段階を始め、数ヶ月かかる見通し。再処理工場では、これまでさま

ざまなトラブルがあり、 2月中としていた本格操業開始は不可能となり、大きく遅れる。 
	 同日開催の総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会の小委員会に保安院が見解

を提示、了承された。 
	 再処理工場では、廃棄物の廃液とガラス減量を溶融炉で溶かし合わせてステンレス製容

器に入れ、固化体を製造する工程で、パラジウムなどの白金族が溶融炉の底にたまり、溶

液が流れ落ちにくくなる不具合があった。 
	 日本原燃は保安院に提出した報告書で「温度管理の工夫や、炉内をかき混ぜることで改

善できる」としたが、保安院は「十分なものではない」として第五段階で追試することを

求めた。結果を確認後、固化体製造について最終的な「使用前検査」をする。 
	 日本原燃は昨年 11 月からこれまで 57 体の固化体を製造した。 



 
2008/02/23( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
プルサーマルを静岡県知事同意へ 
中部電・浜岡原発 
	 中部電力浜岡原発 4号機 ( 静岡県御前崎市 ) のプルサーマル計画について、静岡県の石
川嘉延知事は 22 日の県議会で、「地元 4市が示した計画容認の意向を尊重し、県への正
式な報告を待って判断して中部電力に伝えたい」と述べ、県としても計画を受け入れる意

向を明らかにした。 
	 29 日にも中部電に対し正式表明する見通し。 
	 御前崎市などの原発周辺 4市は、 21 日に開いた協議会で計画受け入れで一致。同市の
石原重雄市長が 26 日に知事に判断内容を報告する。 
	 石川知事は議会で「安定的なエネルギーを確保する上で重要な政策だ」と述べ、プルサ

ーマルへの理解を示した。 
	 中部電は 2005 年 9月に計画を公表。昨年 7月に国が許可したが、その後に発生した新
潟県中越沖地震で原発の耐震安全性に対する不安が高まり、浜岡原発の地元でもプルサー

マルの事前了解について時間をかけて議論していた。 
 
2008/03/01( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
浜岡原発プルサーマル	 静岡県が計画了承 
	 中部電力が浜岡原発 4号機で 2010 年度の開始を目指すプルサーマル計画について、同
県の石川嘉延知事は 29 日、地元としての了承を正式に表明した。県庁で同社の三田敏雄
社長に伝えた。 
	 同様に了承を求められていた御前崎市など立地・周辺 4市は 21 日に受け入れを確認し
ており、知事の表明はこれを受けての判断。国は昨年 7月に許可済みで、同計画は実施に
向け動き出す。 
	 知事室で三田社長と面会した石川知事は「適正な保守管理の励行が情報の公開と同等以

上に重要。念には念を入れてほしい」と要請。さらに原子炉が自動停止する地震動の値を

現行の 150ガルから 120ガルに引き下げるなどの安全対策を求めた。 
	 これに対し、社長は「地元の信頼を裏切らず、しっかり仕事を進めていきたい」と応え

ていた。 
	 中部電は 05 年 9月に計画を公表し、地元説明会などを実施してきた。最後のハードル
だった地元了承が得られたことで、同社は今後、必要な手続きを経て、 4月にも MOX 燃
料の製造に入る。 
四電  原子力業務を強化	 	 県内 
51 人増	 総合対策室新設 
	 四電は 29 日、原子力本部の組織体制強化のため、 1日付で愛媛原子力総合対策室を松



山市の原子力保安研修所に新設するなど、県内で原子力業務に関係する人員を広報や監査

部門も含め計 51 人増強すると発表した。 
	 県内駐在の原子力本部の人員は現行の約 310人から約 350人になる。常盤百樹社長は
「プルサーマル計画や来年予定する伊方 1、 2号機の中央制御盤取り換え工事を的確に行
うと同時に、原子力に対する県民の安心・安全を確保するための補強」と説明した。 
	 総合対策室は 10 人体制で、県や自治体との連絡調整を行うほか、伊方原発や保安研修
所など原子力本部の各部を横断的につなぎ、広報活動を行う。室長は洲乃内徹常務・原子

力副本部長が兼務する。 
	 伊方原発には、品質保証担当専任の副所長を新設。安全評価や保全修理担当部署も新

設・増強する。同本部以外では原子力監査部門の 7人を高松市の本社から松山駐在に変更。
広報充実のため。松山市店に既存の広報課に加えエネルギー広報課を新設する。 
	 常盤社長は体制強化を 28 日に県へ正式に報告したと説明。県議会の議決を踏まえ加戸
守行知事が要請していた原子力本部の県内移転については「現在の体制がベスト」と移転

の考えはないとする従来の主張を繰り返した。県が計画している伊方原発安全監視機能強

化に関しては「これまで通り情報連携を密接にやっていく」と話した。 
	 加戸知事は「原子力本部移転要請に対する回答になっておらず、残念」としながら「安

心感や信頼感の醸成のため努力されたことは多としたい」と述べた。総合対策室設置によ

り「県と四電の原発に関するさまざまな面への連携が今まで以上に強化されるだろう」と

期待感も示した。 
	 中央制御盤取替え工事は来年春から夏にかけ実施。現行のアナログ指示計や操作スイッ

チに替えタッチパネル式のデジタル制御盤を導入する。 
非常用発電機の注油器に不具合	 	 伊方 1号機 
	 県と四国電力は 29 日、通常運転中の伊方原発 1号機で、非常用ディーゼル発電機に潤
滑油を送る注油器の指示計が正常な値を示さない不具合があったと発表した。運転や周辺

環境への影響はなかったとしている。 
	 県と四電によると同日午前 9時 10 分、補修員が注油器指示計 40 個のうち 1つで、指
示計の中の油の流れを示す鋼球が正常な位置にないことを確認。予備の指示計に取替え正

午前に復旧した。四電が原因調査中。 
	 非常用ディーゼル発電機は普段は作動せず、災害などで通常電源が止まった際、プラン

トを安全に停止させるための機器への電気を供給。原子炉施設保安規定ではプラント 1基
に同発電機 2機の「待機」を定めている。今回のトラブルで 1基が一時的に運転できず待
機除外となり、県は同規定の運転上の制限を満たせない状態になったとしてB区分 (48 時
間以内 ) で公表した。 
 
2008/03/03( 月 ) 	 愛媛新聞 3面 
使用済み核燃料	 第二再処理工場導入構想 



基礎情報の収集開始	 国や電事連：直接処分手付かず 
	 今年本格操業予定の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) の後継となる「第二
再処理工場」に向け、経済産業省や電気事業連合会などは 2日までに、新たな再処理方法
など基礎情報の収集を本格的に始めた。 
	 再処理して取り出したプルトニウムを使う「核燃料サイクル」路線の維持を前提に、技

術に関連する材料を集め、 2年以内に報告書をまとめる。 
	 一方、 2005 年に策定された国の原子力政策大綱には、柔軟な検討のために、使用済み
燃料を再処理せず、そのまま地中に埋める「直接処分」の調査、研究が盛り込まれたが、

手付かずのまま。サイクル路線だけに固執する国や原子力業界の姿勢が問われそうだ。 
	 政策大綱や経産省の計画では、六ヶ所再処理工場で処分しきれない使用済み燃料は貯蔵

し、プルトニウム・ウラン混合酸化物 (MOX) 燃料を普通の原発 ( 軽水炉 ) で使うプルサ
ーマルを推進、プルトニウムを本格利用する高速増殖炉を 50 年ころに商業導入する。六
ヶ所再処理工場は 45 年ごろ操業を終了、続いて第二工場を操業する。 
	 第二工場では、普通の燃料、 MOX 燃料、高速増殖炉燃料の 3種類の使用済み燃料の再
処理が必要となる可能性がある。 
	 政策大綱は、第二工場の検討を 10 年ごろから始めるとしており、経産省、電事連と文
部科学省、日本原子力研究開発機構、日本電機工業会は昨年、予備的な検討を始め、中核

機関を原子力機構に決めた。 
	 政策大綱の策定過程では、経済性やエネルギーの安定供給などの点について直接処分と

比較し、サイクル路線維持を決めたが、「サイクル路線ありきで公正ではない」との批判

もある。 
将来の選択肢決める	 吉岡斉吸収大学院教授 ( 科学技術史 ) の話 
	 再処理路線はそもそも凍結すべきで「直接処分」の研究を進めるべきだ。理由は 3つあ
る。再処理は、抽出した大量のプルトニウムが核兵器や犯罪に利用される恐れがあり、コ

ストも割高で、再処理工場では放射能の高い物質を扱うので安全面のリスクが高いからだ。

国設処分の調査や研究をしておかないと、将来の選択肢を狭めることにもなる。 
 
2008/03/17( 月 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方 2号機	 放射能含む蒸気漏れ 
定検中	 一時配管にひび ?  
 県と四国電力は 16 日、定期検査中の伊方原発 2号機の原子炉格納容器内で、一次冷却
水の充填・抽出系統の配管から放射能を含む蒸気が漏れたと発表した。四電は「放射能は

微量で環境への影響や保修員の被爆はなかった」としている。 
	 四電などによると、 2号機では 15 日未明に原子炉起動に向けて昇温・昇圧を開始。
16 日午前 5時 50 分頃、同系統の空気抜き用ステンレス製配管 ( 直径約19mm、厚さ約
1.7mm)溶接部付近から蒸気が漏れているのを保修員が発見した。配管にひび割れがあっ



たとみている。 
	 上流の弁を増し締めして発見から 2時間 20 分後に漏出停止を確認。四電は弁の機能に
問題はないとし、同配管を原子炉起動前に取替え原因を調べる。漏出量は最大 6.6 ベクレ
ルと推定。配管と弁は 2001 年の定検で交換していた。 
	 2号機は 1月 17 日から定検中で 2月に湿分分離加熱器内部の天板割れが見つかり、四
電は送電開始を一週間延期したが、今回の異常は開始時期には影響ないという。 
	 県は管理区域内の設備異常としてB区分 (48 時間以内の公表 ) と判断した。 
六ヶ所村再処理工場 
「安全協定反対」市民団体が決議 
	 日本原燃の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村、試運転中 ) で予定される 5月
以降の操業開始に反対する青森、岩手、宮城三県の市民団体が 16 日、仙台市で会合を開
き、操業に必要な安全協定を青森県などが日本原燃との間で結ばないよう求める決議を満

場一致で採択した。 17 日に三村申吾同県知事に決議文を提出する。 
	 集会には約 400人が参加。基調講演では、岩手県の「三陸の海を放射能から守る岩手の
会」世話人の永田文夫さんが「試運転の間にどれほどの放射能が出たのか研や国などに聞

いても教えてくれない」と指摘。ジャーナリストの鈴木真奈美さんは「なし崩し的に安全

協定にサインするのはよくない。納得するまで議論すべきだ」と述べた。 
	 このほかパネルトークでは、宮城県の元漁協組合長が「海にどれだけ放射能の影響があ

るのか心配する漁民の真情を分かってほしい」と話し、青森県の男性サーファーは「海に

感謝してサーフィンをしているので、海を守りたい」と訴えた。 
	 集会後、参加者は大漁旗などを手に、仙台市中心部をデモ行進した。 
 
2008/03/18( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
蒸気漏れ配管取り換え復旧	 伊方原発 2号機 
	 定期検査中の四電伊方原発 2号機の原子炉格納容器内で 16 日に一次冷却水の充填・抽
出系統配管から微量の放射能を含む蒸気漏れが確認された設備異常で、県と四電は 17 日、
同配管を新品と取替え復旧したと発表した。四電は原因調査を進めている。 
	 2号機は 18 日午前中に臨界後、 19 日に送電開始予定。 
 
 
伊方原発	 2号機送電再開 
	 四電は 19 日、定期検査中の伊方原発 2号機 ( 出力 56 万6000kw)の送電を同日午前
11 時半に再開したと発表した。 22 日ごろに低格熱出力に達し、 4月 16 日に定検を終
える予定。 
	 当初、 12 日に送電再開予定だったが、湿分分離加熱器の製造メーカーによる溶接ミス
で加熱器内部のステンレス製天板が破損していたことが分かり一週間遅れた。送電停止期



間は 63 日間。 
	 燃料集合体 121体中 20 体をウラン濃度の高い「ステップ 2」燃料に交換。同燃料は過
去の装荷分と合わせ 70 体となった。併せて、事故時に原子炉格納容器内の放射能を帯び
たヨウ素を取り除くため使用する薬品タンク 1基の耐震補強などをした。 
 
2008/03/27( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
志賀原発 2号機原子炉を再起動	 北陸電力臨界事故隠し 
	 タービン羽根の損傷で 2006 年 7月に運転停止後、臨界事故隠しなどの不祥事を受け、
停止が長期化していた北陸電力志賀原発 2号機 ( 石川県志賀町 ) が 26 日夜、約 1年 8ヶ
月ぶりに原子炉を再起動した。 
	 調整運転を経て 5月上旬にも営業運転を再開する見通し。応急措置で、損傷した羽根を
一部取り除いたまま運転するため、出力は 135万 8000kwから 1割程度下がり、 120万
6000kwとなる。 
	 昨年 3月に同 1号機で臨界事故隠しが発覚し、 2号機は補修後も運転を再開できない状
態が続いていた。今月に入り同社は再発防止策が定着し、新耐震指針に基づく耐震安全性

も確認されて再開の環境が整ったと判断、 14 日に県と志賀町に再開を申し入れ、 21 日
に了承を得ていた。 
 
2008/03/31	 愛媛新聞 3面 
核燃再処理工場試運転 2年 
ガラス固化体製造難航	 操業延期の恐れも 
	 日本原燃の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) で試運転 ( アクティブ試験 )
が始まって 31 日で 2年。最終段階に入った試運転は、高レベル放射性廃棄物のガラス固
化体製造の難航で事実上中断しており、 5月以降に迫った操業開始に向け正念場を迎えて
いる。 
	 「つまずくならばガラス固化体だと思っていた」と原燃幹部は明かす。廃棄物とガラス

を溶かし合わせる炉の底に金属がたまり、溶液が流れ落ちにくくなるトラブルのため、昨

年 12 月から固化体製造はストップしたままだ。先行施設の東海再処理工場 ( 茨城県 ) で
も動揺のトラブルが起きたため、原燃は炉の形状を改良するなどの対策をとっていたが再

発は防げなかった。 
	 児島伊佐美社長は「これが最後の試練」と意気込む。しかし製造再開後も国から「追

試」として節目ごとに報告を求められるなど関門は多く、更なる操業延期につながる恐れ

はぬぐえない。関係者からは「 ( 洞爺湖サミット前の 6月に青森市で開かれる ) エネルギ
ー相会合に間に合わせるのも難しい」との声も聞こえる。 
最終処分場問題 
受け入れめぐり議会で議論再燃	 青森県 



	 高レベル放射性廃棄物の最終処分場をめぐり、青森県は過去 2代の知事が「国の確約
書」を担保に受け入れ拒否の姿勢を堅持してきた。しかし「確約書だけでは法的根拠があ

いまいだ」として、野党県議が最終処分場拒否条例案を 3月議会に提出したのをきっかけ
に議論が再燃している。 
	 確約書は「知事の了承なく処分場にしない」と明記。条例案を提出した議員らは「後世

の知事が了承すれば意味がない」と主張したが、与党の自民党会派は「全都道府県が条例

を制定すれば、結局青森が処分場となってしまう」などと反対し、条例案は否決された。 
	 三村申悟知事も確約書で十分との見方を示したが、なぜ条例が不要か県民への具体的な

説明はないまま。 27 日には上京し、国にあらためて確約書を求めた。 
	 条例案を提出した一人の鹿内博県議 ( 無所属 ) は「拒否条例を否決したのなら、結局処
分場を受け入れるつもりなんだと他県や国に思われてしまう」と危惧する。 
	 県内では原発を抱えている東海村の越善靖夫村長が、処分場受け入れをめぐる議論を否

定しない考えを示すなど、水面下の動きもかいま見える。ある電力関係者は「再処理工場

から近い県内で最終処分するのがベストなのは間違いない」と話した。 
 
2008/04/03( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
志賀原発 2号機  緊急停止し点検 
排気中の水素濃度上昇 
	 北陸電力は 2日、先月下旬に 1年 8ヶ月ぶりに運転を再開した志賀原発 2号機 ( 石川県
志賀町 ) で、水素濃度が上昇したため、運転を止めて緊急点検すると発表した。停止作業
は同日朝から始め、原子炉は午後 1時過ぎに停止した。 
	 この水素は微量の放射能を含んでいるが、煙突から放出する前に別の装置で除去される

上、水素も他の排気と一緒になり、大気中のレベルまで弱まるため、外部への影響はない

としている。 
	 同社によると、低い出力での試験発電を開始した 1日午前、水素濃度が通常の 2% 以下
から 4% に上昇し警報が作動。出力を下げて調査していたが、同日夜から 2日朝にかけて
も測定限度 (5%) を超えたものを含めて警報が断続的に鳴った。 
	 水素は濃度が高まると爆発しやすいが、排気の温度は約 230度と自然発火する温度 ( 約
600度 ) より低く、「危険性はない」としている。 
超ウラン含む廃棄物 
埋設処分場の候補地を公募 
	 原子力発電環境整備機構は 2日、原発の使用済み核燃料の再処理などで出る超ウラン元
素 (TRU)を含む放射性廃棄物のうち放射能レベルの高いものについて、経済産業省から埋
設処分事業の実施主体に認可され、全国の市町村を対象に最終処分場候補地の公募を始め

たと発表した。 
	 再処理で出る高レベル放射性廃棄物と同様に、 300mより深い地中に埋める。両方を埋



める場合には約 10k㎡、 TRU 廃棄物だけの場合は約 1k ㎡の面積が目安。従来の高レベ
ル廃棄物と同様に、文献調査など三段階の調査を経て処分場を決める。国は文献調査段階

から交付金を出す。 
	 TRU 廃棄物は、再処理のため切断した燃料の被覆管などで、プルトニウム・ウラン混
合酸化物 (MOX) 燃料加工工場からも出る。原環機構は 2002 年から高レベル廃棄物の最
終処分場を公募しているが、選定は進んでいない。二口政信広報部長は「国民に理解され

るよう、これまで以上に努めたい」と話している。 
 
2008/04/04( 金 ) 	 愛媛新聞 4面 
上関原発訴訟	 住民の敗訴確定へ 
	 中国電力が山口県上関町に建設計画中の上関原発をめぐり、反対派住民が炉心用地など

に当たる共有地の入会権確保などを求めた上告審で、最高裁第一小法廷 ( 泉徳治裁判長 )
は 3日、判決言い渡し日を 14 日に指定した。 
	 一審判決は地区住民が薪を採るなどの入会権を認めたが、二審広島高裁は「入会権は時

効で消滅した」として住民側逆転敗訴とした。最高裁が二審の結論を変更する際に開く弁

論がないため、住民側の上告を退けて高裁判決が確定する見通し。 
	 高裁判決によると、共有地は上関町・四代地区にある約 9500 ㎡の山林や保安林。
1998 年に地区役員会が中国電力の社有地と交換した。原告住民は「住民全体の同意を得
ておらず、交換契約は無効」などとして提訴した。 
	 一審山口地裁岩国支部判決は、「 1890 年頃から薪採取のために共同利用され、 1950
年代まで続いた」と入会権はあるとした上で「伐採や整地は薪のための木を減少させる」

とし、伐採など現状変更の禁止を中国電力側に命じた。 
	 一方、広島高裁は「遅くとも 75 年ごろには使用されておらず、入会権は既に時効にな
った。地区の財産処分は役員会決議によることが慣行で、交換契約は有効」と判断した。 
 
2008/04/05( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
大間原発計画｛安全は確保｝	 審査委が報告書 
	 すべての燃料にプルトニウム・ウラン混合酸化物 (MOX) 燃料を使う電源開発の大間原
発 ( 青森県大間町、改良型沸騰水型軽水炉、 138万 3千 kw)計画について、原子力安全委
員会の原子炉安全専門審査会は 4日、「安全性は確保し得る」とする報告書をまとめた。
審査会は近く安全委員会に報告する。安全委が妥当と判断すれば、経産省が設置を許可す

る見通し。 
	 電源開発によると、全炉心で MOX 燃料を使う商業用軽水炉は世界初。 5月着工、
2012 年 3月運転開始を予定している。 
	 電源開発は 1999 年 9月に原子炉設置許可を申請したが、用地買収が難航。 06 年に国
の原発耐震指針が改定された影響もあり、審査は長期間になった。 



	 経済産業省原子力安全・保安院によると、設置が許可されれば、原発の新規建設の場所

としては 98 年の東北電力東通原発 1号機 ( 青森県東通村 ) 以来となる。 
	 保安院は 05 年に安全審査の第一次審査を終え、安全委に２次審査を諮問していた。 
 
2008/04/08( 火 ) 	 毎日新聞 1面 
もんじゅ  10月運転再開延期も 
取り付けミス発覚：保安院、総点検指示 
	 一次冷却系ナトリウム漏洩検出器の取り付けミスが発覚した福井県敦賀市の高速増殖炉

「もんじゅ」で、新たに 4台の同タイプ検出器で取り付けミスによる変形が見つかった。
相次ぐミスに、原子力安全・保安院は 7日、すべての検出器の取り付け状況を総点検する
よう、日本原子力研究開発機構 ( 原子力機構 ) に指示した。 
	 運転再開に向け行っていたプラント確認試験は、取り付けミスによる誤警報があった 3
月 26 日以降取りやめている。総点検ではさらに中断が長期化するなどスケジュールに大
幅な遅れが見込まれ、原子力機構が目指す 10 月の運転再開は延長の公算が大きくなった。 
	 原子力機構が 5、 6両日、ミスが発覚した日立製の検出器 9台を調べたところ、 4台で
先端の電極が曲がっていた。規定より深く挿入し、中の棒に当たっていた。検出器の取り

付け状況は 91-93年の施工時以降、確認していなかった。 
	 ミスがあったのと同タイプの検出器は一次系 105台、二次系 56 台ある。 14 日までに
点検計画を保安院へ提出するが、作業終了のめどは立っていないという。点検結果は国の

「もんじゅ安全性確認検証会」の了承を得る必要がある。 
愛媛新聞 3面 

検出器 4台  新たに異常	 	 もんじゅ警報誤作動 
	 高速増殖炉原型炉もんじゅ ( 福井県敦賀市 ) で 3月に一時冷却材のナトリウムの漏洩を
示す警報が誤作動した問題で、日本原子力研究開発機構は 7日、検出器を点検した結果、
新たに 4台の先端が曲がるなど異常が見つかったと発表した。誤作動した検出器と同じよ
うに損傷していたという。 
	 原子力機構は誤警報を受け、一次系に計 179台ある検出器のうち、 7台を抜き出して調
査した。結果、 4台の電極が曲がっていたり、設計とは違った位置に取り付けられていた
ことが判明。事態を重視して、国や自治体にも報告した。 
	 原子力機構は今年 10 月以降にもんじゅの運転再開を予定しているが、状況によっては
遅れる可能性がでてきた。 
 
2008/04/09( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
原発稼働率 60.7%に低下 
07 年度  柏崎の停止が影響 
	 2007 年度の国内の商業用原発 55 基の設備利用率 ( 稼働率 ) は60.7%だったと経済産



業省原子力安全・保安院 8日、発表した。 
	 地球温暖化対策で国や電力会社は、原発は発電過程で温室効果ガスを出さないとして重

視。京都議定書の目標達成計画の中でも 82-83% という高い稼働率を見込んでおり、稼働
率の低迷は目標達成を難しくしそうだ。 
	 07 年度は、臨界事故隠しなどの影響で志賀原発の 2基の停止が続いた北陸電力は 0% 、
福島第一・第二原発と合わせた東京電力の利用率は44.9%、柏崎刈羽原発は 06 年度は
76.3%だったが、 07 年度は16.1%だった。 
	 最も高かったのは、泊原発を運転する北海道電力の89.7%、四国電力は86.8%。 
四電：放射線量を過小計測 
低レベル廃棄物  装置設定に誤り 
	 四国電力は 8日、伊方原発で発生し、日本原燃低レベル放射性廃棄物埋設センター ( 青
森県六ヶ所村 ) に埋設処分した低レベル放射性廃棄物入り 200リットルドラム缶 3848 本
のうち、 4割近い 1426 本で放射線量データを正しい値より過小に評価する誤りがあった
と発表した。同原発の放射能測定装置のプログラムミスが原因。四電は「誤差は 1% 以下。
安全性や埋設に問題はなかった」と説明している。 
	 四電によると、データを誤っていたのは設備線浄水などの濃縮廃液をアスファルトやセ

メントで固めた廃棄物で、同センターに1993-2007年度計 6回運び込んだ。搬出時にドラ
ム缶表面の放射線量を計測。誤データの最大値は毎時 0.51mmシーベルトだったが、訂正
後は 0.52mmシーベルトとなった。日本原燃の埋設基準は毎時10mmシーベルトで、四電
は「訂正後も基準を十分下回っている」と強調した。 
	 測定装置は日立 GEニュークリア・エナジー ( 茨城県 ) が製造し、一部の計算式にミス
があった。伊方原発は 1993 年に導入。設置当初と廃棄物搬出時に装置を検査していたが、
「誤差が小さいためミスが分からなかった」としている。 
	 伊方原発には 3月末現在、同センターに搬出予定の濃縮廃液 1577 本を保管。本年殿搬
出予定はなく次回搬出時期も未定という。四電は「次回搬出までにプログラムを修正した

い」と話した。 
	 測定装置のプログラムミスは 07 年 12 月、関西電力美浜原発 ( 福井県 ) で発覚。日本
原燃は各電力会社に同様の問題がないかを照会していた。今回、伊方原発と中国電力島根

原発 ( 島根県 ) 、日本原子力発電敦賀原発 ( 福井県 ) でプログラムミスが判明した。 
 
2008/04/10( 木 ) 	 毎日新聞 19 面 
伊方原発：焼却炉送風機軸受けに傷 
	 県は 9日、四電伊方原発にある焼却炉の電動式排ガスブロア ( 送風機 ) 軸受けに傷が見
つかったと発表した。 
	 焼却炉は、定期検査などに使われて微量の放射能を帯びた雑巾などの「雑固体」を償却

するもの。炉の排ガスはフィルターを通った後、送風機で排気筒に送られる。 8日午後 6



時 15 分ごろ同社の補修員が送風機の振動が大きいことに気づき、分解点検したところ 2
ヶ所の軸受けに3cmと 1.5cmの傷を発見した。同社で原因を調べ修理する。 
	 雑固体はドラム缶に保存し、一定量がたまってから焼却するため原子炉の運転に支障は

ない。 
 
2008/04/11( 金 ) 	 毎日新聞 23 面 
伊方原発 1号機：空気圧縮機に異常 
	 県は 10 日、四電伊方原発で 3月に発生した比較的軽微なトラブル 3件と、過去のトラ
ブル原因 2件を発表した。 
	 県によると 3月 20 日、通常運転中の 1号機 ( 加圧水型軽水炉、出力 56 万6000kw)で
1次冷却水の主要な弁を動かす圧縮空気タンクに空気を補充する、「制御用空気圧縮機」
電磁弁の異常を示す警報が作動し、予備の圧縮機が自動的に起動した。同社で部品を交換

資源人を調べている。 
	 1号機では同月 6日にも。 2次冷却水の湿分分離加熱器から抜いた水分をためるドレン
タンク付近で火災報知機が作動。同タンク水面計のガラスが割れ、蒸気が吹きだしたこと

が分かり修理した。 
制御棒駆動回路に不良品、全交換へ	 	 2月のトラブル原因判明し 1、 2号機 
	 また 2月 1日に通常運転中の 1号機で制御棒駆動回路の警報が作動した問題は、異常電
圧を防ぐ「サージアブソーバー」が故障すると共に、駆動回路の電源ヒューズも切れたた

めと判明。サージアブソーバーの寿命は計算上 100年以上とされるが、 1号機稼動から
31 年で故障しており製造時の不具合らしい。これまで交換実績はなく、同社は今後 1、
2号機の同部品をすべて交換し点検を強化。定期交換も行う。 
	 	 	 	 	 	 	 	 愛媛新聞１面 
原発 17 基  配管強度評価に誤り 
プログラム日立がミス	 28 年気づかず 
	 東北、東京、中部など 6電力会社の原発と日本原子力研究開発機構の高速増殖炉原型炉
もんじゅの計 17 基で、配管に加わる力を小さく見積もるなど建設や改良工事の際の強度
評価を誤っていたことが 10 日、分かった。 
	 日立製作所が 1980 年に作り、使われてきた計算機の評価プログラムに誤りがあったの
が原因。保安院は安全性を確保し、再発防止策を報告するよう指示した。一部の原発で正

しいプログラムで再度計算しなおしたところ「配管の強度の許容値を超えるものはなく、

安全性に問題はない」としている。 
	 原子炉などにつながる配管の強度は耐震安全性にもかかわり、長年誤りに気づかなかっ

たチェック態勢が問われそうだ。 
	 日立によると、プログラムは担当者のミスが原因で、配管自体の重さによる力が正確に

反映されない欠陥があった。 



	 正しいプログラムで計算した結果、原発によっては加わる力が最大で約 4倍になった場
所もあった。ただ、一般的には配管自体の重さで算定値にあまり差は出ず、中を流れる冷

却水などの影響が大きいため、誤りを見逃していたという。 
	 日立は「単純ミスで深くおわびする。再評価が終了していない原発について早急に懐石

を進める」としている。 
	 新潟県中越沖地震によって東電柏崎刈羽原発が受けた影響を評価する中で、 3月下旬に
誤りが判明した。 
	 	 	 	 	 	 	 	 愛媛新聞 3面 
高レベル廃棄物県外移送を要望	 	 青森県知事 
	 青森県の三村申吾知事は 10 日、電気事業連合会と日本原燃に、使用済み核燃料の再処
理で発生し、同県六ヶ所村で貯蔵する高レベル放射性廃棄物について、貯蔵期限(30-50
年 ) 終了までに県外に運び出す確約書を提出するよう要請した。 
	 電気事業連合会の森本宣久副会長、原燃の児島伊佐美社長は「重く受け止め、意向に沿

うよう文書を取りまとめたい」などと述べ、提出の意向を示した。 
	 青森県では再処理工場の操業を間近に控え、廃棄物の最終処分地をめぐる議論が活発化。

三村知事は 3月、国に「青森を最終処分地にしない」とする確約書の提出を求めている。
国と業界の双方から担保を得ることで鎮静化を図る考えだ。 
	 現在、六ヶ所村には国内の電力会社がフランスに再処理を依託し、返還された廃棄物の

ガラス固化体約 1300 本を貯蔵中。本年度から英国への依託分の返還も始まる。六ヶ所村
の再処理工場では、昨年 11 月に固化体の製造を開始、操業後は年間で最大約 1000 本が
発生する。 
	 最終処分場の選定は、国や原子力発電環境整備機構などが急いでいるが、難航している。 
 
2008/04/13( 日 ) 	 愛媛新聞 3面 
核燃再処理工場  仏首相視察 
	 来日中のフランスのフィヨン首相は 12 日、日本原燃の使用済み核燃料再処理工場 ( 青
森県六ヶ所村 ) を視察し、「日仏の原子力協力の象徴を訪問できてうれしい。両国は原子
力の利用で、世界の先導役にならないといけない」と強調した。 
	 今年 5月にも操業を予定している再処理工場は、先行するフランスの技術支援を受けて
おり、現在も約 10 人のフランス人技術者が働いている。 
	 フィヨン首相は、甘利経産相らとともに、中央制御室や高レベル放射性廃棄物のガラス

固化体貯蔵施設などを視察。試運転の状況について説明を受けた。 
	 視察後の記者会見でフィヨン首相は「化石エネルギーに乏しく原子力を選んだという共

通点がある日仏両国は、当初は批判を受けたが、今では先見性が証明された。両国の協力

こそ、この ( 再処理 ) プロジェクト成功の鍵だ」と述べた。 
 



2008/04/15( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
原子力機構：工事中断施設に維持費	 8年で 3億 5000 万円 
原子力機構の事故が相次いだため、約 760億円を投入した段階で 2000 年に工事を中断、
そのままの状態が続いている日本原子力研究開発機構の施設に、中断後の約 8年間に少な
くとも約 3億 5000 万円の維持費が使われていることが 14 日、分かった。 
	 この施設は高速増殖炉の使用済み核燃料の再処理を研究する茨城県東海村の「リサイク

ル機器試験施設」 (RETF) 。建設費や維持費は国の予算でまかなっている。仮に完成させ
て使う場合、さらに数百億円必要になる。だが工事開始時期や、当初の計画を見直すかど

うかは未定で、今後も毎年約 5000 万円の維持費が必要。巨額の費用を使い続ける是非が
問われそうだ。 
	 関係者の間には「この施設がなくても研究はできる」と疑問を投げかける声もある。文

部科学省は「 10 年ごろから原子力委員会で始まる予定の再処理の進め方の検討状況をみ
ながら進めることになるだろう。施設をだめにするわけにはいかず、最低限の維持費はか

けるべきだ」としている。 
原子力機構によると、RETFの建設は 1995 年 1月に始めたが、 95 年 12 月に高速増殖
炉原型炉もんじゅ ( 福井県 ) で起きたナトリウム漏れ事故や、 97 年の東海再処理工場の
火災爆発事故で安全対策などに費用がかかり、 2000 年 6月に中断した。 
	 	 地上 6階、地下 2階の試験棟はほぼ完成したが、中の設備は 6割程度ができただけで
燃料解体、切断などの主要機器は未設置。隣接の管理棟と非常用発電機棟は着工していな

い。維持費は、試験棟の建物や設備の保守点検の人件費、換気のための電気代などだとい

う。 
	 原子力機構は「事故後停止中のもんじゅは運転再開を目指しており、今後使用済み燃料

が発生する。この燃料の再処理を研究できる態勢を早くつくりたい」といている。 
もんじゅ関連巨額投資 
	 国は高速増殖炉を原子力利用の「本命」とし、原型炉「もんじゅ」 ( 福井県敦賀市 ) に
建設費だけで 6000 億円近くを投入。 1995 年のナトリウム漏れ事故で停止した後も冷却
材のナトリウムを循環させるなどし、毎年 70 億-100億円程度をかけて維持してきた。 
	 その関連技術への投資も巨額で、もんじゅの燃料を再処理する実証研究用のリサイクル

機器試験施設 (RETF) は約 1200 億円かけて完成させる予定だった。 
	 だがもんじゅ事故後も工事を続けたRETFは、もんじゅに比べ計画が先に進みすぎた状
態になっており、 2000 年にようやく「急ブレーキをかけて建設を止めた」 ( 関係者 ) と
いう。 
	 文部科学省は「高速増殖炉燃料の再処理を研究する必要はある」としているが「使うの

がずっと先になる話なら、RETFはやめようという選択があってもいい」と指摘する関係
者もいる。 
	 国の予算を使った原子力開発では、新型転換炉という種類の原発で、原型炉「ふげん」



( 敦賀市 ) を運転、次の段階の実証炉建設地も決まっていたが、電力業界の要請で打ち切
られ、巨額の投資が実用化につながらなかった例がある。 
	 	 	 	 	 	 	 愛媛新聞 3面 
もんじゅ警報誤作動	 全検知機器 6月までに点検 
	 高速増殖炉原型炉もんじゅ ( 福井県敦賀市 ) で一次冷却材のナトリウム漏洩検知器の設
置ミスが判明した問題で、日本原子力研究開発機構は 14 日、二次系を含むすべてのナト
リウム漏洩検知機器約 1300 台の点検計画を原子力安全・保安院に提出した。 6月末まで
の終えるという。 
	 1995 年のナトリウム漏れ事故以来停止しているもんじゅは、今年 10 月の運転再開を
目指して最終的な確認試験中だが、一部の試験日程を入れ替えて行い、再開予定に変更は

ないとしている。 
	 計画によると、設置ミスが明らかになった検出器と同じタイプの 271台はすべて取り外
して点検。その他の機器は位置などを確認し、意思部は取り外して調べる。 
	 もんじゅでは 3月に一次系ナトリウム漏洩警報が 2回作動した。 
六ヶ所村：再処理工場また油漏れ 
	 日本原燃は 14 日、試運転中の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) の前処理
建屋で、燃料切断機の油圧制御装置から約 60 リットルの油漏れが 13 日見つかったと発
表した。現場は放射線管理区域だったが、放射能漏れやけが人はいなかった。 
	 12 日に作業員が油漏れを防ぐ部品が床に落ちているのを見つけていたが、どの部位か
ら外れたか特定できず、油漏れを未然に防止できなかった。同じ装置では 1月にも約 750
リットルの油漏れがあったばかり。 
	 原燃によると、 13 日午後 1時頃、油圧制御装置の警報が鳴ったため燃料切断を停止。
装置内の圧力計取り付け部から油が噴き出した跡を確認した。 2月の点検で、漏れを防ぐ
フッ素樹脂製の輪状の部品を取り付け直した際、作業ミスがあった可能性があるという。

原燃は、油温が低いため，火災が起きた可能性は極めて小さかったとしている。 
	 再処理工場の試運転は 5月以降の操業開始に向け最終段階に入っているが、切断予定の
燃料約 105t のうち約 70tが残っているという。 
大間原発設置許可へ	 安全委答申 
	 すべての燃料にプルトニウム・ウラン混合酸化物 (MOX) 燃料を使う電源開発の大間原
発 ( 青森県大間町、改良型沸騰水軽水炉、 138万3000kw)の新設計画について、原子力安
全委員会と原子力委員会は 14 日、妥当とする判断をまとめ、経済産業省に答申した。 
	 経産省は近く設置を許可する。電源開発によると、全炉心に MOX 燃料を使う商業用軽
水炉は世界初。 5月着工の予定で、 2012 年 3月の運転開始を目指す。設置申請では建設
費は約 1690 億円としている。 
	 MOX 燃料を普通の原発で使う固損原発のプルサーマル計画では、 MOX 燃料は全体の
三分の一にとどまる。プルトニウムは核兵器の材料にもなり、日本の保有量が多くなると



国際的な批判も懸念され、国や電力業界は大量の消費が見込める大間原発に期待してきた。 
	 運転初期には、 MOX 燃料は全体の三分の一以下で徐々に増やし、5-10年後にすべての
燃料に使う。安全審査では 06 年に改訂された国の原発耐震指針が適用された。いずれも
初のケースのため、安全委は運転段階などでも状況を報告するよう保安院に求めた。 
	 大間原発は、当初はプルトニウムができる比率を高めた「新型転換炉」の実証炉計画だ

ったが、コスト高を理由に中止、電源開発は 1999 年に軽水炉の設置計画を国に申請した。
だが用地取得が難航し、 04 年に申請を取り下げて炉心位置を変更し再申請した。保安院
は 05 年に一次審査を終え、安全委などに２次審査を諮問していた。 
 
2008/04/17( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
ウラン貯蔵室封印壊す	 日本原燃再処理工場  国・ IAEA 設置 
	 日本原燃は 16 日、試運転中の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) 内にある
ウラン酸化物貯蔵建屋内で、核燃料物質の移動を監視するため肉にと国際原子力機関

(IAEA) がクレーンのレール上に取り付けた発泡スチロール製の封印を、先月の今月の 2
回、壊したと発表した。 
	 原燃によると、建屋内には貯蔵室が 6室あり、ウラン酸化物の運搬はクレーンを遠隔操
作して行う。 
	 試運転で生じたウラン酸化物約 320t はこれまで第六貯蔵室に貯蔵していたが、この貯
蔵室を当面使わない方針に決めたため、先月 14 日、国と IAEAが室内のレール上に封印
を置いた。 
	 しかし同 15 日の定期点検中、協力会社の作業員が誤ってクレーンを第六貯蔵室に入れ
てしまい、封印を踏み潰した。 
	 原燃は建屋内に注意書きを掲示するなどしていたが、今月 10 日、クレーンの動作確認
中、別の作業員が第六貯蔵室にクレーンをいれ、新たな封印を壊したという。 
伊方原発 2号機通常運転を再開	 定期検査終了 
	 四電は 16 日、定期検査していた伊方原発 2号機 ( 出力 56 万6000kw)の総合負荷性能
検査を同日午後 4時半に終え、通常運転を再開したと発表した。 
	 定検は 1月 17 日に始まり、 91 日間。国や四電が行った検査は計 102件で、費用は約
33 億円だった。 
	 燃料集合体 121体中 20 体をウラン濃度の高い「ステップ 2」燃料に交換。事故時、原
子炉格納容器内の放射能を帯びたヨウ素を取り除くために使用する薬品タンク 1基を耐震
補強した。 
	 2月に湿分分離格納器の製造メーカーによる溶接ミスで格納器内部のステンレス製天板
にひび割れが見つかったため、定検終了は当初予定より 1週間遅れた。 
 
2008/04/24( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 



大間原発設置を許可 
経産省	 全炉心に MOX 燃料 
	 すべての燃料にプルトニウム・ウラン混合酸化物 (MOX) 燃料を使う電源開発(Jパワ
ー ) の大間原発 ( 青森県大間町、改良型沸騰水型軽水炉、 138万 3千 kw)について、経済
産業省は 23 日、設置を正式に許可した。 Jパワーは 2012 年の運転開始を目指し、 5月
に建設を始める。 
	 大間原発は Jパワーの初の原発で、全炉心に MOX 燃料を使う商業用軽水炉は世界で初
という。経産省によると、原発の新規建設の場所としては 1998 年に許可された東北電力
東通 1号機 ( 青森県東通村 ) 以来。 
	 Jパワーをめぐっては、同社の株を買い増す英国系投資ファンドの計画に対し、政府が
中止を勧告した。 
	 Jパワーは 99 年に設置許可を国に申請したが、用地買収が難航し、 04 年に申請を取
り下げて炉心位置を変更し再申請。経済産業省原子力安全・保安院は 05 年に一次審査を
終え、原子力安全委員会などに二次審査を諮問、安全委などは今月 14 日に妥当と答申し
た。 
伊方 1号機：定検で老朽化対策 
26 日から	 配管腐食、有無を目視 
	 四国電力は 23 日、伊方原発 1号機 ( 伊方町、出力 56 万 6千 kw)の第 25 回定期検査
を 26 日から始めると発表した。 1号機は 2007 年 9月に営業運転 30 年を超えており、
高経年化 ( 老朽化 ) 対策として配管やコンクリート構造物の定検も盛り込む。定検終了は
7月 17 日の予定。 
	 四電によると、 06 年 9月に四電が国に提出した 1号機の長期保全計画に基づき、二次
系の主給水系統屋外配管について潮風や雨による腐食の有無を目視点検する。併せてター

ンなど 3設備の架台 ( コンクリート構造物 ) も強度を点検する。 
	 このほか四電の自主的な耐震工事として、停電時に原子炉などの制御に使う蓄電池の支

持構造物の一部部材を大型化。 3月の 2号機定検で天板にひび割れが見つかった湿分分離
加熱器と同型機の健全性も確認する。 
	 溶接部で起こる応力腐食割れ対策として、核反応を制御するホウ酸水の注入系統配管と、

定検時などに燃料を冷ますのに使う余熱除去系統配管に関し、溶接方法の変更や耐食性の

高い配管への取替えを実施。放射性廃棄物処理設備の 2号機との共用化に伴い、液体処理
装置の一部廃止なども行う。 
	 定検では国と原子力安全基盤機構の検査計５１件、定期事業者検査 57 件を実施。燃料
集合体 121体中 20 体をウラン濃度の高い「ステップ 2」燃料に交換する。同燃料は過去
装荷分と合せ 88 体となる。 
 
2008/04/25( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 



四電	 MOX 燃料製造開始 
仏の工場	 21 体  年内にも完成 
	 四国電力は 24 日、伊方原発 3号機で 2010 年度までのプルサーマル実施に向け、 23
日からフランス・メロックス社工場で MOX 燃料の製造を始めたと発表した。年内に完成
予定で、その後、海上輸送する。 
	 四電は当初、 3月末をめどに製造を始める予定だったが、メ社が受注した別会社の燃料
製造が遅れたのに伴い、四電の MOX 燃料製造開始も延びた。四電は「燃料の完成予定時
期は変わっておらずプルサーマル計画に影響はない」という。 
	 MOX 燃料は、四電が同国に保有する使用済み核燃料から抽出したプルトニウム約0.6t
を使用し、 21 体を製造。四電社員 5人が 7日からメ社工場に駐在しており、製造工程を
チェックする。伊方原発への海上輸送について四電は「時期などは決まっていない」と話

している。 
	 四電は 07 年 9月、経済産業省に MOX 燃料の「輸入燃料体検査」を申請。現在、同省
原子力安全・保安院が書類審査しており、燃料到着後も技術基準に適合しているかを確認

する。四電は今後、原子炉の適合性を調べる工事計画審査、保安規定審査を申請し、これ

ら審査と燃料装荷後の使用前検査に合格すればプルサーマル実施となる。 
	 国内では、九州電力も 07 年 10 月、玄海原発 ( 佐賀県玄海町)3号機で使用する MOX
燃料の製造をメ社で始めており、年内に製造を終える予定。 
伊方原発検査	 違反なく良好	 	 1-3 月期  保安院 
	 経済産業省原子力安全・保安院は 42 日、 1-3 月に四電伊方原発で行った保安検査につ
いて「規定に違反する事項は認められず良好」と発表した。 
	 検査は、伊方原子力保安検査官事務所の職員 5人が運転記録の確認や関係者への聴取で
実施。営業運転 30 年を超える 1号機の高経年化対策や、新潟県中越沖地震を踏まえた国
の予防措置への四電の取組みなど 7項目と、 2号機の定期検査 (1-4月 ) に合せた同機原子
炉の起動、停止装置をチェックした。 
	 検査は原発の運転や保守管理規則など、原発ごとに定めた保安規定が守られているかを

調べる。 1999 年の茨城県東海村臨界事故を受けた原子炉等規正法改正で導入され、全国
の原発で四半期ごとに行われる。 
青森・六ヶ所村高レベル廃棄物	 貯蔵期間終了までに搬出 
	 電気事業連合会の森本宣久副会長と日本原燃の児島伊佐美社長は 24 日、青森県庁で三
村申吾知事に対し、使用済み核燃料お菜処理で発生し、同県六ヶ所村で貯蔵する高レベル

放射性廃棄物について「貯蔵機関(30-50年 ) 終了までに確実に県外に搬出する」と明記し
た文書を提出した。四国電力など電力各社も同様の内容の確約書を提出した。 
	 三村知事は「県民の安心のために真摯に対応していただいたものと受け止める」と評価

した。 
	 三村知事は国に対しても「青森県を廃棄物の最終処分地にしない」とする確約書の提出



を求めており、国は 25 日に回答する予定。再処理工場 ( 六ヶ所村 ) の本格同業を控え、
三村知事は国と電力業界双方から得た確約書を担保として、県民が抱く不安感を取り除き

たい考えだ。 
	 最終処分場の選定は、国や原子力発電環境整備機構(NUMO)などが急いでいるが難航し
ている。搬出先が決まらない中で「県外に搬出する」とする確約書の実効性が問われるが、

森本副会長は「国や NUMO と連携を強め、選定に向けこれまで以上に全力投球する」と
述べるにとどめた。 
	 四電が保有する高レベル放射性廃棄物は 120体。このうち 56 体を六ヶ所村で貯蔵。残
りは英仏で保管しており、順次、六ヶ所村に輸送する計画に変更はない。 
	 電気事業者や国は、 1994 、 95 年に、青森県を最終処分場としないとする確約書を同
県に提出している。 
 
2008/04/26( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
高レベル廃棄物処分地	 青森県にせず 
経産相が確約書 
	 原発の使用済み核燃料の再処理で発生、青森県六ヶ所村にある施設で貯蔵する高レベル

放射性廃棄物について、甘利明経済産業相は 25 日、三村申吾青森県知事に「青森県を最
終処分地にしないことをあらためて確約する」とする文書を経産省で手渡した。 
	 青森県は、 1990 年代に同じ趣旨の文書を国から受けたが、六ヶ所村にある日本原燃の
再処理工場で試運転が進み操業開始が近づく中で、あらためて確約書を求めていた。従来

の文書は、知事の了承なく最終処分地にしないとしていたが、今回は「知事の了承」の文

言はなくなった。 
 
2008/04/27( 日 ) 	 愛媛新聞 3面 
原発複合災害に対策指針	 避難経路選定や情報提供 
保安院年度内策定 
	 地震の際に人や建物の被害に加えて原子力発電所で異常が起きたり、風水害などの自然

災害の最中に原発事故が発生して住民の避難が必要になったりするなど、原発が絡む「複

合災害」に関し、経済産業省原子力安全・保安院は 26 日までに、初の対策指針を本年土
中に策定する方針を決めた。 
	 保安院は、複合災害の対策をとっている自治体は少ないとみて、住民への情報提供や避

難で混乱が起きないよう対応策を盛り込み、自治体が取り組む場合の参考にしてもらう。 
	 昨年 7月の新潟県中越沖地震の際、東京電力柏崎刈羽原発で火災の消化に時間がかかる
など十分な対応ができなかったことをきっかけに、検討に着手した。原発で地震による複

合災害が起きる危険性は、以前から東海地震の想定震源域にある中部電力浜岡原発 ( 静岡
県 ) などで専門家が指摘していた。 



	 保安院によると、現状では自治体は複合災害を原子力災害と自然災害に分けて対策に当

たると想定され、中央省庁や電力会社などとの連絡、情報収集が混乱する事態が懸念され

る。 
	 また地震によって河川にかかる橋が壊れると、原発から放射性物質が放出されて住民が

遠くへ避難する必要がある場合に支障が出る。 
	 このため指針に盛り込む内容として、統合的な対策本部の設置や原発の位置を考慮し迅

速に避難できる経路の選定、ヘリコプターを使った住民の移動など発生時の対応や、橋の

耐震化を進めるなどの事前対策を検討する。 
	 静岡県は、東海地震と原子力災害の複合を想定した地域防災計画を既に作成。茨城県は

4月から、地震・風水害と原子力の対策本部を一本化した。保安院はこうした事例を参考
にするほか、欧米の取組みを調べる。 
原子力災害の対策 
原発や使用済み核燃料再処理工場、燃料加工施設などの原子力施設から大量の放射性物質

が放出されたり、放出の恐れが高まったりするなどの緊急事態が起きた場合は、 1999 年
の東海村臨界事故をきっかけに制定された原子力災害対策特別措置法に基づき、首相を本

部長とする原子力災害対策本部を設置、国主導で対策を進める。柏崎刈羽原発が被災した

昨年の新潟県中越沖地震では、そうした事態にはならなかったため、同法に基づく対応は

取られなかった。自然災害は災害対策基本法に基づいた対応が取られる。 
 
2008/05/08( 木 ) 	 愛媛新聞 1面 
伊方原発	 新たな傷 5カ所確認 
1号機加熱器：噴出口 0.5-14センチ 
	 定期検査中の四電伊方原発 1号機の湿分分離加熱器内の蒸気噴出口溶接部で割れが見つ
かった問題で、四電は 7日、 1号機の別の噴出口でも長さ0.5-14センチの新たな傷 5カ所
が見つかったと発表した。 
	 四電によると、傷があったのは加熱器 4基中、既に傷が見つかった 1基を含む 3基の噴
出口計 3個。いずれも溶接部とみられる箇所で傷を確認した。傷の幅や深さは不明。噴出
口は各加熱器に 20 個ある。 
	 四電は最初に計 10 カ所で傷が見つかった 4月 30 日、他の噴出口の目視検査で傷は見
当たらなかったとしたが、今月 3-5 日に特殊な液体で傷を浮かび上がらせる検査を行い確
認した。 
	 四電は「原因は現状では分からない」と話している。 
	 新たな傷は加熱器から取り外し、製造元の神戸製鋼所高砂工場へ 7日搬送。 2日に搬送
した最初の噴出口とともに破損原因を調べる。 
 
2008/05/18( 日 ) 	 愛媛新聞 3面 



世界の原発出力過去最高規模 
新興国需要が背景 
	 世界で運転中の原子力発電所が 435基に達し、合計の出力規模が過去最高の約 3億
9200 万 kw になったとの調査を、日本原子力産業協会がまとめた。新興国でのエネルギ
ー需要の増加が背景にある。事故などの影響で 1990 年代は原発離れが進んだが、原油価
格の高騰や地球温暖化への対策として見直しが進んでいる。 
	 設置済みの原発は今年 1月時点で、前年から 6基、約 500万 kw 分が増加。中国は 11
基に、インドは 17 基に増えた。最も多いのは米国で 104基。フランス 59 基、日本 55
基、ロシア 27 基と続く。 
	 建設中の原発は 43 基。中国やロシアを中心に 8基が増加した。国際エネルギー機関
(IEA)によると、 2030 年に世界の原発の出力規模は、 4億 1600 万-5億 1900 万 kw ま
で拡大する見通し。日本では発電電力量のうち約 3割を原発が担う。フランスは 8割、米
国は 2割の状況だ。中国やインドは石炭火力発電の割合が多く、原発は 2-3% 程度。 20
年までに中国は現在の 4倍、インドは 5倍に原発の発電量を増やす計画だ。 
 
2008/05/20( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
増殖炉もんじゅ特別検査開始 
誤警報多発で保安院 
	 日本原子力研究開発機構の高速増殖炉もんじゅ ( 敦賀市 ) でナトリウム漏洩検出器の設
置ミスが判明した問題受け、経産省原子力安全・保安院は 19 日、もんじゅの特別保安検
査を開始した。 
	 同検査は、予定していた通常保安検査の期間を約 2週間延長する形で 6月 13 日まで実
施。保安院敦賀原子力保安検査官事務所の担当者らが、設置ミスが原因で誤警報が多発し

た同検出器の点検状況や漏洩警報が出た際の地元自治体への連絡体制などを確認する。 
 
2008/05/25( 日 ) 	 愛媛新聞 3面 
北電・泊原発 3号機	 プルサーマル計画住民説明会初開催 
	 北海道電力は 24 日、泊原発 3号機で導入を目指すプルサーマル計画について、地元の
同意を得るため、初めての住民説明会を開いた。 
	 説明会には住民ら約 110人が参加。長谷川陽一・泊原子力事務所長は「実施については、
地元の皆様にご理解頂くことが重要だと考えている」などと述べ、安全最優先の姿勢を強

調した。住民側からの「環境に与える影響は変わるのか」という質問には、「放射性気体

廃棄物の量や温排水による影響は現在のウラン燃料と変わらない」と回答した。 
 
2008/05/27( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
夕張に核ごみ処分場構想 



地元商議所：応募を検討 
財政再建団体の北海道夕張市で、夕張商工会議所 ( 沢田宏一会頭 ) が中心となり、原発

の使用済み核燃料を再処理した後に出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場の候補地選定

調査に応募する構想が持ち上がっていることが 26 日分かった。 
	 沢田会頭らは既に経済産業省を訪問、施設概要や応募後の交付金について説明を受けて

おり、住民も参加して勉強会を年内にも開きたい考え。 
	 ただ北海道には放射性廃棄物は受け入れがたいとする条例があり、建設実現には改正が

必要。藤倉肇市長は「詳細は聞いていない。これからの夕張をどうするかは市民が議論し

て決めなければならない」としている。 
	 処分場は、原子力発電環境整備機構が 2002 年から全国の自治体に対し公募を開始。応
募すると、建設決定に至る前の選定調査の段階から多額の交付金が支給される。 
	 夕張商工会議所によると、夕張市は地盤がしっかりしており、地震も少ないため処分場

に適しているとみられるという。 
	 同会議所は、カジノや自衛隊の市街地戦闘の訓練施設、刑務所などの誘致に向けた取り

組みも進めており、勉強会で住民らの反応を見た上で、応募に向けた活動を本格化させる

かどうか決める考え。沢田会頭は「このままでは夕張は消滅してしまう。生き残るため何

か一つでも誘致したい」としている。 
	 最終処分場は、ガラスとともに固化体にした高レベル放射性廃棄物を、 300mより深い
地層に埋める施設。高知県東洋町が昨年、町長選で調査反対の候補が当選し、取り止めに

なった。 
四電  豪でウラン探査 
プロジェクト参画へ  安定確保図る 
	 四国電力は 26 日、原発の燃料となるウランを確保するため、オーストラリアでの鉱山
探査プロジェクトに参画すると発表した。年内にもプロジェクトをスタートさせ、 4年か
けてウラン鉱床の確定などを行う。 
	 同社や関西電力などが出資する日豪ウラン資源開発 ( 大阪市 ) が事業主体で、探査段階
での参画は初めて。世界的な原発推進の動きの中で、ウランの長期安定確保と、調達方法

の多角化を図る。 
	 四電は「伊方原発で使用するウランは当面確保しているが、中長期的に安定調達に努め

たい」としている。 
	 探査を行うのは豪州南部のゴーラークレイトン地方の二カ所。それぞれ 4年かけて、日
豪ウランと、豪州の鉱山会社が共同で試掘や磁気探査を行い、埋蔵量や品質を確認する。

費用は約 19 億円。 
	 有望なウラン鉱床が見つかれば、採掘に着手する。その場合、日豪ウランは 20-25% の
権利を取得する予定だが、四電の割り当ては現段階では未定。 
	 日豪ウランは 1980 年設立。ウラン資源の開発、販売などを行っており、四電の出資比



率は15%。四電は現在、豪州やカナダ、カザフスタンからウランを調達している。 
 
2008/05/28( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
福島原発	 冷却系に不具合 
放射性蒸気漏れか 
	 東京電力は 27 日、起動操作中に非常用の冷却系統が作動しなかったため手動停止させ
た福島第一原発 5号機 ( 福島県 ) で、異常時に、蒸気の流量を調整する弁付近から微量の
放射性物質を含む蒸気が原子炉建屋内に漏れ出た可能性があると発表した。測定の結果、

作業員や外部への放射能の影響はなかったとしている。 
	 東電は同日、弁の分解点検などの原因調査で時間を要するとして原子力安全・保安院に

報告した。 
	 東電によると、 5号機を 23 日に起動させ、非常時に原子炉に注水する「高圧注水系」
の作動試験を実施。 24 日夜の一回目は異常がなかったが、 25 日午前 0時 50 分頃の二
回目に警報が鳴った。ほぼ同時に、弁付近から蒸気が出ているのを作業員が発見。同注水

系を停止すると蒸気は止まった。 
	 警報は、この調整弁とは別の弁が開かなかったためと判明。高圧注水系とは別に自動停

止した冷却系でも、蒸気量を調整する弁の駆動機構に不具合が見つかり、東電が関連を調

べている。 
 
2008/05/31( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方 3号機	 配管「寿命 5年」 102カ所 
曲がり部分厚さ減少	 全国 31 基 972カ所 
	 原発の配管が曲がった部分のうち、厚さが減少し、残りの寿命が 5年未満と予測される
部分が全国の原発で計 972カ所あることが判明したと、経済産業省原子力安全・保安院が
30 日、発表した。 
	 各電力会社は保安院に「次回の定期検査で実際に厚さを測定することにしており、それ

までの健全性は問題ないことを確認した」と報告した。検査結果によって、必要な配管は

交換するという。 
	 そうした部分があったのは全国の 55 基のうち 31 基。最も多かったのは、四国電力伊
方 3号機の 102カ所で、次いで東京電力福島第一原発 1号機の 77 カ所。 
関西電力美浜 3号機で 2004 年、厚さが薄くなった二次系の配管が破裂、高温の水蒸気が
噴出し作業員 5人が死亡した事故を受け、保安院は配管の厚さ管理の指針を作った。 
	 だが配管の曲がった部分は厚さを測定するのが難しく、今回は過去の測定結果から、配

管の最も厚い部分と薄い部分の差を運転年数で割って配管が薄くなっていく割合を求める

などして寿命を計算した。 
	 昨年 11 月、関西電力大飯 2号機の配管曲がり部で、厚さが基準を下回っているのが分



かり、保安院が電力会社に寿命を評価するよう指示していた。 
「基準適合問題なし」	 四電、秋点検で実測 
	 伊方原発 3号機で曲がり部分の残り寿命が 5年未満をされた配管が 102カ所と全国の原
発の中で最多だったことについて四国電力は 30 日、国から指示があった計算式を変更せ
ずに算出した結果と説明。「他社はより現実的な計算式で算出しており、 3号機に格段の
問題があるわけではない」とした。 
	 残りの寿命が 5年未満と予測されたのは、二次系配管で放射能を帯びていない水や蒸気
が通る部分。炭素鋼製が主で、一部ステンレス製もあるという。 
当該箇所は、今年秋の定期検査で実測を行う予定。四電は「現段階で国の基準は満たして

いる。定検で問題が見つかれば取り替える」と説明している。 
	 今回の調査は、配管の曲がった部分のうち、 2007 年 11 月時点で測定結果が 1回しか
ない箇所が対象。 1、 2号機は過去の定検で肉厚測定を 2回行っているため対象外だった。
県は「調査の詳しい内容について、四電や保安院に確認したい」としている。 
 
2008/06/11( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方 1。 2号機	 加熱器すべて交換 
四電：トラブル続発で対策 
	 四国電力は 10 日、過去約 2年間に 4度のトラブルが起きた伊方原発 1、 2号機の湿分
分離加熱器を、 2010 、 11 年度で 8基すべて取り替えると発表した。今年 4月に発生し
た 1号機加熱器内蒸気噴出口の溶接部破損トラブルの原因と対策の中で示し、同日、県に
報告書を提出した。 
	 四電によると、長期的に健全な運転を図るため加熱器を新たに製作、設置する。メーカ

ーは現在同様、神戸製鋼所。同社製は熱効率に優れる半面、溶接不良など施工上の問題が

トラブルを起こしてきたとし、製作時に社員を工場に駐在させるなどして品質管理を徹底

するという。 
	 四電によると、直近のトラブルとなった 4月の破損では加熱器 3基の蒸気噴出口 4個で
長さ 14-0.5cm の溶接部の割れ 15 箇所を確認。作業のしにくい狭い箇所で十分な溶接の
厚みが確保されず、蒸気の振動が加わり割れたとした。 
	 加熱器取替えまでの対策として、 1号機の全蒸気噴出口 80 個を十分な溶接の厚みを得
られる溶接方法 ( ティグ溶接 ) にし、一部は新品に交換する。 2号機は監視を強化すると
ともに、次回定期検査時に 1号機と同じ対策を行う。 
	 加熱器は高圧タービンを回した蒸気から水分を除去し再加熱することで、その後の低圧

タービンの発電効率を高める装置。 1号機は 06 年、 2号機は 05-06年の定期検査時に更
新した。 
2号機水圧上昇	 一次冷却系統漏れ込み原因 
	 調整運転中の伊方原発 2号機で 3月、緊急停止時に原子炉内の燃料を冷却する余熱除去



系統配管内の水圧上昇が見つかった問題で四電は 10 日、一次冷却材 ( ホウ酸水 ) 系統か
らの漏れ込みが原因と発表した。次回定期検査で両系統の間にある電動弁を分解点検する

ほか、今後プラント起動時には当該部分に圧力計を仮設して水圧状態を確認する。 
	 水圧上昇は 3月 21 日午後 7時ごろ、停止中の余熱除去系統の圧力 ( 通常約 0.4 メガパ
スカル ) が 0.7 メガパスカルに上昇しているのが見つかり、その後、同電動弁の閉止状態
が不完全だったことが確認された。四電はプラント起動時の昇圧・昇温が弁の遮断機能に

影響したとし、作業要領書を作成して同様事象が起きた際には弁の増し締めや圧抜きなど

で対応することにした。 
	 5月分のC区分異常 ( 翌月公表 ) はなかった。 
 
2008/06/20( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
大間原発許可：住民 4500 人異議	 経産省に申し立て 
	 すべての燃料にプルトニウム・ウラン混合酸化物 (MOX) 燃料を使う青森県大間町の大
間原発について、北海道や青森県などの住民ら約 4500 人が 19 日、安全上問題があるな
どとして、国による電源開発(Jパワー ) への設置許可の取り消しを求め、経済産業省に異
議を申し立てた。 
	 大間原発は改良型沸騰水型軽水炉で、 138万 3千 kw 。国が 4月に設置を許可し、 Jパ
ワーは 5月に着工した。運転開始は 2012 年 3月の予定。 
	 申立書によると、大間原発では、 MOX 燃料を使うことによって、制御棒などによる原
子炉停止能力が低下するほか、燃料破損も起きやすくなると指摘。敷地の直下などに活断

層がある可能性を考慮せずに国は安全審査をしており、今後起きると想定される最大の地

震の揺れの強さも過小評価だとした。 
 
2008/06/25( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
定検間隔延長	 当面は 18 ヶ月運転 
経産省法令改正案：年内にも導入 
	 原発の運転を止めて設備を点検する定期検査の間隔を長くし、長期間連続運転できるよ

うにする新制度の導入に向け、経済産業省原子力安全・保安院は 24 日、省令の改正案を
まとめた。近く一般から意見を募集、早ければ年内にも導入される見通し。 
	 検査間隔延長に対し、安全性への疑問や地元への経済効果が減る懸念から、原発立地自

治体が反発。保安院は予定していた 4月導入を見送った。その後地元に説明を繰り返し理
解が得られたと判断したが、意見募集の結果次第では導入時期は流動的。 
	 検査終了から次の検査開始までの期間は現在、 13 ヶ月以内と決められているが、改正
案では 18 ヶ月以内と 24 ヶ月以内を追加する。保安院が設備の劣化状況などを審査、期
間を決める。当面は 18 ヶ月までとし、 24 ヶ月運転は「安全確保のデータを蓄積する必
要がある」 ( 保安院 ) として 5年間は認めない。 



	 新制度には、想定される機器の劣化をあらかじめまとめておき、定期的にチェックする

など安全性向上に向けた方策も盛り込んだ。 
 
2008/07/03( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
ガラス固化体製造を再開	 青森核燃再処理工場 
	 日本原燃は 2日、試運転中の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) で、不具合
のため中断していた高レベル放射性廃液の「ガラス固化体」の製造を約半年ぶりに再開し

たと発表した。 
	 再処理の際に出る高レベル廃液とガラス原料を溶かし合わせる溶融炉の底に金属がたま

る不具合が発生し、ガラス固化体の製造は昨年 12 月に中断したままだった。再処理工場
の試運転は終了に向けて再び動き出した。 
 
2008/07/04( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
ガラス固化体製造停止 
青森・核燃再処理工場	 再開直後に不具合 
	 日本原燃は 3日、試運転中の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) で、 2日に
再開した高レベル放射性廃液の「ガラス固化体」製造試験を機器の不具合により停止した

と正式発表した。 
	 原燃は高レベル廃液とガラスを溶かし合わせる溶融炉の不具合で昨年末から中断してい

た製造を、国の了承を受け約半年ぶりに再開したばかりだった。原因解明や対策を講じる

まで再開できず、あと一ヶ月程度で終了する予定だった試運転はさらに長期化することに

なった。 
	 原燃によると、 2日午後 9時 10 分頃、廃液とガラスを合わせた溶液を溶融炉からステ
ンレス製の固化体容器に流し込む操作を始めたが、十分に流れなくなったため 3日午前１
時ごろ操作を停止。同日正午ごろ、国に報告して試験を中断した。 
	 操作の途中で、溶液を陽気に流しこむノズルの温度が下がったことが確認された。温度

が下がるとノズル内でガラスが固まるため、流れなくなるという。 
	 ノズルを加熱する機器に何らかの原因で不具合が起きた可能性もある。 
 
2008/07/19( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方原発で排水漏れ 
管理区域内	 洗浄水の処理施設 
	 県は 18 日、四電伊方原発 1、 2号機の共用施設で、点検していた洗浄排水蒸発装置の
配管接続部から排水約 15 リットルが漏れたと発表した。管理区域内設備の異常は県の公
表区分Bで、即日発表した。外部への放射能漏れはないとしている。 
	 同装置は 2号機原子炉建屋 5階にあり、管理区域内で着用した作業着を洗濯する際、発



生した排水などを濃縮処理する。年 1回の点検の 17 日に配管を切り離し、水抜きして接
続部をポリエチレン袋で保護していたが、配管下部から逆流する形で残排水が床に漏れた

という。 18 日午前 10 時 20 分ごろ補修員が気付いた。 
	 点検は 14 日に始まり、 8月 5日までの予定。原因調査中。 
原発「維持基準」適用容認の姿勢 
福島県議会協議会 
	 福島県議会は 18 日、エネルギー政策議員協議会を開き、原発の炉心隔壁 ( シュラウ
ド ) などにひび割れがあっても安全性が確保されれば運転継続を認める「維持基準」につ
いて「全国で取り入れられている制度と理解する」との見解をまとめ、事実上、福島県内

の原発への適用を容認する姿勢を示した。 
	 協議会では、各会派が「 ( 原発のトラブル隠しがあった ) 東京電力は企業風土の改善が
認められ、ひびの探傷検査の技術も向上している」 ( 自民党 ) などと発言、見解をまとめ
た。「ひび割れの迅速かつ徹底した情報公開」や原発の安全管理の徹底、検査制度の向上

なども同時に求めている。ただ共産党は維持基準の福島県内への原発の適用には反対した。 
	 県議会は協議会の見解を受け、 8月上旬までに意見をまとめ、県に伝える。県は「議会
の意見を聞きながら対応する」としており、今後対応をまとめる方針。 
	 県議会は 2002 年の東電の原発トラブル隠しなどを受けて維持基準の適用反対の意見書
を採択した。維持基準は 03 年の改正電気事業法施行で導入されたが、佐藤栄佐久前知事
が適用に慎重だったこともあり、福島県の原発は事実上、適用除外になっていた。 
	 今年 5月、立地 4町の町長らが議論再開を要望。県議会は 6月に約 6年ぶりに本格的な
議論を再開した。 
 
2008/07/27( 日 ) 	 愛媛新聞 3面 
原発  賠償準備金を倍増 
事業者 1000 億円以上義務化	 文科省方針 
	 原発や使用済み核燃料再処理工場などの事故で住民らへの損害賠償が必要となった場合

に備え、文部科学省は 26 日までに、電力会社をはじめとする原子力事業者に、保険加入
などで準備を義務付ける資金を、現行の 600億円からほぼ倍増させ、 1000 億円以上にす
る方針を固めた。 
	 準備金見直しは 1999 年以来、同年の東海村臨界事故で賠償額が想定を大幅に超えたこ
とや昨年の新潟県中越沖地震で原発が被災したことも考慮した。 
	 金額は 1000 億 -1200億円で調整中で、近く額を確定し、来年中に原子力損害賠償法
( 原賠法 ) を改正する。準備金は、原発や再処理施設一箇所あたりの金額。 
	 原子力事業者は原賠法に基づき、通常の原子力事故に関しては民間保険に加入、地震や

噴火などによる原子力事故は政府と補償契約を結んでおかなければならない。民間保険で

は、保険会社が共同で原子力保険を引き受け、事故時には住民や周辺企業が受けた被害補



償に保険金が充てられる。 
	 臨界事故は原賠法が適用された初のケース。事故を起こした核燃料加工会社 JCO への
賠償請求は周辺企業や農家を中心に約 8000 件、賠償額は約 150億円に上ったが、当時
JCO に義務付けられていた準備金は 10 億円。事故後、燃料加工施設の準備金は扱うウ
ランの濃縮度に応じ最高 120億円に改められたが、原発や再処理工場で事故が起きればさ
らに規模が大きくなる恐れもあるため、同省は大幅な引き上げが必要と判断した。 
	 欧州諸国が参加するパリ条約が 2004 年、同様の資金確保について 7億ユーロ ( 約
1185 億円 ) と約 2倍に引き上げたことや、新潟県中越沖地震で東電柏崎刈羽原発が被災
したことも考慮したという。文科省原子力計画課は「健康被害や経済的打撃への救済能力

は大幅に強化されるが、安全確保が大前提だ」としている。 
原子力損害賠償制度 
1961 年に制定された原子力損害賠償法に基づく制度で、当初は原子力事業者に義務付け
られた準備金は最高 50 億円だった。事業者は事故が起きれば過失の有無に関係なく無限
の賠償責任を負うが、損害との間に因果関係が必要となる。賠償が巨額で事業者が払いき

れない場合は政府が援助する。近隣国で事故があると大きな影響を受ける欧州などでは、

条約を結んで事故時の対応の枠組みを定め、賠償のために確保しておく資金などを決めて

いる。 
 
2008/07/29( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
使用済み燃料 70 体搬出完了 
伊方 1、 2号機 
	 四国電力は 28 日、伊方原発の使用済み燃料集合体 70 体を、日本原燃 ( 青森県六ヶ所
村 ) の受け入れ・貯蔵施設へ輸送したと発表した。核物質防護を理由に作業は非公開で行
われた。 
	 搬出したのは 1号機の 28 体と、 2号機の 42 体。 24 日、原発敷地岸壁から輸送船に
積み出航。 28 日に青森県むつ小川原港に入港し、同日午後 4時 13 分に施設へ陸送を終
えた。 
	 四電によると、伊方 1-3 号機の使用済み燃料貯蔵プールは同日現在、最大容量 2609 体
に対し 1250 体となった。 
 
2008/07/30( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
青森・核燃再処理工場	 試運転終了また延期 
年内本格操業は困難に 
	 日本原燃は 29 日、装置の不具合で中断している使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六
ヶ所村 ) の試運転の終了時期を、 7月末から秋まで延期する方針を固めた。 
	 近く正式決定し、国に報告する見通し。試運転が終了しても、地元と安全協定を結ぶな



どの手続きが必要で、工場の年内の本格操業開始は困難になった。 
	 再処理工場では、高レベル放射性廃液のガラス固化体を製造するための溶融炉の不具合

で昨年末から約半年にわたり試運転が中断。国に改善策を提出して了承を受け、今月 2日
に再開したが、新たに廃液が流れにくくなる不具合が発生したため、わずか 1日で再び中
断した。 
	 原燃は原因解明を急いでいるが、装置の点検や原因分析に時間がかかるとみて終了時期

の大幅な延期に踏み切った。延期が正式に決まれば、 2006 年 3月のし運転開始以降、今
回で 5回目となる。 
 
2008/08/15( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
ガラス固化体製造法未完成	 試運転度々足踏み 
揺らぐ国産技術 
	 青森県六ヶ所村にある原発の使用済み核燃料の再処理工場で、 2年前に始まった試運転
が難航している。日本原燃 ( 原燃 ) は大半の技術をフランスから導入したが、国産技術を
使った部分でトラブルが続いているためだ。改善策をまとめ、停止していた試運転を 7月
に再開したものの、わずか 1日で再び問題が起き、解決は見通せない。国や電力業界はこ
の施設を中心に、核燃料サイクルを推進する構えだが、先行きは不確実なままだ。 
	 この工場では、使用済み燃料に含まれるプルトニウムやウランを取り出す。その過程で、

放射能レベルが高い液体廃棄物 ( 廃液 ) が発生。これをガラス原料と混ぜて地中に埋め捨
てる「ガラス固化体」の製造を昨年 11 月に始めた。だが廃液とガラスを混ぜて加熱し、
溶液にする「溶融炉」の底に白金族という金属がたまり、固化体の入れ物となるステンレ

ス容器に溶液が流れにくくなって 12 月に中断した。溶液が通るノズルが詰まったとみら
れる。 
	 「国産技術の限界とは考えたいない。装置と人間の習熟との組み合わせの問題で、新し

い装置をつくるときにはこうした課題は必ずある」。 7月末の定例会見で原燃の児島伊佐
美社長は強調した。機械任せにはできない ” 技 ” が必要というのだ。 
	 再処理は世界でごく一部の国でしかやっていない。日本では動力炉・核燃料開発事業団

( 現・日本原子力開発機構 ) が茨城県東海村で 1981 年、小規模な再処理工場の本格運転
を開始した。ここで開発したガラス固化体製造技術は、フランスの方法に比べ耐久性に優

れ、処理量を多くできるとして六ヶ所工場に採用された。 
	 ただ東海工場でも六ケ所工場と似た問題は起きていた。 95 年、溶融炉と固化体容器を
つなぐ装置に溶液がたまった。 2002 年には炉に熱を加える電極が損傷し、たまった白金
族が原因と考えられた。 
	 原子力機構核燃料サイクル工学研究所の杉山俊英副所長は「改良を重ねて商業化できる

段階に達したので、六ヶ所工場に技術移転した。六ヶ所では、炉の特性に応じた最適の運

転方法を確立しようとしている。生みの苦しみだ」と説明する。 



	 六ケ所工場でこれまで製造した固化体は約 60 体ある。だが十分培ってきたはずの技術
が依然として未完成なことに対し、国の委員会でも「管理された運転状態が維持できない

こ歯「安全運転を確立する必要がある」との見解を示す。 
	 試運転は 06 年 3月に開始し、当初は 07 年 8月に終了予定だったが、さまざまなトラ
ブルで延び、原燃は現在、 11 月終了を目指している。 
	 原子力資料情報室の沢井正子さんは「技術的に未熟なのに、六ヶ所工場で始めてしまっ

たのが問題。軽自動車を動かせないのにバスを運転するようなもので、認識が甘かった。

ガラス固化がしっかりできない限りは、商業運転を認めるべきではない」と指摘する。 
	 六ケ所工場で取り出したプルトニウムとウランは、普通の原発でプルサーマルの燃料に

使い、ガラス固化体は冷却後、地下の最終処分場に埋めるという構想を国や電力業界は計

画している。 
 
2008/08/15( 金 ) 	 毎日新聞 7面 
世界で原発ラッシュ	 温暖化や原油高で 
	 地球温暖化や原油高を背景に、先進国が原子力発電に回帰したり、発展途上国や産油国

が新規導入する動きが加速している。世界の原発は 435基 ( 発電電力量 2兆 7000 億
kw/h)から将来的に現在の 1.8 倍の 800基に近づくとの推計もある。一方、原発事故や核
兵器への転用は世界的に重大な影響を及ぼすため、安全性や平和的利用の確保などの課題

がより一層重みを増している。 
★主要国の原発の現状と建設計画★ 
国名 運転中 建設中 計画中 
アメリカ 104  0  約 35  
フランス 59  1  0  
日本 55  3  10  
ロシア 27  8  約 40  
イギリス 19  0  0  
ドイツ 17  6  0  
インド 17  6  約 20  
中国 11  8  約 30  
	 原発は 70 年代の石油ショックを契機に先進国を中心に代替エネルギーとして開発が進
められた。だが、 79 年の米国スリーマイル島の事故や、 86 年のウクライナ ( 旧ソ連 )
のチェルノブイリ原発事故などで、日本やフランスなど一部の国を除いて脱原発にかじを

切ることになった。 
	 しかし、近年、温暖化が世界的課題として浮上する中、発電の過程で温室効果ガスの二

酸化炭素を排出しない原発に再び注目が集まり始めた。さらに、新興国の石油需要の増加

などを背景に原油価格が急上昇。 7月の北海道洞爺湖サミットでも、主要 8カ国の首脳か



らは「原子力の必要性」を強調する意見が相次いだ。新興国は経済成長に応じたエネルギ

ーの安定確保を狙い、産油国も原油による外貨獲得を優先して積極的な姿勢に転じ始めた。 
	 米国はスリーマイル島の事故以来約 30 年ぶりに原発の増設を打ち出し、約 35 基の新
設を計画している。ブッシュ大統領は 01 年に既存原子炉の出力強化などによる発電量増
大を公表。さらに米エネルギー省は 02 年に 2010 年までに新規建設を目的とした「原子
力 2010 」プログラムを発表し、原発回帰の流れが本格化した。 
	 チェルノブイリの事故以来、ほとんど原発を新設しなかったロシアも約 40 基を計画。
電力需要がうなぎ登りの中国は、約 30 基の新設を予定している。英国は今年 1月、約
20 年ぶりに原発建設の凍結解除を決定。原発に否定的だったイタリアも増設に向けた機
運が高まっている。慎重な姿勢を見せているのはドイツだけだ。 
	 日本は、運転中の原発が 55 基。総発電量の約 3割を原発が占める。新設は、建設中の
3基を含む 13 基を計画している。政府は「地球温暖化対策を進める上で極めて重要な位
置を占める」と、次世代型軽水炉の技術開発などを打ち出している。 
技術移転  枠組み作り課題 
	 世界的に原発依存の姿勢が強まる一方、日本では相次ぐトラブルにより安全性をめぐっ

て慎重な世論が強い。 
昨年 7月の新潟県中越沖地震で被災した東京電力柏崎刈羽原発はストップしたまま。東

電は耐震補強の工事を行っているが、「再稼動のめどは全く立っていない」 ( 原子力安
全・保安院 ) 状況だ。国が進める「核燃料サイクル」の中核となる青森県六ヶ所村の使用
済み核燃料再処理工場は 92 年 12 月に国の事業指定を受けたが、試運転 ( アクティブ試
験 ) は相次ぐトラブルで何度も延長され、日本原燃は先月 30 日にも 11 回目の延長を公
表した。 
一方では、世界で新しく原発導入を目指す国々は、日本やフランスなどに開発技術の協

力を打診している。現在こうした動きがあるのは中東やアフリカ、アジアのどの 20 カ国
以上。この中には政情が不安定な国もあり、専門家からは「パンドラの箱を開けることに

なりかねない」と危惧する声もあがっている。 
核拡散防止条約 (NPT)で米国やロシアなど 5大国以外の途上国の国々は、核軍縮を目的

に核兵器保有の権利を放棄させられたにもかかわらず、核の平和利用に対してまで他国か

ら口を出されることに強い拒否感があると言われる。 
日本は「唯一の被爆国」として、原発技術の移転について国際的な規制の枠組み作りに

動いているが、リーダーシップを発揮できない状態が続いている。 
 
2008/08/16( 土 ) 	 毎日新聞 27 面 
大飯原発 3号機	 配管に深さ15mmひび 
定期検査で停止中の関西電力大飯原発 3号機 ( 福井県おおい町、加圧水型、出力 118万

kw)で一次冷却水配管 ( 外径88cm)の内側に想定を上回る深さ15mm以上のひびが入って



いることが 15 日、わかった。原子炉容器直近にある大口径配管で、この箇所で深さ
15mm以上のひびが見つかったのは国内で初めて。外側まで貫通して穴が開けば大事故に
つながりかねず、本格修理を検討している。 4月下旬の予定だった運転再開時期は延期さ
れており、来年以降に持ち越される可能性が強い。 
ひびの場所は、原子炉容器からノズル状にのびる「管台」と配管とをつないだ溶接部。

原子炉で熱せられた高温高圧の冷却水を送り出す根元部分で、配管の肉厚は 74.6mm。経
済産業省原子力安全・保安院は、この部分はひびができやすいため、原則 10 年に 1度は
検査するよう通知しており、 91 年運転開始の 3号機は、 01 年に 1度検査し、今回は 2
度目だった。通知通りに検査したにもかかわらず、深いひびができていたことから、保安

院も問題視。他の同型原発についても検査間隔の短縮などの対策強化が求められそうだ。 
関電は定期検査で 2月に 3号機を停止。 4月上旬にひびを見つけた。かかっていた力の

影響で金属が腐食する「応力腐食割れ」とみられる。 
当初、 3mm 以下程度のひびと予測。周辺を研磨してひびを削り落とす方針だった。実

際に削ると、ひびはもっと深かった。 8月 14 日の時点で 15.5mm削ってもひびがあり、
さらに研削中だ。 
関電は、削り落とした部分を補うように新しい材質を張り付ける「肉盛溶接」を検討し

ている。溶接には原子炉容器内の機器を取り出し、冷却水も抜く大規模な準備工事が必要

で、国内では例がないため、慎重に検討している。 
破断すれば大事故 
永沢啓行・大阪府立大工学部教授 ( 生産管理システム工学 )  
	 ひびの状況によるが、地震の揺れなどが加わって一気に破断すれば、原子炉容器近くの

大口径配管だけに大規模な一次冷却水漏れ事故につながりかねない。 
 
2008/08/21( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
もんじゅ再開また延期：原子力機構 
来年 2月に	 安全確認試験遅れ 
	 日本原子力研究開発機構は 20 日、 1995 年に冷却材のナトリウム漏れ事故を起こして
以来、長期停止中の高速増殖炉もんじゅ ( 福井県敦賀市 ) の運転再開時期について、施設
全体の安全性を確認する試験の遅れを理由に、予定していた 10 月から来年 2月に延期す
ると発表した。 
	 原子力機構の岡崎俊雄理事長らが同日午後、福井県庁と敦賀市役所を訪れ、延期を伝え

た。当初の計画から 1年遅れとなる。応対した旭信昭副知事は「度重なる再開延期は県民
に不信感を抱かせる」と述べた。 
	 もんじゅは昨年 5月のナトリウム再注入以降、漏洩検出器の誤警報が多発。同機構によ
ると、検出器の点検などに時間がかかったため、 8月末までに終える予定だった「プラン
ト確認試験」が 10 月末までずれ込む見通しになったという。 



	 運転再開には安全協定の基づき、福井県や敦賀市の事前了解が必要。プラント確認試験

後には、制御棒の駆動状況などを最終的に確認する作業も控えており、全体の作業工程は

予定より約 4ヶ月延びるとしている。 
 
2008/08/26( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
上関原発予定地：林地開発を申請 
山口県に中国電力 
	 中国電力 ( 広島市 ) は 25 日、山口県上関町で計画を進める上関原発の用地造成のため、
森林法に基づく林地開発許可と保安林指定の解除を山口県に申請した。 
	 中国電によると、陸地での造成予定地約 19 万㎡の一部は、地域森林計画の対象となる
民有林や保安林で、伐採や土砂採取をするためには県の許認可が必要となる。 
	 約 14 万㎡の海面埋め立て許可は、最高裁が 4月、共有地の入会権確認を求めた反対派
住民の訴えを退けたことを受け、 6月に申請済み。 
	 原発の設置許可申請は、実施中の地質調査を年内に終え本年度中に国に申請する。 1号
機は 2010 年度、 2号機は 13 年度に着工の予定。 
 
2008/08/29( 金 ) 	 毎日新聞 23 面 
事故相次ぐ仏の原発関連施設 
放射能漏れ、波紋広がる 
	 電力の約 8割を原子力発電に依存するフランスで 7月、原子力関連施設の放射能漏れ事
故が 3件相次いだ。仏原子力安全庁は軽度の事故としているが、原発輸出を強力に進める
フランスでの事故だけに波紋が広がっている。ウラン溶液が河川に流出し、農作物補償な

どの訴訟問題に発展している仏南部トリカスタン原発 ( 加圧水型 90 万kw4基 ) の周辺を
歩いた。 
◇売れない農作物 
	 「	 地下水汚染がどれほど影響するか分からないが、散水が禁じられた 2週間で作物の

生育は衰えた。誰も私の作物を買おうとしない」。同原発の南側で麦や野菜畑計

18ha を耕作する農業、エイマールさん (35)は天を仰いだ。 
	 	 事故は 7月 7日に起きた。同原発のウラン貯蔵施設を管理する「ソカトリ」の施設か

らウラン溶液が流出し、近くのガフィエール川に流れ込んだ。周辺の地下水にも浸透

したが、仏原子力安全庁は「微量で環境汚染の恐れはない」とし、世界的な原発事故

基準で 8段階の下から 2番目の「レベル 1」とした。 
	 これに対し、地元ボレーヌ市は８月 4日、裁判所にこの被害認定を不服として、再認定

するよう提訴した。 
	 	 ソカトリの親会社で、フランスの原発を独占的に建設する「アレバ」のサルガス広報

官は「専門家が認定した被害には賠償に応じるが、事故との関連が立証できない被害



に基づいて『売れない』とする主張には応じがたい」としている。エイマールさんの

農作物補償交渉は難航しそうだ。 
◇ 広報は 15 時間後 

ボレーヌ市が住民に「生水や川魚を口にしないように」通知したのは、事故発生か

ら 15 時間後の 7月 8日午後 2時だった。近くの主婦、セリニョンさん (50)はその日、
いつもどおり井戸水でコーヒーなどを沸かし、朝食と昼食で飲んだと言う。「尿検査

などで異常なしと診断されたが、事故の知らせを聞いた後、不安でパニックになった。

こんなばかげた事故はもう二度と起こしてほしくない」と訴える。 
	 仏放射線防備・原子力安全研究所は事故直後の 8日午前 10 時半、ウラン貯蔵施設
近くの運河で 1リットル当たり 6万 6900 マイクログラムのウラン濃度を検出した。
その後濃度は低下し、 10 日午後には世界保健機構 (WHO) が飲料水用の基準値とし
ている「同 15 マイクログラム以下」とほぼ正常化した。しかし、セリニョンさん宅
の井戸水は９日の検査で同 70 マイクログラム、貯水タンクは 21 日でも同 41 マイ
クログラムを示していたという。 

◇ 子会社の社長更迭 
これについて放射能調査独立委員会のシャレロン検査部長は「ウランの放射能は数年

かかって免疫組織に悪影響を与える恐れがある。今、症状が出ないから安全とは言い

切れない。 70 マイクログラムは懸念される数値だ」と指摘する。 
	 原発は二酸化炭素削減の切り札とされ、脚光を浴びている。アレバは中国、米国、

北アフリカ、中東諸国と原子炉輸出契約を次々と結んでいる。今のところ、輸出への

具体的影響は出ていないが、アレバのロベルジョン会長は、事故を起こしたソカトリ

の社長を更迭。安全対策を強調し、影響の最小化に努めている。 
事故の状況 
	 3件相次いだ最初の事故が、トリカスタン原発でのウラン溶液流出事故。アレバによる
と、ウラン溶液 5万リットルの入ったタンクAから、タンクBに移す作業で事故が起きた。
移送パイプにはウラン溶液 3万リットルの入った別のタンクCがつながっていた。コンピ
ューターでは閉鎖表示が出ていたがバルブが開いており、CからもBにウラン溶液が流れ
込んだ。Bから 3万リットルがあふれだした。 
	 Bの警報ベルが鳴ったが、作業員はCからの流入を知らなかったため「警報は誤報」と
思い込み作業を続けた。ウラン溶液は受け皿の容器にとどまるはずだったが、内壁が破損

していたため、外にあふれ出し、ガフィエール川に 1万 8700 リットルが流出したという。 
	 18 日には、南部ロマン・スール・イゼールにあるアレバの子会社の核燃料工場で、核
燃料の生産施設と廃液処理場を結ぶパイプが損傷し放射性物質数百グラムが漏れ出した。

23 日には、トリカスタン原発で運転停止中の原子炉の配管から放射性物質が漏れ出し、
従業員 100人が被爆した。 
「ミスが重なった」アレバのブランシェー事業所長 



	 アレバのブランシェー・トリカスタン事業所長 (58)に被害状況など聞いた。 
--事故原因は？ 
◆移送作業中に、①タンクCのバルブが開いていた②タンクBの警報ベルを無視した③受
け容器の内壁が破損していた—の 3点でミスが重なった。 
--発生から広報まで 15 時間かかっているが？ 
◆事故は 7日午後 11 時に起きたが、異常に気付いたのは 8日午前 6時だった。直後に市
役所に一報し、応急処置と原因究明、ウラン濃度検査にとりかかった。状況が把握できた

のは正午だった。早く気付くべきだったが、事態把握までは応急措置や検査があり、これ

くらいかかる。大げさに伝え住民をパニックに陥れたくない気持ちもあった。 
--人体への被害は？ 
◆事故直後を除きウラン濃度は 1リットル当たり 15 マイクログラム以下に落ち着いてお
り、住民の尿検査などからも影響は出ていない。生水を飲まないなどの措置は「用心のた

め」であって「危険なため」ではない。 
 
2008/09/02( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
もんじゅへの特別検査開始	 誤警報多発で保安院 
	 経済産業省原子力安全・保安院は 1日、ナトリウム漏洩検出器の誤作動が多発した日本
原子力研究開発機構の高速増殖炉もんじゅ ( 福井県敦賀市 ) に対する特別保安検査を開始
した。 
	 原子力機構が 7月末に提出した改善計画の実施状況などを調べるのが目的。誤作動時に
指摘された地元自治体への連絡遅れに関し、連絡マニュアルの見直しがなされているかを

チェックするほか、誤作動の原因究明の進捗なども確認する。 
 
2008/09/03( 水 ) 	 毎日新聞 3面 
「原発停止」和解打診へ 
東京高裁	 浜岡 1、 2号機 
	 東海地震の想定震源域に建つ中部電力浜岡原発 ( 静岡県御前崎市 ) を巡り、周辺住民ら
が中電に 1-4 号機 ( 出力総計 361.7万 KW) の運転差し止めを求めた訴訟で、東京高裁
( 富越和厚裁判長 ) は 2日、第一回口頭弁論 (19 日 ) で双方に和解を打診する方針を示し
た。和解案は 1、 2号機の稼動を停止する内容とみられる。裁判で原発が停止された例は
なく、和解が実現すれば他の原発の安全性を巡る議論にも大きな影響を与えそうだ。 
	 関係者によると、高裁側は裁判の進め方を話し合う 2日の進行協議 ( 非公開 ) で「 1、
2号機について何らかの協定 ( 和解 ) か取り決めができないか 19 日に示唆する」と説明
した。高裁側は 8月、非公式に和解を促し、「想定東海地震が発生し、欠陥がないことが
確認されるまで 1、 2号機の稼動を停止する」とする和解案の概要を示していた。今後も
これを軸に調整を進めるとみられる。 



	 1、 2号機は 70 年代に稼動を開始したが、 1号機は 01 年 11 月の破断事故後、 2号
機は 04 年 2月に定期検査入りしたまま、運転を停止している。再開予定は 11 月。一
審・静岡地裁は 07 年 10 月、「設計上の安全余裕は十分確保されている」と指摘し、耐
震性に疑問を呈する住民側の請求を棄却。住民側が控訴していた。 
	 進行協議後に記者会見した原告代理人の海渡雄一弁護士は「裁判官から『 3、 4号機と
切り離して、 1、 2号機について何らかの和解を提案するかもしれない』と言われた。真
剣に検討したい」と述べた。中電は「稼動を中止する内容の和解を打診する方針が示され

た事実はない」とのコメントを出した。 
 
2008/09/08( 月 ) 	 毎日新聞 23 面 
伊方原発 3号機	 復水器に海水流入か 
	 県と四電は 7日、伊方原発 3号機のタービンを回した蒸気(2次冷却水 ) を冷却して水に
戻す「復水器」に海水が流入した疑いがあると発表した。脱塩装置で除去されるため運転

上問題なく、放射能の影響もないという。 
	 県などによると、 6日午後 10 時 10 分ごろ、復水器内の四つに分かれた水室の一つか
ら、水質異常を示す信号が発信された。水室内を通る約 1万本のチタン管 ( 内径約 3cm)
の一部に穴が開き、管内の海水数十リットルが水室内に流入したとみられる。 1、 2号機
では過去 3回、海水による配管腐食が原因の同様の事案があったという。 
 
2008/09/09( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
原子力事故賠償準備金	 最終処分場も倍増 
	 文部科学省は 8日、原子力施設の事故による住民などへの損害賠償に関し、原発の核燃
料加工施設や高レベル放射性廃棄物最終処分場、研究用原子炉の事業者らに保険加入など

で準備を義務付ける資金を現在の 2倍に引き上げることを決めた。 
	 プルトニウムや濃縮度 5% 以上のウランを扱う燃料加工施設、出力が 100kw を超え 1
万 kw 以下の原子炉、使用済み核燃料を再処理した際に出る高レベル放射性廃棄物のガラ
ス固化体を埋設する最終処分場などは、現行の一箇所当たり 120億円を 240億円にする。
通常のウラン燃料加工施設は、現行の 20 億円を 40 億円にする。 
	 原発や再処理工場などは、 600億円から 1200 億円への倍増を既に決めており、いずれ
も来年、関係法令を改正し 2010 年から始める。 
 
2008/09/20( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
東電発表：柏崎原発タービン損傷	 不規則振動が原因 
	 新潟県の柏崎刈羽原発 6、 7号機 ( 改良型沸騰水型軽水炉、 135.6万 kw)で発電タービ
ンが損傷した問題で、東京電力は 19 日、蒸気が逆流したり乱れたりしたことにより不規
則な振動が発生、禁則疲労が起きたとみられると発表した。 



	 こうした振動で大きな損傷が起きるとは、設計時に想定していなかった。振動は、約

10 年前の商業運転開始前の試運転や昨年の新潟県中越沖地震、落雷などの際のタービン
の急停止などによって起きたと考えられるという。 
	 羽根は金属製で、蒸気を受けて発電機を動かす「動翼」。 7号機の 2枚で付け根部分が
折れていたほか、 2基の計 328枚に同様の振動が原因とみられる傷があった。新しい羽根
に交換したり亀裂ができにくい加工をしたりし点検を強化する。 
	 同型炉の中部電力浜岡 5号機と北陸電力志賀 2号機でも 2006 年、同様の損傷が見つか
った。設計の不備で起きた蒸気の流れによる振動などが原因だった。 
 
2008/09/27( 土 ) 	 毎日新聞 3面 
大飯原発 11 月再起動 
国、県了承	 配管のひび削り 
	 配管の溶接部に深いひびが入って問題になっていた大飯原発 3号機 ( 福井県おおい町、
加圧水型、 118万 kw)について、関西電力は 26 日、停止していた原子炉を、 11 月上旬
に再起動すると発表した。当面は、ひびの周囲を削り落とした状態で運転を再開し、来年

10 月に改めて本格修理をするという。 
	 問題のひびは今年 4月の定期検査中に、 1次冷却水の大口径配管 ( 外径約 88cm 、肉厚
74.6mm) と原子炉容器をつなぐ溶接部で見つかった。関電は 8月に、深さは 20.3mmと
確認した。 
	 今後ひびを削った部分に水流を当てることによってひび割れの原因となったとみられる

溶接部分のひずみを取り除く工事を実施。 11 月上旬に炉を再起動する。この状態で運転
しても支障ないことは、国と県も了承済みだという。さらに本格修理として、ひび割れ周

辺に、腐食しにくい金属を溶接する「肉盛溶接」をする。 
 
2008/09/27( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
島根原発：放射能含む冷却水漏出 
	 中国電力は 26 日、定期点検中の島根原発 2号機の原子炉建屋で、炉の冷却に使う残留
熱除去系の弁から、放射能を含む水が約 160リットル漏れていたと発表した。 
	 放射能量は国に報告する基準の 1/4 以下に当たる約 81 万ベクレル。作業員の被爆や外
部への影響はなく、ふき取って処理したという。 
	 同社によると、配管の上流にある別の弁を点検した作業員が閉め忘れたのが原因。本来、

別の配管を通って再利用される使用済み燃料プールの冷却水などが流れ込み、下流の弁か

らあふれたらしい。 
	 25 日午前、作業員が地下 2階の圧力抑制室近くの床に水がたまっているのに気付いた。 
	 中国電力は「弁の状態を確実に確認するなど作業管理を徹底する」としている。 
 



2008/10/09( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
青森核燃再処理工場	 ガラス固化体製造再開へ 
原燃最終報告	 国が評価 
	 試運転中の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) で高レベル放射性廃液のガラ
ス固化体製造試験が不具合のため中断している問題で、日本原燃は 8日、流下ノズルの温
度管理の改善策などをまとめた最終報告書を経済産業省原子力安全・保安院に提出した。 
	 保安院は、報告書の推定原因と再発防止策を妥当と判断した。現地の保安検査官が、改

善策が運転管理マニュアルに反映されているかなどを確認。これを受け原燃は「今週中に

も固化体製造を再開したい」とし、廃液とガラス混ぜ合わせて溶液を作る溶融炉の温度調

節などを進めている。 
	 原燃は、溶融炉とステンレス製の固化体容器をつなぐノズルの加熱が不十分だったこと

で溶液が偏って流れ落ち、周囲に付着してノズルをふさいだために溶液が流れにくくなっ

たと分析。加熱方法などを修正し、先月末には溶液を流すテストを実施して改善策の妥当

性を確認した。 
	 固化体製造は、溶融炉の不具合で昨年末から約半年にわたって中断。再開した直後の 7
月 3日には、溶液が装置を流れにくくなる不具合が起きて再び中断した。 
 
2008/10/11( 土 ) 	 毎日新聞 25 面 
核燃再処理工場で製造試験を再開 
	 日本原燃 ( 本社・青森県六ヶ所村 ) は 10 日未明、試運転 ( アクティブ試験 ) 中の使用
済み核燃料再処理工場で、トラブルのため中断していた高レベル放射性廃液を容器に閉じ

込めるガラス固化体の製造試験を約 3ヶ月ぶりに再開した。 
	 原燃によると午前 4時半ごろ、 2系統ある製造工程のうち 1系統でガラス溶融炉に廃液
を供給した。順調にいけば 11 月に試験を終えるが、地元自治体と安全協定を締結するな
どの必要から操業は年明けになる見通し。 
東海第 2原発冷却室から煙 
液状化金属流れる 
	 10 日午前 6時 35 分頃、茨城県東海村白方の日本原子力発電東海第 2原発 ( 沸騰水型、
110万 kw)で、敷地内の廃棄物処理建屋にある低レベル放射性廃棄物処理施設の冷却室か
ら煙が出ているのを作業員が見つけたあ。煙は約 3時間後に収まったが、放射能漏れなど
外部への影響はなく原発は通常運転を続けている。発火が確認されていないため、村消防

本部では火災ではないと判断した。 
	 日本原電によると、施設では金属の放射性廃棄物を容器に入れ、溶かして処理する作業

を遠隔操作している。 2階の溶融炉から 1階の冷却室に下ろした時、容器内の約 150度の
液状化した金属が飛散し、床の塗料が蒸発し煙が出たらしい。室温が下がるのを待って、

現場を確認する。冷却室内には消火設備はなかった。 



 
2008/10/22( 水 ) 	 毎日新聞 1面 
もんじゅ 2月再開困難	 点検遅れ 
	 日本原子力研究開発機構は 21 日、運転停止中の高速増殖炉「もんじゅ」 ( 福井県敦賀
市 ) で実施中のプラント確認試験が、予定している今月内に完了できないとの見通しを示
した。 9月に腐食穴が見つかった排気ダクトの点検が遅れているためで、 22 日開かれる
国の審議会に報告する。 
	 原子力機構は、試験と並行して行うナトリウム漏洩検出器の交換作業が来年 2月までか
かる見通しも明らかにしている。交換作業終了後には国の検査を受ける必要があることか

ら、来年 2月の運転再開は事実上困難になった。 95 年のナトリウム漏れ事故以来、作業
工程の遅れや機器のトラブルなどで、もんじゅは運転再開を 3度延期している。 
	 原子力機構によると、腐食穴は、放射線管理区域から排気筒へつながるダクト ( 延長
62m) で見つかった。同機構は他の腐食の有無や肉厚測定を実施。しかし、 141項目ある
確認試験のうち、点検が終了しなければ再起動に必要な燃料交換を含め 7項目が着手でき
ない。確認試験が遅れれば、予定している制御棒の駆動試験などの準備点検作業に入れな

いという。 
 
2008/10/23( 木 ) 	 毎日新聞 1面 
もんじゅ	 異常 12 件未公表 
ナトリウム検出器	 事故前にも 5件 
	 経済産業省原子力安全・保安院は 22 日、運転停止中の高速増殖炉「もんじゅ」 ( 福井
県敦賀市 ) で、未公表のナトリウム漏れ検出器の異常が新たに 12 件見つかったと、国の
検討会に報告した。うち 5件は 95 年のナトリウム漏れ事故の前に起きていた。国際的な
業界団体から 06 年に指摘を受けた管理上の問題点を改善していなかったことも判明。保
安院は「外部から学ぶ謙虚な姿勢がない」と、運営する日本原子力研究開発機構を批判し

た。 
	 保安院は、もんじゅ運転再開に向けた原子力機構の行動計画を検証するため特別検査を

9月に実施。 91 年 7月から昨年 3月の間に、未公表の不具合がナトリウム漏れ検出器だ
けで 12 件あったことが分かった。メーカーが 93 年に点検の強化や改良品の導入を勧め
たが、点検は継続されず、改良品導入も一部にとどまった 
	 今年 9月に見つかった屋外排気ダクトの腐食穴の問題では、 98 年にひどい腐食が見つ
かった際に一度塗装し直しただけだった。同 7月に起きた 2次冷却系ポンプのモーター停
止は、運転を監視する計器の調整ミスが原因だったのに部品の交換と誤認した上、誤った

部品に取り替える二重ミスを犯していた。 
	 保安院はこうしたずさんな対応について、劣化の兆候があっても把握や補修が積極的に

行われない▽劣化やトラブルの情報を共有し積極的に取り組もうとする姿勢が見えない―



と批判した。 
 
2008/10/23( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
上関原発：用地埋め立て許可	 山口県「法に沿って判断」 
	 山口県は 22 日、中国電力が同県上関町で進める上関原発の用地造成に向けた公有水面
埋め立てを許可した。中国電力は今後、陸地部分の開発許可得て、工期 3年を予定する用
地造成に取り掛かる。来年張るには国に原子炉設置許可申請をする構えだ。 
	 一方、周辺で漁業を営む同町祝島の反対派住民は反発。 20 日に埋め立て許可差し止め
を求める訴訟を起こした原告団代表の山戸貞夫さんは「県は県民を守る本来の仕事を放棄

した。今後あらゆる手段で抗議する」と語った。 
	 １９８２年に浮上した計画は反対派の訴訟が相次ぎ延期。今年 4月に炉心予定地の入会
権確認を求めた訴訟で住民側敗訴が確定したのを受け、中国電力は一部の地質調査を再開

するなど動きを強めていた。 
	 二井関成知事は「原発の設置や安全性にまで踏み込んで審査する必要はなく埋立法に沿

って判断した。多くの意見が寄せられており、中国電力には環境保全などへの配慮を求め

た」と述べた。 
 
2008/10/28( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
悪性リンパ腫：原発労働者で初の労災認定 
大阪・淀川労基署 
	 原子力発電所で放射線漏れの有無を調べる作業に従事、悪性リンパ腫で死亡した沖縄県

うるま市の喜友名正さん =当時 (53)= について、淀川労働基準監督署 ( 大阪 ) は 27 日、
労災と認定、遺族補償の支給を開始することを決めた。喜友名さんの遺族の代理人を努め

る弁護士が明らかにした。放射線業務従事者が悪性リンパ腫で労災認定されたのは初めて。 
	 代理人の金高望弁護士は「認定で被爆労働者の救済範囲が広がった」と評価した。 
	 支援者らによると、喜友名さんは 1997 年から 2004 年にかけ、北海道や福井県などの
原発で放射線業務に従事。 05 年 3月に死亡した。 
 
2008/10/29( 水 ) 	 毎日新聞 3面 
経産省	 島根プルサーマル許可 
中国電	 10 年度実施目指す 
	 経済産業省は 28 日、中国電力島根原発 2号機 ( 松江市、 82 万 kw)でのプルサーマル
計画を許可した。原子炉内の燃料集合体 560体のうち、最大 228体をウラン・プルトニウ
ム混合酸化物 (MOX燃料 ) に置き換える内容。国の許可を得た原発は全国で 9基目で、中
電は 10 年度からの実施を目指す。 
	 06 年 10 月に原子炉設置変更許可を申請していた。実施には地元の同意が必要だが、



島根県が基本的に計画を了承しているのに対し、松江市はまだ姿勢を明らかにしていない。 
	 この日、中電から報告を受けた松浦正敬松江市長は「耐震安全性の判断を含む 21 項目
の質問の回答を待って判断したい」と話し、来春ごろとみられる国の耐震安全性評価後に

判断する意向を示した。 
 
2008/10/30( 木 ) 	 愛媛新聞 6面 
核心評論 
日本の原子力政策	 命運握る 3つの課題 
	 45 年前の 1963 年 10 月 26 日に、茨城県東海村の旧日本原子力研究所 ( 現日本原子
力研究開発機構 ) で日本初の原子力発電が成功した。これを記念して政府は 10 月 26 日
を「原子力の日」と閣議決定した。 
	 毎年、記念行事が華々しく開かれていたが、 90 年代から原発の事故や不祥事が相次ぎ、
次第に低調になった。今年は目立った催しはほとんどない。原子力の日が日曜日と重なる

とはいえ、この沈黙はやや異常である。 
	 日本の原子力は大きな壁を乗り越えられるか、試練の時に差しかかっている。関係者は

原子力の日をアピールする気分になれないのか、その余裕もないというのが実情だろう。

代わりに安全を重視し、原子力の日の前後に防災訓練が行われた。 
	 3つの壁がある。青森県六ヶ所村に建設中の商業用核燃料再処理工場と、 95 年のナト
リウム漏れ事故以来停止したままの高速増殖炉原型炉もんじゅ ( 福井県敦賀市 ) 、昨年 7
月の中越沖地震で被災し全 7基が止まっている東京電力柏崎刈羽原発 ( 新潟県 ) 。いずれ
も日本の原子力の命運を握るような大課題である。 
	 日本の原子力政策は使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを取り出し再利用するサ

イクル路線を取ってきた。その要となる再処理工場と高速増殖炉がともに運転開始を前に

足踏みしている。 
	 電力業界が出資する日本原燃の六ヶ所再処理工場は 1993 年の着工以来、設計ミスや施
工不良などが重なり、完成予定が 10 数回もずれ込んだ。 
	 試運転大詰めの今年 7月には、使用済み核燃料再処理の最終工程で放射性廃棄物ガラス
固化体を作る溶融炉の下部に目詰まりが発生した。トラブルを解消して完成できたとして

も、地元の青森県などの同意手続きを考えれば、本格運転開始は早くて来春になりそうだ。 
	 原子力機構のもんじゅはナトリウム漏えい対策工事を終え、原子炉の運転を今年中に再

開する予定だった。しかし、ナトリウム漏えい検出器の不備が見つかって点検が長引き、

運転再開は来年 2月に先送りされた。 13 年間止まったままのもんじゅの運転再開には万
全を期すしかない。 
	 一つの敷地の発電量では世界最大の原発である柏崎刈羽原発は中越沖地震の被災の後、

点検、補修、耐震補強が少しずつ進んでいる。原発が本格的な震災に遭って復旧する世界

初のケースだ。同原発が止まるだけで、温室効果がある CO2 の日本全体の排出量は 3%



近く増える。その意味で復旧、運転再開は重要だが、ここも地元の了解が欠かせない。 
	 国の原子力安全委員会は 10 月に設立 30 周年を迎えた。原子力安全の取り組みが強化
されて実際に機能するかが問われている。来年は原子力の 3大課題が動き出す。運転の初
めこそ重要である。巨大技術開発の難しさを十分覚悟し、安全第一に取り組むよう求めた

い。 
 
2008/10/31( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
青森核燃再処理工場	 ガラス固化体に不良品 
水溶性の化合物含有 
	 試運転中の日本原燃の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) で製造した高レベ
ル放射性廃棄物の「ガラス固化体」に、想定していなかった化合物を含む不良品があるこ

とが 30 日、分かった。製造の際に温度管理に失敗したのが原因という。 
	 固化体は、地下の最終処分場に埋め立てる計画で現在、候補地を公募中。この化合物は

水に溶けやすいが、原燃は「周辺に影響はない。普通の固化体と同じ」としている。ただ、

埋設した際の環境影響評価を日本原子力学会に委託した。 
	 原発の使用済み燃料からプルトニウムやウランを取り出す際に出る放射レベルが高い廃

液は、溶融炉でガラス原料と混ぜ合わせて溶液にし、ステンレス容器に流し入れてガラス

固化体にする。 
	 原燃によると昨年 11 月に始めた固化体製造で、溶融炉で通常より粘り気がない「低粘
性流体」ができた。モリブデンや硫黄、ナトリウムを主成分とする化合物で、ガラスより

重く、容器へ最初に流れ落ちやすい。最大で固化体重量の約 0.1% 、 10 月上旬までの調
査で、固化体 60 本のうち 35 本に含まれると判明した。 
	 原燃の中村裕行再処理計画部長は「低粘性流体がガラスと混ざり合っているか分からな

い。溶融炉の温度管理がうまくいかなかった」と話す。固化体を埋設後、流体部分が露出、

水に溶けた場合、周辺への影響が懸念される。廃液の成分調査など運転方法を改善し、最

近は発生していない。 
	 埋設する固化体の中身に関する国の安全基準は現在はない。 
国の安全基準必要	 原子量資料情報室の沢井正子さんの話 
	 いろいろな中身の固化体ができるという検討が、これまで不十分だった。再処理工場の

本格運転開始が迫る今になって、固化体の中身について検討するというのは遅すぎ、本格

運転に入ること自体が問題。国の安全基準があるべきで、最終処分場の公募に当たっても、

どのような固化体を埋めるのか、住民らに説明できないはずだ。 
 
2008/11/06( 木 ) 	 毎日新聞 21 面 
従来の定期検査の盲点は 
中越沖地震で発覚 



	 昨年 7月の新潟県中越沖地震で被災した東京電力柏崎刈羽原発 7号機。地震による影響
を調べる設備健全性調査で、発電用タービン翼の破損や重要機器の据付ボルトの緩みなど

が相次いで見つかった。通常の定期検査では発見できず、地震がなければ見逃されていた

トラブルだ。従来の検査方法の「盲点」が浮かび上がったとはいえないか。 
◆ タービン動翼破損 
柏崎刈羽原発は、中越沖地震により 3号機の変圧器火災などの被害を受け、現在も運転を
停止したままだ。東電は運転再開に向け、被害の少なかった 7号機から順次、設備健全性
調査を実施している。 7号機では、想定の 1.5 倍の揺れを受け、タービンの動翼と静翼の
接触による傷や軸受け部の変形など 29 件の被害が見つかった。一方、地震によるもので
はないとされるトラブルも 42 件発覚した。 
最も深刻なのは、発電機を回す低圧タービンの動翼付け根の損傷だ。 2枚が破損していた
ほか、 187枚に微小なひびが見つかった。東電はひびの断面の酸化状態などから、ひびは
地震前に生じたと推定。蒸気の流れをコンピューター解析した。その結果、点検で発電を

停止する際や試運転の低速回転中に蒸気が不安定に逆流することが判明、想定外の振動で

金属疲労が起きたと分析した。 
付け根が完全に折れれば、高速で回転している動翼が飛び、タービン大破という大事故に

つながる危険性は否定できない。地震の影響を詳しく調べるため、目視点検したり、磁石

の粉を使って目に見えないひびまで探した結果だが、定期検査は動翼を固定するピンに超

音波を当てて傷の有無を調べ、異常があれば付け根部分を見る方法だ。今回判明した多数

の損傷は見逃されてきた。また、蒸気の逆流という設計上の問題も発覚しなかったといえ

る。 
◆ 炉心ボルトの緩み 
原発の中枢部である原子炉圧力容器や、非常時の炉心冷却に使われる残留熱除去系熱交換

器など、重要度の高い機器では、土台に固定する基礎ボルトの固定力が弱まっていたこと

も分かった。 16 本のうち 10 本は緩んでいた機器もあった。地震の揺れで機器が動いた
跡はなかったが、通常の定期検査では、ボルトの緩みは点検しないという。 
例えば圧力容器は、円筒状の鋼鉄製容器の外周部分を長さ 1.5m 、直径68mmのボルト
120本で土台に留め、容器が倒れたり飛び上がるのを防いでいる。調査では、 12 本のナ
ットを締める方向に回すと 11 本が動いた。緩む方向には動かず、ボルトの役割は保たれ
ているとされたが、こうした検査は 97 年の運転開始以来初めてという。東電は、起動や
停止で熱による変形が繰り返され、ボルトとナットの締め付けがなじんだためと説明する。

他にも、蒸気配管の支持金具や非常用発電機基礎コンクリートのひび割れなど、重要な設

備で見つかった。 
◆ 「不適合」受け対策 
動翼の破損について東電は、翼の交換や点検強化のうえ、 10 年以内に設計改良すること
を決めた。同様の損傷は 3号機でも見つかった。 6、 7号機は発電量の大きな新型で、経



済産業省原子力安全・保安院は「他の原発に同様の問題が生じるとは考えにくい。対策を

全国の原発にまで広げる必要はない」との見解だ。しかし、小林英男・横浜国立大特任教

授 ( 破壊力学 ) は「普通の運転状態を基に設計する考え方は同様だから他の原発でもあり
得ることだ」としている。 
今回の調査で発覚したトラブルについて、保安院はいずれも安全性に問題はなく、補修で

済む「軽微な不適合」と結論付けた。しかし、技術評論家の桜井淳さんは「大切な部分を

なぜ点検してこなかったのか。地震後に見つかったのに『地震とは関係ない。前からあっ

た』で済ますのは無責任だ。揺れが大きかった 1号機などの今後の調査では、より深刻な
トラブルも予想される」と批判する。 
原発の定期検査の間隔を現在の 13 カ月から最長 2年間に延ばす新検査制度では、各原発
の特性を踏まえた日ごろの「保全活動」の充実が求められている。地震を機に判明したよ

うな「不適合」の管理や劣化の監視も電力会社自らの取り組みに委ねられることになる。

災害や事故の起きる前に十分に目が届く体制をつくることが急務だ。 
 
2008/11/14( 金 ) 	 愛媛新聞 5面 
女川原発で火災 
	 東北電力は 13 日、女川原発 1号機 ( 宮城県女川町・石巻市 ) の原子炉建屋内で同日午
後 2時ころ、火災が発生し、男性作業員 (43)が顔などにやけどしたと発表した。近くにい
た別の作業員が直ちに火を消し、外部への放射能漏れはないという。 
	 東北電力によると、男性作業員は同僚 4人と建屋地下 1階の残留熱除去系ポンプ室で、
非常用空調機の中に入り耐震補強の溶接作業をしていた。火花がフィルター ( 高さ約
1.3m 、幅 1.7m)に引火し、男性作業員の作業服に燃え移ったとみられる。 
	 同社は火気を使う場合、防燃服の着用などを作業マニュアルで定めているが、男性作業

員は通常の作業服だった。作業員は病院に搬送されたが、自力歩行できる状態。 
	 1号機は 2月から定期検査中で原子炉は稼動していなかったが、現場は放射線管理区域
だった。 
	 東北電力は 5日に女川原発 3号機のプルサーマル計画の事前協議を地元に申し入れたば
かりで、「このようなことが起こり大変申し訳ない。原因を突き止め、対策を考えたい」

と陳謝した。 
 
2008/11/15( 土 ) 	 毎日新聞 3面 
2次系蒸気 15t 建屋内に漏れる	 大飯原発 2号機 
	 関西電力は 14 日、運転中の大飯原発 2号機 ( 福井県おおい町、加圧水型、 117.5 万
kw)で今月 3日に 2次系高温蒸気 15tがタービン建屋内に漏れるトラブルがあった、と発
表した。高圧給水加熱器の非常用安全弁を閉めるバネが腐食し折れたのが原因。出力が

1.4% 低下したが、機器に影響はなく、外部への放射能漏れもないという。 



	 関電によると、 3日午後 6時 40 分ごろ、タービン建屋 1、 2階の火災報知機が作動。
当直員が現場に入って蒸気漏れを見つけ、約 3時間後に系統を隔離するまで続いた。高圧
給水加熱器は、発電機のタービンを回した蒸気が冷やされて水に戻った後、再び温める装

置。 3台のうち 1台の弁 1個が開いた状態になっていた。 
 
2008/11/21( 金 ) 	 毎日新聞 3面 
美浜原発：落雷で原子炉が停止 
「もんじゅ」で誤警報も 
	 20 日午前５時ごろ、関西電力美浜原発 ( 福井県美浜町 ) の高圧送電線に落雷があり、
送電系統が停止。運転中の 1、 2号機の原子炉が自動停止し、定期検査で調整運転中の 3
号機が約 30 分間、送電できなくなった。 
	 1号機では落雷で 2次系主給水ポンプが停止した影響で微量の２次系高温蒸気がタービ
ン建屋内に漏れ、火災報知機が鳴ったが、火災は発生しておらず、外部への放射能漏れは

ないという。 
	 また、同県敦賀市の高速増殖炉「もんじゅ」 ( 運転停止中 ) へ送っている電気の電圧が
変わり、もんじゅの 2次系ナトリウム漏えい検出器 32 台のうち 22 台で一斉に誤警報が
出た。 
 
2008/11/26( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
六ヶ所村核燃再処理	 試運転終了越年へ 
	 日本原燃の児島伊佐美社長は 25 日の定例記者会見で、使用済み核燃料再処理工場 ( 青
森県六ヶ所村 ) の試運転終了時期を、予定していた 11 月から 2009 年 2月に約 3カ月延
期すると発表した。 
	 10 月に再開した高レベル放射性廃液のガラス固化体製造試験が難航しているのが要因。
試運転終了後には地元と安全協定を結ぶなどの手続きが必要で、 08 年度内の本格操業は
困難な状況になってきた。 
	 固化体製造の過程で「不溶残さ」と呼ばれる金属などの粒を廃液に混ぜた際、廃液とガ

ラスを混ぜ合わせる溶融炉の底に金属が蓄積したため、原燃は今後、残さを混ぜた状態で

も順調に固化体製造できるか再検証して国に追加報告する。さらに未使用の系統の溶融炉

での固化体製造なども残っている。 
	 児島社長は「 ( たまった金属を除去する運転に ) 若干手間取っている」とした上で「炉
内の洗浄とかくはんを繰り返しながら、原状回復のためのノウハウを得たい」と述べた。 
 
2008/11/28( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
女川原発 1号機	 原子炉建屋内でまた火災 
	 27 日午後５時 50 分ごろ、定期検査中の東北電力女川原発 1号機 ( 宮城県 ) の原子炉



建屋内の放射線管理区域で、男性作業員 4人がガスバーナーで溶断作業中、不燃シートを
留めるアルミテープが燃えるなどした。作業員が消火し、放射能漏れはなくけがもなかっ

た。女川原発での火災はこの 2カ月間で 3回目。 
	 東北電力によると、 1号機の耐震補強工事の中で、作業員が主蒸気配管系の安全弁を固
定する鉄製の「サポート」を切断していた際、作業現場を覆うシートを留めるアルミテー

プに、溶けたサポートの一部が付着して燃えたほか、シートの一部も溶けた。アルミテー

プの適正使用温度は0-80度という。 
	 記者会見した斉藤恒夫副社長は「三度にわたり火災を発生させたことを重く受け止め、

心からおわび申し上げる。原因を究明し、再発防止策を講ずる」と謝罪した。 
	 女川原発では、 13 日に 1号機の原子炉建屋内で溶接作業中、火花がフィルターに付着
した油に引火して火災が発生、作業員がやけどを負った。 10 月には、敷地内の建物で機
器を点検中に誤ってシンナーに引火させる火災があった。 
 
2008/12/05( 金 ) 	 毎日新聞 26 面 
排水弁	 14 年間「開」のまま 
柏崎刈羽原発：放射性廃棄物漏れる 
	 東京電力は 4日、新潟県中越沖地震で被災した柏崎刈羽原発 1号機 ( 新潟県 ) のタービ
ン建屋の床下から、放射性廃棄物の樹脂約0.82㎥が見つかったと発表した。 94 年に廃棄
槽へ流した際、途中の配管の排水弁が開いていたため漏れたらしい。 14 年後に発見され
た時も弁は開いたままで、ずさんな管理が明らかになった。 
	 樹脂は原子炉に戻される冷却水の濾過用で直径約 1mm のビーズ状。 3日午後 3時ごろ、
配管類の耐震補強が必要かどうかを確認するため、地下 2階の床下パイプスペースを開け
ると、樹脂が深さ最大約9cm、面積約 20 ㎡に広がっていた。放射能量は約 1800 万ベク
レル。室内の放射線は検出限界値以下で、作業員や外部への影響はないという。 
	 東電によると、排水弁は隣接する他の弁とコックの操作方向が逆で、閉めたつもりで開

けてしまったらしい。いつから開いていたかは不明という。東電は「地震がなければ今後

も見逃されていた可能性が高い」と認めている。 
 
2008/12/09( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
柏崎原発また火災 
作業員一人が体調不良訴え 
	 東京電力柏崎刈羽原発の 6号機タービン建屋地下 1階で 8日午前 10 時 40 分ごろ、溶
接作業中に火災が発生。協力企業の作業員一人が体調不良を訴え、手当てを受けた。溶接

機械 1台が焼けたが、東電が火災発生の把握に手間取り、消防への通報に約 1時間を要し
た。 
	 同原発では 11 月にも 7号機タービン建屋の火災で作業員が負傷するなど火災や作業事



故が相次いでおり、県が安全管理の徹底を東電に申し入れたほか、柏崎消防本部も文書指

導したばかり。 
 
2008/12/10( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方 3号機：通常運転を再開 
定期検査終了 
	 四国電力は 9日、定期検査していた伊方原発 3号機 ( 西宇和郡伊方町、出力 89 万 kw)
の総合負荷性能検査を同日午後 4時 45 分に終え通常運転を再開したと発表した。 
	 定検は 9月 7日に始まり、国や四電による検査計 104件を実施。期間中、燃料集合体
157体中 38 体の交換や、四電独自の耐震性向上工事として配管やプラント用蓄電池の支
持構造物計 40 カ所の補強なども行った。 
 
2008/12/24( 水 ) 	 毎日新聞 3面	 クローズアップ 2009  
九州電力：川内原発増設へ 
	 九州電力は 23 日、川内原子力発電所 ( 鹿児島県薩摩川内市 ) で計画している 3号機の
増設を、 09 年 1月にも地元自治体に申し入れる方針を明らかにした。 2010 年代後半の
稼動を目指しており、九電としては 7基目の原発となる。 
	 九電は 00 年 9月、増設を前提に地質や水質、大気、生物などへの影響を調べる環境影
響調査 ( アセスメント ) の実施を地元自治体に申し入れ、 03 年 10 月に調査開始。調査
は既に終了し、調査結果を国に提出する準備書もほぼ完成した。準備書は「建設に問題は

ない」という結論になる見通しという。これを受けて、 24 日の定例会見で真部利應社長
が、来年 1月にも準備書を公表すると共に、県と薩摩川内市に対して増設を正式に申し入
れる意向を表明する。 
	 準備書が国の評価書として認められ、地元の合意も得られれば、九電は国に対し、原子

炉設置変更許可申請を行う。 
	 3号機は国内最大級となる出力 150万 kw の改良型加圧水型軽水炉(PWR)を予定してお
り、事業費は 4000 億～ 5000 億円程度に上る見込み。国の審査と工期などで申請から完
成まで7-10年前後はかかるとみられる。 
	 九電には現在、川内原発の 1、２号機と、玄海原発 ( 佐賀県玄海町 )1-4号機の計 6基の
原発があり、発電電力量に占める原子力比率は約 4割と全国平均 ( 約 3割 ) を上回る。 3
号機が加われば 5割程度にまで拡大する見込みだ。 
 
2008/12/28( 日 ) 	 毎日新聞 4面	 闘論 
核燃料サイクルの是非 
	 青森県六ヶ所村にある日本原燃の使用済み核燃料再処理工場は来春の本格操業を目指す

が、これまで度重なるトラブルで計画が大幅に遅れてきたうえ、安全性に対する評価も分



かれる。 
原子力情報資料室共同代表  西尾  漠 

	 六ヶ所村の再処理工場は、誰にとっても必要のない施設だ。国や電力業界の中には、や

めたいという声もあったが、ずるずると続けてきてしまった。責任を取る人がいないから

続けているだけで、本気で動かそうと思っているのかどうかは怪しい。 
	 試験だからトラブルが起きるのは当然だが、その原因や対策に対する検証がきちんとな

されていない。「大したトラブルじゃない」という言い逃れに主眼が置かれてしまってい

る。本格操業後に何をするかが目的ではなく、本格操業に入ることが目的になってしまっ

ている。このままで本格操業をしたら、とんでもない事故が起きるかもしれない。 
	 核燃料サイクル事業は国策だと言われるが、商業用の高速増殖炉とセットで企画されて

きた。再処理して取り出したプルトニウムを高速増殖炉で燃やすからだ。その高速増殖炉

の建設計画がどんどん遅れてしまい、再処理工場を動かす意味がなくなっている。 
	 地元は操業によるさまざまな収入「核燃マネー」を期待しているようだが、事故が起き

れば風評被害などで収入どころではなくなる。放射線を浴びる危険性も高い。日本原燃は、

再処理工場から出る年間放射線量は、自然界の約 1/100の 0.022ミリシーボルトだとして
いる。しかし、この数値は、仮定に仮定を重ねた架空のものだ。答えが先にあり、その数

字をはじき出すための計算をしている。地元にとって利益にならず、しかもどんなに少な

いとはいっても被爆もするとなると、迷惑施設としか言いようがない。本来、原子力には

頼るべきではないが、使用済み燃料は再処理せず、貯蔵管理すべきだ。 
	 再処理工場がうまくいかなければ原子力への嫌悪感が高まり、高レベル放射性廃棄物の

引き受けてはなくなる。そして青森が最終処分地になる可能性が高くなる。意味のない再

処理工場はやめるべきだ。事業を続けるほど問題は大きくなる。 
京大原子炉実験所教授  山名  元 

	 使用済み核燃料再処理工場は、多重防護をして何が起きても大丈夫なようにしている。

低炭素、低コスト、大規模エネルギー、豊かな資源など、さまざまな観点から原子力は必

要だ。世界中が原子力への依存度を高めており、日本も原子力なしではやっていけないだ

ろう。 
	 日本原燃は再処理工場の検証試験を重ねて事象を分析し、マニュアルなどソフト的な事

項と、工場の装置などハード的な部分の両方を改善してきた。「検証が不十分だ」と言わ

れるが、検証を積んで最後の段階に来たのが今だ。試運転終了の時期が事業指定申請時

(89 年 ) より 11 年以上延期されているのは、安全対策などで建設時期が延びたためだ。
試運転の遅れも、工場の処理能力がフルに出せていないということであって、いずれも安

全性の問題ではない。 
	 再処理工場では高レベル放射性廃棄物を閉じ込めるガラス固化体の製造試験が行われて

おり、日本原燃は初めてのことにドタバタしている。安定して運転する条件を把握するの

に手間取り、その過程で余計な問題を生んでいる。元々難しい処理過程で、まだまだ運転



方法の改善と装置の改良が必要なのだ。 
	 日本原燃が示す周辺への年間被爆量 0.022ミリシーボルトは、これ以下に絶対抑えるべ
きだとする目標値。実際はもっと低くなるだろう。また、高レベル放射性は器物の最終処

分地が青森県ではないことは国の確約書に明記されている。最終処分地の問題は原子力全

体をめぐる社会的コンセンサスの問題で、再処理固有のものではない。あまり知られてい

ないが、再処理をやめれば使用済み核燃料を直接処分するという、難しい問題がもっと出

てくる。 
	 高速増殖炉がなければ再処理工場は破たんすると主張する人がいるが大きな誤解。当面

はウランによる軽水炉の原子力発電で対応できるが、ウラン資源にも限りがある。プルト

ニウムの利用を可能にし、柔軟に対応できるようにしておくべきだ。 
 
2008/12/29( 月 ) 	 愛媛新聞 3面 
原発の町  財政難局：柏崎市 
固定資産減税、核燃税入らず 
	 昨年 7月の新潟県中越沖地震影響で、全 7基が運転停止中の東京電力柏崎刈羽原発を抱
える柏崎市。東電からの税収が年々減少していたところに原発停止が追い討ちをかけ、財

政状態が「かつてない難局」 ( 会田洋市長 ) を迎えている。 
	 ５月、市財政課が発表した 2017 年度までの財政見通しの試算に衝撃が走った。「何も
対策をとらなければ」との条件付きだが、 09 年度に赤字に転じ、以降毎年 7億～ 24 億
円の財政赤字が続くとの内容だった。 
	 その後、市は優先度が低い建設事業の中止や人件費の削減など財政計画を見直し、 11
月に発表したが、 06 年度に約 450億円だった財政規模は 17 年度には約 420億円まで縮
小。 
	 さらに水道料金を段階的に 4割引き上げ、ごみの有料化を検討するなど市民にも負担を
強いる内容だった。 
	 地震で家が全壊した女性 (69)は「元の場所に家を建てたので、これからは節約していか
ないと。負担はできるなら延ばしてもらいたい」とため息交じりに話す。 
	 柏崎市はごみ有料化で年間 1億 4千万円の歳入増を見込むが、同様の案は 06 年の市議
会で否決されており、受け入れられるかは不透明だ。 
	 財政悪化の原因は、原発への過度な依存にある。 1995 年度に約 127億円あった固定資
産税は減価償却が進み、 2007 年度には約 46 億円まで減少。さらに東電も原発停止の影
響で 08 年 3月決算で赤字に転落し、核燃料税など約 10 億円が入らなくなった。 
	 最も運転再開にむけた作業が進む 7号機では 11 月、地震後初めて原子炉に核燃料を入
れ、、機能試験を実施。一方で、敷地内で火災や作業事故が相次ぎ、柏崎市消防本部から

二度も行政指導を受ける異例の事態になった。東電は運転再開について「議論できる状況

ではない」と具体的な見通しを示せずにいる。 



	 原発は重要基幹産業であるだけに、会田市長は「安全性が確認されれば一刻も早く再開

したい」との考え方だが、何をもって安全と判断するのか、専門家の間でも意見が割れて

いるほか、再開前には地元の了解が必要との協定もある。 
 
2008/12/31( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
浜岡原発また停止	 水素濃度が上昇 
	 中部電力は 30 日、調整運転中の浜岡原発 5号機 ( 静岡県御前崎市、改良型沸騰水型軽
水炉 ) の気体廃棄物処理系で水素濃度が上昇したため、同日午前 0時 40 分ごろに原子炉
を手動で停止したと発表した。外部などへの影響はないという。 
	 5号機は 9月から定期検査を行っているが、 11 月上旬に原子炉を起動し調整運転に入
った直後に同様のトラブルで停止し、今月 27 日に再起動したばかりだった。 
	 中部電によると、 30 日午前 0時半ごろ、水素や気体状の放射性物質を処理する系統の
配管内で水素濃度が 2% を超えて警報が点灯。さらに約 3.1% にまで上昇したため、排ガ
ス中の水素と酸素を水蒸気にする装置の機能が低下していると判断し、直ちに手動停止措

置に入ったという。 
	 同社は前回のトラブルの際、水素濃度が保安規定上の原子炉停止基準である 4% を超え
たのに、すぐに停止の手続きを取らず、今月 26 日に経済産業省原子力安全・保安院から
改善指示を受けており、今回は濃度が 4% に達する前に停止を決めたとしている。 
 
2008/01/08( 木 ) 	 毎日新聞 1面 
もんじゅ再開	 年末以降 
確認試験遅れ 4度目延期 
	 95 年のナトリウム漏れ事故以来運転を停止している福井県敦賀市の高速増殖炉「もん
じゅ」について、日本原子力研究開発機構は、予定していた 2月の運転再開を断念し、
12 月以降に大幅延期する方針を固めた。運転再開は 07 年 8月に 5カ月延期されたのを
最長に 3度延期されている。 
	 もんじゅは現在、原子炉や付帯設備の安全性を調べるプラント確認試験を実施。ところ

が昨年 9月に屋外排気ダクトに 2つの腐食穴と多数のサビが見つかり、点検作業のため確
認試験が中断。原子力機構は近く、報告書を国に提出するが、ダクトの補修工事にはさら

に国の認可が必要で、補修工事にも時間がかかるため、大幅な遅れが避けられないと判断

したとみられる。 
	 この廃棄ダクトが使えないと 141項目の点検箇所のうち、燃料交換など 7項目の最終確
認ができない。確認試験が遅れれば、制御棒の駆動試験などの作業に入れないという。 
 
2009/01/11( 日 ) 	 毎日新聞 3面 

CO2削減へ	 補強より新設 



浜岡原発 1、 2号機 
	 中部電力が浜岡原発 1、 2号機 ( 静岡県御前崎市、沸騰水型軽水炉 ) の廃炉と 6号機の
新設を決めた。浜岡原発は東海地震の想定震源域にあり、適地なのかという疑問が残る中

での新設だ。地球温暖化防止のため国は原発を重視するが、新たな場所での建設は地元の

反対もあって全国的に難しい。大地震のリスクを抱えたままの現地新設は、国の貧困なエ

ネルギー行政の縮図ともいえる。 
	 「他の電力会社に比べて低い原子力発電の比率を早く向上させたかった」。中部電力の

三田敏雄社長は 6号機の新設の理由をこう説明する。 
	 中部電力の発電電力量に占める原子力発電の比率は 18%(07 年度 ) で、原発を保有する
電力 9社のうち二番目に低い。このため、発電電力量当たりの二酸化炭素排出量 ( 排出原
単位 ) は業界平均を上回る。中部電力はこの排出原単位を 90 年度に比べて20%削減する
自主目標を掲げている。 
	 そのためには原発を減らすわけにはいかなかった。中部電力は三重県南部で芦浜原発の

建設を目指したが、三重県が 00 年に白紙撤回。 01 年には同県海山町で原発誘致の住民
投票が否決された。関西電力、北陸電力と共同で進めた石川県珠洲市での計画も 03 年に
凍結されている。 
	 こうした中、現実的な選択肢として浮上したのが、浜岡 1、 2号機の廃炉と 6号機の新
設だった。 1号機は 76 年、 2号機は 78 年に運転開始。いずれも開始から 30 年以上経
過した老朽原発だ。 
	 しかも 1号機は 01 年の配管破断事故以来、 2号機は 04 年の定期検査から運転を止め
ており、今後 1、 2号機の耐震性を確保するには 3000 億円、期間にして 10 年以上かか
る。 
	 一方、新設する 6号機は出力 140万 kw 級の改良型軽水炉で、 1、 2号機の合計出力
(138万 kw)に匹敵する効率的な発電が期待できる。 
	 また、東海地震の被害を争点に係争中の運転指し止め訴訟が廃炉決定の背景にあるとの

指摘もある。中部電力は「 1、 2号機は廃炉にするため心理の必要がない」と主張、訴訟
が 3-5 号機にも及ぶことを防ぐ考えとみられる。 
経済効果に期待  / 地震への不安も 
	 決定に対する地元の受け止め方はさまざまだ。 
	 今月 8日、御前崎市で説明会が開かれた。参加した町内会長らから反対の声はなかった。
地震へお不安はあるが、新設に伴う経済効果への期待もある。 
	 昨年 11 月と 12 月には 5号機 ( 調整運転中 ) でトラブルがあり、原子炉が停止。静岡
県掛川市の戸塚進也市長は今月 6日、「住民が安心できるようにしてほしい」と苦言を呈
した。市民団体などは増設反対の文書を県に提出した。浜岡原発差し止め訴訟原告団長の

白鳥良香さん (76)は「大地震が起きたら 3、 4号機の安全性も確かめられないのに、 6号
機の増設は言語道断」と訴える。 



老朽原発全国に 17 基 
	 商業用軽水炉の廃炉は日本で初めて。中部電力の判断を受け、資源エネルギー庁幹部は

「 1、 2号機は廃炉で 6号機は新設できずというのが最悪のシナリオ」と漏らし、支援を
惜しまない考えを示した。内閣府原子力委員会の近藤駿介委員長は 6日、記者団に「世の
中が立替モードにならないか心配」と打ち明けた。地球温暖化対策が待ったなしの状況で、

発電時に二酸化炭素を排出しない原発に国は期待する。だが、建替えは新設に比べて発電

電力増加が見込めず、「電力需要の 30-40% を原発が担う」とする国の長期計画を後退さ
せかねない。 
	 市民団体「美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会」の小山英之代表は「原発の寿命

はもともと 30 年とされ、各地の原発で老朽化の兆候が表れ始めている。老朽原発である
浜岡の廃炉は、運動の後押しになる」と勢いづく。運転開始から 30 年以上たつ「老朽原
発」は浜岡 1、 2号機を含め全国に 17 基あるが、新たな立地場所を探すのは至難の業だ。 
	 国は 78 年、原発の耐震指針を初めて定め、より厳しい新指針が 06 年に策定された。
新指針による審査で最初に合格したのは 78 年指針以前に作られ補強を加えた中国電力島
根原発 1号機。経済産業省は「浜岡も、補強工事をすれば新指針で合格したはず」と説明
する。同省原子力安全・保安院も「運転 30 年超でも、部品は交換されており、中身は新
しい」と強調する。新設が望ましいものの、老朽化が安全性を損ねるという議論に幕を引

こうとする姿勢がうかがえる。 
	 廃炉の際に出る大量の廃棄物も課題だ。浜岡原発の場合、 1号機で 24 万 t 、 2号機で
30 万ｔの廃棄物処理が必要と中部電力は試算する。このうち 3% は「核のごみ」と呼ば
れる放射性廃棄物 ( １万6000t)で、どこに埋設するかは未定だ。 

 

 



2009/01/29( 木 ) 	 毎日新聞 23 面 
MOX 搬入計画書を提出	 四電が県と伊方町に 
	 四国電力は 28 日、 10 年度までに伊方原発 3号機で実施するプルサーマル計画用
MOX 燃料の搬入計画書を、県と地元の伊方町に同日提出したと発表した。 
	 四国電力松山支店によると、計画書には、搬入する OX燃料の数量や、月単位の大まか
な時期などが書かれているという。警備上の理由から具体的内容は公表しなかった。 
	 また同社は、プルサーマル計画を同様に進める中部電力と九州電力と連名で、欧州から

の MOX 燃料輸送に関する情報の公表方法について発表した。燃料積出港の所在国は、輸
送船の欧州出発日 ( 英仏領海を離脱 ) の数日前に公表▽積出港と同出発日、輸送概略ルー
ト、日本到着のおおよその時期、船名などは出発の 1日後に公表する—としている。 
	 伊方原発向け MOX 燃料は昨年 9月、フランスの企業で 21 体が完成し、中部電力や九
州電力の燃料と共同輸送する方向で調整中という。伊方 3号機への燃料の装着は 13 カ月
に 1回の定期検査時に行うが、前回検査は昨年の 12 月 9日に終了している。 
 
2009/02/07( 土 ) 	 毎日新聞 4面 
原発回帰の欧州	  
ロシア産ガス停止	 二の舞ごめん 
	 スウェーデン政府は 5日、原子力発電所を段階的に廃棄する政策を撤回する方針を表明
した。同国は約 30 年間維持してきた脱原発政策の見直しによって稼働中の原子炉 10 基
を建替える考えで、議会承認が必要だ、政策転換の理由を「地球温暖化防止とエネルギー

供給の確保」としている。同様の理由などによって、原発回帰の動きは欧州諸国に広がり

始めている。 
	 スウェーデンは 1980 年の国民投票で原発停止の方針を決めたが、その後、原子炉 12
基のうち 2基だけが閉鎖された。同国では電力供給の約半分を原発に依存している。政府
は今回の政策転換に伴い「原発撤廃法と核技術に関する禁止法は廃止される」と述べた。 
	 欧州では英国、フランス、ポーランドなどが新原子炉建設を計画中だ。フィンランドは

最近、過去 10 年間で欧州初の原発建設に踏み切った。 
	 欧州各国に原発回帰の動きを広げているのは、地球温暖化対策だけでなく、天然ガスの

最大の供給国ロシアが資源を政治的意図の道具にする傾向への警戒もあるからだ。ロシア

とウクライナの対立に端を発した先月の欧州向け天然ガス供給停止問題では、危機的状況

に陥ったブルガリアやスロバキアが廃炉にした原発の再稼動を検討した。 
	 一方、ドイツではシュレーダー前政権が 00 年に脱原発の方針を決め、 2020 年ごろま
でに国内すべての原発を停止する方針を 02 年に法制化した。 05 年秋に発足したメルケ
ル政権は、大連立内閣の政策協定で脱原発維持を決めている。また、スペインのサパテロ

首相は昨年 6月、既存原発を刷新せず、原発を段階的に廃止する方針を表明した。原子力
発電を脱二酸化炭素の「クリーンエネルギー」と位置づける考え方に対し、原発の安全性



の問題を重視する環境団体から強い反発がある。その一方ｄ環境保護対策で先進国と評価

されてきた北欧・スウェーデンで、脱原発政策放棄が鮮明になったことは国際世論にかな

りの影響を与えそうだ。 
	 スウェーデンの世論調査では。「原発維持賛成」の意見が過半数を占めている。与党・

中央党のオーロフソン党首は「原子力エネルギーは予見できる将来の電力供給システムの

一部になる。これはもはや事実だ」と強調した。 
 
2009/02/07( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
使用済み核燃料貯蔵施設拡大へ 
九電の玄海原発 
	 九州電力は 6日までに、玄海原発 ( 佐賀県玄海町 ) で発生する使用済み核燃料を一時的
に貯蔵する施設が今後 3、 4年でいっぱいになる可能性が出てきたとして、施設の能力を
増強する方向で検討を始めた。 
	 日本原燃の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) の本格稼動の遅れを懸念した
措置。 3号機用の施設について、収納機器を燃料集合体の間隔がより狭いものに改め、最
大の貯蔵量を現在の約 1000 体から約 2000 体に増やす。これにより 10 年程度は貯蔵で
きる余裕ができるという。 
 
2009/02/18( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
敦賀原発 1号機停止時期延期へ 
増設遅れで日本原電 
	 廃炉に向けて来年に運転を止める予定だった福井県敦賀市の敦賀原発 1号機 ( 沸騰水型、
35 万7000kw)について、日本原子力発電の市田行則社長は 17 日午前、福井県庁を訪れ、
停止時期を延長する方針を伝えた。 
	 同機は 1970 年 3月に営業運転を始めた国内最古の商業炉。延期には今後の運転計画な
どに対する国の許可が必要だが、認められれば初めて 40 年を超える運転となり、他の老
朽炉の存廃判断に影響を与えそうだ。 
	 市田社長は延期の理由について「 3、 4号機の増設遅れや昨今の地球環境への国民意識
の高まりなど、当社を取り巻く環境が大きく変わった」と説明した。 
	 日本原電は同日、 1号機の運転を続けても健全性に問題ないとする評価報告と今後 10
年間の保守管理計画を経済産業省に提出した。 
	 同社は 2002 年 5月、増設を計画している 3、 4号機の運転開始にあわせて 1号機の運
転を 10 年に終了すると表明。だが原発耐震指針が改定された影響などで本体着工が遅れ、
3、 4号機は 16 年以降の運転開始を見込んでいる。 
 
2009/02/19( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 



伊方原発	 1、 2号機初の同時定検 
	 四国電力は 18 日、伊方原発 2号機 ( 伊方町、出力 56 万6000kw)と 1号機 ( 同 ) の定
期検査をそれぞれ 2月 24 日、 3月 9日から実施すると発表した。両機共用の中央制御室
で中央制御盤をデジタル方式に取り替えるため、同原発で初の二基同時定検となる。 
	 送電再開と定検終了は 2号機が 6月２９日と 7月 28 日、 1号機が 7月 12 日と 8月 6
日の予定。運転停止中の電力は火力発電などで補う。 
	 定検に併せ、高経年化対策として両機の主変圧器と、原子炉の温度や圧力の制御装置に

電源供給する無停電電源装置を初めて取り換えるほか、 2号機一次系配管の一部も耐食性
を高めるため交換。 2008 年 4月に 1号機の湿分分離加熱器蒸気噴出口溶接部が破損した
トラブルを受け、同様の恐れがある 2号機の噴出口計 16 個も交換する。 
	 検査件数は、国と原子力安全基盤機構による定期検査と四電による定期事業者検査を合

わせ 2号機計 100件、 1号機計 105件。燃料集合体も 2号機 121体中 36 体、 1号機 121
体中 24 体をウラン濃縮度の高い「ステップ 2」燃料に交換する。 
	 中央制御盤は原子炉運転の中枢機能に当たり、今回、保守・信頼性の向上を図るため従

来のアナログ方式からデジタル方式に変更する。 
 
2009/02/20( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方プルサーマル	 中止申入れ書四電と県に提出 
県民共同の会 
	 社民、共産両党県組織や労働組合、市民団体などでつくる「伊方原発プルサーマル計画

の中止を求める県民共同の会」は 19 日、同原発の耐震安全性評価などに問題があるとし
て計画中止を求める申し入れ書を四国電力松山支店と県に出した。 
	 申し入れ書では耐震性のほか、高燃焼度ウラン燃料とプルトニウム・ウラン混合酸化物

(MOX) 燃料の併用実績、 MOX 燃料輸送の安全性などに疑問を提示。 MOX 燃料を利用
するプルサーマル計画は原発の危険性を高めるとして、計画中止を要求している。 
	 県庁には約 10 人が訪れ、担当部署に文書を提出した。 
 
2009/02/25( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方原発 2号機定期検査始まる 
	 四国電力は 24 日、伊方原発 2号機 ( 加圧水型、出力 56 万6000kw)の送電を同日午前
0時 20 分に停止し、第 21 回定期検査を始めたと発表した。 
	 原子炉停止は同 2時 23 分。国と原子力安全基盤機構による定期検査と四電による定期
事業者検査の計 100件を行う。送電再開と定検終了はそれぞれ 6月 29 日、 7月 28 日の
予定。 
	 1、 2号機共用の中央制御室で中央制御盤をデジタル方式に取り換えるため、 1号機も
3月 9日から定期検査を始める予定。 



 
2009/02/26( 木 ) 	 毎日新聞 7面 
イラン初の原発完成 
ロシア支援	 軍事転用の懸念も 
	 イランがロシアの支援で建設を進めていたイラン初の原子力発電所ブシェール原発が完

成し、本格稼動に向けた試験を 25 日に開始した。イラン原子力庁は同日、原発内部を報
道陣に公開し、完成をアピールした。核技術の軍事転用を懸念するイスラエルなどが警戒

を強めそうだ。 
	 原発の試験は原子炉にウラン燃料ではなく疑似燃料を注入し、コンピューターにより実

施される。この日はロシアの国営原子力企業「ロスアトム」のキリエンコ総裁ら代表団が

原発を訪問し、イラン原子力庁のアガザデ長官と会談。長官は「建設が完了し本格稼動に

近づいたことをイラン国民が祝っている」と謝意を示した。中央コンピューター制御室に

は、多数のロシア人技術者の姿があった。 
	 両国は 05 年、ロシアが核燃料 ( 低濃縮ウラン ) を供給し、また使用済み核燃料をすべ
て引き取ることで合意した。使用済み核燃料を再処理すれば軍事転用可能なプルトニウム

が取り出せる。米国はロシアに支援中止を求めたきたが、昨年 4月に一転して支持を表明
した。核兵器製造にもつながるウラン濃縮活動を、イランが国連安保理決議に違反して継

続する必要性がなくなる、と判断したという。 
	 だが、イランは南西部ダルホビンに 2番目の原発を計画。アガザデ長官は同原発で、国
内で生産している低濃度ウランを使用する意向を示している。 
	 イランに核兵器製造の目的がなかったとしても、「独自の核燃料サイクル構築」にこだ

わる理由は、ロシアが将来、核燃料供給を停止する可能性があり、ロシアを全面的に信用

していないからだ。ロシアはこの数年、ブシェール原発に「建設費の払い遅れ」などを理

由に完成を引き伸ばしてきた経緯もある。 
	 ロシアはこれまでイラン核開発問題をめぐり、イランでの利権確保を目的に対イラン制

裁に消極姿勢を示す一方、米欧の立場にも配慮してきた。だが、世界不況の中、ロシアは

イランの原発建設で多額の外貨収入が見込めることから、支援の動きを加速させるのでは

との観測もある。 
伊、原発再開へ始動 
仏から技術支援	 協力協定調印 
	 イタリアのベルルスコーニ首相とフランスのサルコジ大統領は 24 日、ローマで会談し、
フランスの技術支援でイタリアに原発を建設することなどを盛り込んだ原子力開発の協力

協定に調印した。イタリアは 87 年に原発を停止したが、「原発回帰」へと方針を転換す
る。 
	 協定によると、伊電力大手ENELと仏電力公社 EDF が合弁企業を設立し、イタリア国
内の 4カ所に原発を建設する。第１号は 2020 年までの完成を目指す。建設地は未定。 



	 イタリアは旧ソ連のチェルノブイリ原発事故の翌 87 年、原発に維持や誘致を問う国民
投票の結果、稼働中だった 4基の原発を停止。昨年 5月発足のベルルスコーニ政権は原発
再開を宣言していたが、技術不足がネックになっており、原子力輸出国のフランスに協力

を仰ぐ道を選んだ。 
	 原発停止の根拠となった国民投票について、スカヨーラ経済発展相は「誘致に関する問

いかけであり、原発を禁ずるものではなかった」と述べ、法的問題はないとみている。 
 
2009/02/26( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
圧力調整に異常  原子炉手動停止：福島第一原発 1号機 
	 起動操作中の東京電力福島第一原発 1号機 ( 福島県大熊町 ) で 25 日、原子炉内の圧力
上昇を示す警報装置が作動し、圧力調整弁に異常が見つかったため、同社は原因調査のた

め原子炉を手動停止した。外部への放射能の影響はないとしている。 
	 東電によると、同日午前 4時ごろ、警報装置が作動した。調査したところ、原子炉内の
圧力が規定値を超えており、原子炉で発生した蒸気を逃がすことで圧力を調整する「ター

ビンバイパス弁」を開閉させる装置の連結部が外れていた。連結部が外れたことで弁が動

かなくなり、閉じたままになった。 
	 1号機は昨年 10 月から定期検査入りし、 12 月に起動操作の開始を予定していたが、
11 月にトラブルが見つかったため今月にずれ込んでいた。 

 
2009/03/06( 金 ) 	 愛媛新聞 5面 
柏崎原発 8度目の火災 
停止後の点検中	 作業男性やけど 
	 5日午前 8時 57 分ごろ、東京電力柏崎刈羽原発 ( 新潟県柏崎市、刈羽村)1号機の原子
炉建屋内地下 5階にある放射線管理区域の「原子炉隔離時冷却系ポンプ室」で火災が発生、
煙が出た。 
	 柏崎市消防本部などによると、作業員の男性 (39)が頭に軽いやけどを負った。同原発の
消化班が約 30 分後に消火した。外部への放射性物質の漏えいはなない。 
	 同原発は 2007 年の新潟県中越沖地震で運転停止し全 7基を点検中で、点検に伴う火災
は 8件目。経済産業省原子力安全・保安院は東電を厳重注意し、原因究明と再発防止策の
報告を求めた。 6日に立ち入り検査する。市消防本部は昨年末、二度にわたり再発防止を
指導しており、今回再指導する方針。 
	 東電によると、今回の火災は、ポンプの分解点検作業に使う有機溶剤が燃え、近くのビ

ニールなどに延焼したらしい。この部屋では当時、作業員が点検作業の準備をしていた。

ポンプは、原子炉内の水位が何らかの理由で下がった場合に、緊急に補充するためのバッ

クアップ用という。 
	 東電は地震後の安全性確認を終えたとして、地元に 7号機運転再開を申し入れている。



会田洋柏崎市長は記者団に対し「 ( 火災と運転再開は ) 事柄としては別だが、法令順守と
防火徹底を指導してきた中での再発で極めて遺憾」と述べた。 
 
2009/03/07( 土 ) 	 愛媛新聞 1面 
伊方 3号機：燃料輸送船が仏出発 
喜望峰経由	 5月後半到着 
	 四国、中部、九州の 3電力会社の依頼で、原発のプルサーマル用に加工されたプルトニ
ウム・ウラン混合酸化物 (MOX) 燃料を積んだ輸送船がフランス西部シェルプール港を 6
日未明 ( 現地 5日夕 ) 、日本に向け出発した。 3社は同日、 5月後半に日本領海到着予定
と発表した。 
	 四電によると輸送船は英国籍のパシフィック・ピンテール ( 約5000t)とパシフィック・
ヘロン ( 約7000t)の 2隻で、航路は南アフリカ喜望峰を回る南西太平洋ルート。武装警備
員が乗り込んで相互護衛する。 
	 MOX 燃料を導入する伊方 3号機は昨年 12 月、定期検査を終了。燃料交換は通常、定
検に合わせて行われており、同機の次回点検は来年 1月上旬までに実施される見通し。 
	 欧州からの MOX 燃料輸送は 1999 年、 2001 年に続き 3回目だが、過去に輸送した燃
料は不祥事などで使われていない。九州電力は玄海原発 3号機 ( 佐賀県 ) で 8月に始まる
定期検査で MOX 燃料を入れると表明、国内初のプルサーマルが秋にも始まるとみられる。 
	 出発港周辺には「反プルトニウム」「反原発」などの横断幕が掲げられ、抗議行動が行

われた。 
遭難やテロ懸念 
伊方住民	 「国策」容認の声も 
	 伊方原発 3号機のプルサーマル用 MOX 燃料を積んだ輸送船がフランスを出航した 6日、
伊方町では住民の懸念と容認の声が交錯、県内の反原発団体は一斉に批判を強めた。 
	 同町二見の 50 代会社員男性は「プルサーマルが安全かどうかは半信半疑。しかし ( 導
入は ) 国策であり反対しない」と複雑な表情で語り、同町九町の 80 代女性は「輸送船に
燃料が漏れたら心配やけど、なるようにしかならん」と言葉少なに話した。一方、伊方原

発で勤務経験のある同町亀浦の 80 代農業男性は「伊方は原発あってこそ。危険でない」
と語気を強めた。 
	 伊方原発反対八西連絡協議会の近藤誠さん (62)は「 MOX 燃料の輸送は遭難やテロの危
険を伴うし、原発での使用は運転の安全性も損なう。納得できない」と強く批判。原発さ

よならえひめネットワーク ( 松山市 ) の小茂田知子さん (69)は「航路上の何カ国もの人々
が反対を表明しているのに強行した。すべてがプルサーマルありきで進んでいるとしか思

えない」と憤った。 
 
2009/03/07( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 



四電予想割当量	 09 年度分は 49 キロ 
プルトニウム利用 
	 四国電力は 6日、日本原燃の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) で 2009 年
度に回収されるプルトニウムの四電への予想割当量を約 49 キロと発表した。過去の割当
量を加えた予想所有量は約 177キロとなる。 
	 割り当て分は将来、伊方原発 3号機でのプルサーマル用に、 MOX 燃料として使用され
る。燃料への加工は日本原燃 MOX 燃料加工工場の完成が見込まれる 12 年度以降の予定。 
	 四電は国内のほかに 08 年 12 月現在、フランスに約 610キロ、英国に約 620キロのプ
ルトニウムを所有。フランス分は MOX 燃料への加工を完了し同日輸送が始まっており、
10 年度までに伊方 3号機での利用が開始される。 

 
2009/03/19( 木 ) 	 毎日新聞 2面 
志賀原発 1号機	 北陸電が再稼動申し入れ 
	 07 年に臨界事故隠しが発覚し停止したままの北陸電力志賀原発 1号機について、北陸
電は 19 日、石川県と志賀町に再稼動を申し入れる。 18 日の 2号機差し止め控訴審判決
で全面勝訴したことから、環境が整ったと判断した。 
	 1号機は既に国による起動前の定期検査を終えており、北陸電は 18 日、新耐震指針に
基づき耐震評価をやり直した結果、「安全性が確保されている」とする中間報告を国に提

出した。国も同日、事故隠しの再発防止策について、「不正を許さない取り組みを実施し、

社内に定着している」などの保安検査結果を公表した。県は有識者や関係団体などでつく

る協議会、町は議会や住民への説明会などを経て、了承の可否を判断する。 
 
2009/03/20( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
プルサーマルに松江市長が同意 
島根原発で計画 
	 松浦正敏・松江市長は 19 日、市議会全員協議会で、中国電力島根原発 2号機 ( 松江市
鹿島町 ) のプルサーマル計画について「安全性は確保されると考える」として、受け入れ
同意を表明した。プルサーマル計画の地元同意は、既存原発では全国 6例目。松江市と島
根県は来週にも中国電力に正式な事前了解を伝える。 
志賀原発 1号機再稼動申し入れ 
北陸電：県と町に 
	 北陸電力は 19 日、臨界事故隠しで停止したままの志賀原発 1号機の再稼動を地元の石
川県と志賀町に申し入れた。有識者らでつくる県の協議会や地元説明会などで意見を聞き、

県と町が再開了承を判断する。 
	 北陸電は 18 日、新耐震指針に基づき安全性が確保されているとする再評価報告を国に
提出した。 



	 国も「 ( 事故隠しの ) 再発防止策は社内に定着している」とする保安検査結果を公表し
た。 
 
2009/03/27( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
志賀 1号機の運転再開了承	 石川県知事 
	 石川県の谷本正憲知事は 26 日、臨界事故隠しが発覚した 2007 年 3月以来停止中の北
陸電力志賀原発 1号機 ( 同県志賀町 ) の運転再開を、県として了承することを明らかにし
た。 27 日に同社の永原功社長を県庁に呼んで伝える。 
	 志賀町の細川義雄町長が 26 日、町として再開を了承する意向を知事に伝えたことを受
け、県の判断について質問した貴社団に「県が提示していた再起動の条件が満たされたと

判断している」と答えた。 
	 その上で知事は「臨界事故を隠していたという事実を踏まえ、北陸電力には再発防止の

徹底を伝える」などと述べた。 1号機の再開には地元了承が不可欠だが、県の判断の条件
としていた耐震性の確認や国の指示に基づく特別定期検査が完了したことで、北陸電が

19 日に再開の意向を県に申し入れていた。 
 
2009/03/27( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
使用済み核燃料中間貯蔵施設の着工：来年に延期 
	 青森県むつ市で全国で初めて使用済み核燃料中間貯蔵施設の建設計画を進めるリサイク

ル燃料貯蔵 ( 同市 ) の久保誠社長は 26 日、記者会見し、施設の着工時期を予定していた
今年 4月から 2010 年 4-9 月に延期すると発表した。 
	 国の安全審査が長引いているのが理由。操業開始も 2010 年 12 月から 12 年 4-9 月に
変更する。久保社長は「 ( 安全審査に ) 想定異常の時間がかかっている。今後も安全性を
確認しつつ、操業開始に向け努力していきたい」と述べた。 
	 中間貯蔵施設は、青森県六ヶ所村の使用済み核燃料再処理工場 ( 試運転中 ) の処理能力
を超えて原発から発生する核燃料を約 50 年間保管する予定で、同社が 07 年 3月、国に
事業許可を申請した。 
 
2009/03/28( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
周辺環境放射線「従来と同程度」 
伊方原発：県調査 
	 県は 27 日、 2008 年 10-12月の四国電力伊方原発周辺環境放射線等調査結果を発表し
た。これまでと同程度で特異なものはなかったとした。 
	 調査によると、空間放射線の線量率連続測定 ( 県 8カ所、四電 5カ所 ) では、 1時間平
均値が 11-50ナノグレイで、原発からの放出と考えられる線量率の変化は認められなかっ
た。 3カ月の積算線量測定 ( 県 29 箇所、四電 25 箇所 ) も前年度までと同程度だった。 



	 海藻などの環境資料調査では、核種分析と全ベータ放射能測定の結果も前年度までと同

程度。セシウム 137など人工放射線核種が検出されたが、過去の大気圏内核爆発実験など
の影響と判断した。 
 
2009/03/31( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
志賀原発 1号機	 2年ぶり再起動 
臨界事故隠しで停止 
	 北陸電力は 30 日、 2007 年に臨界事故隠しが発覚し、長期停止していた志賀原発 1号
機 ( 石川県志賀町、 54 万 kw)を同日午前、約 2年ぶりに再起動させたと発表した。調整
運転を経て 5月中旬以降に営業運転に入る予定としている。 
	 1号機は同社が 1999 年に起きた臨界事故を 8年近くたった 07 年 3月 15 日に公表し
たことを受け、経済産業省原子力安全・保安院の指示で翌 16 日から停止、そのまま定期
検査に入っていた。 
使用済み燃料 10-12 月搬出 
四電が計画書 
	 四国電力は 30 日、 2009 年度に伊方原発で実施する使用済み燃料処理と放射性固体廃
棄物処分の両計画書を、安全協定に基づき県と伊方町に提出した。県は、国や伊方原発環

境安全管理委員会技術専門部会の意見を踏まえ安全性を判断する。 
	 四電によると、 10-12月、使用済み燃料 70 体 ( １号機 56 体、 2号機 14 体 ) を日本
原燃の貯蔵施設 ( 青森県六ヶ所村 ) へ海上輸送する。 
	 機器の廃液や洗濯排水をセメントで固めた放射性固体廃棄物は 11 月に 1回、 200リッ
トルドラム缶 584本を日本原燃の低レベル放射性廃棄物埋設センター ( 同 ) に海上輸送す
る。同廃棄物輸送は 07 年以降で 7度目。原発内部で保管する同廃棄物は搬送後、
28,431 本となる。 
新燃料搬入について四電は「燃料体数や時期が未定」とした。 
 
2009/04/01( 水 ) 	 愛媛新聞 1面 
伊方 3号機プルサーマル：来年 2月送電開始 
国内 2番目	 年度内に本格運転 
	 伊方原発 3号機のプルサーマル計画で、四国電力の常盤百樹社長は 31 日、 2010 年 1
月上旬からの定期検査でプルトニウム・ウラン混合酸化物 (MOX) 燃料を装荷、 2月中に
送電を開始すると発表した。国の審査を経て、 09 年度中に本格運転に入り、九州電力玄
海原発 3号機 ( 佐賀県 ) に続き国内で 2番目のプルサーマル実施になりそうだ。 
	 同社はこれまで、プルサーマル実施時期について「 10 年度までに実施予定」としてい
た。同日、 09 年度の電力需給計画が決まったため、 3号機の定検計画が固まり、時期が
確定した。定検は約 50 日間を予定。 MOX 燃料を何体装荷するかなどは未定という。四



電は、同日、県と伊方町に報告した。 
	 常盤社長は「定検計画が固まったことと、 MOX 燃料が早く完成したことで、予定より
早くプルサーマル開始になる。地元の理解をいただきながら安全を最優先に慎重に計画を

進めていく」と話した。 
	 四国、九州、中部の 3電力会社が依頼し加工された MOX 燃料は 3月上旬、フランスを
出発し日本に向けて海上輸送中。 5月下旬に日本領海に到着の予定。 
	 九州電力は 8月下旬に始まる玄海 3号機の定検中、同機に MOX 燃料を装荷する方針で、
これが国内初のプルサーマルとなる見通し。中部電力は 10 年夏ごろの定検で、浜岡原発
4号機 ( 静岡県 ) に燃料を装荷予定。 
	 伊方原発反対八西連絡協議会の近藤誠さん (63)は「四電のプルサーマル計画は、 MOX
燃料と高燃焼度燃料を併用するが、安全性が確認されているとは言えず受け入れがたい。

実施しないよう反対の声を上げていく」と話した。 
 
2009/04/03( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
核燃料再処理工場	 廃液漏えいで保安規定違反 
保安院が防止策指示 
	 経済産業省原子力安全・保安院は 2日、試運転中の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県
六ヶ所村 ) で高レベル放射性廃液が漏れたトラブルへの日本原燃の対応について、原子炉
等規正法に基づく保安規定違反があったとして、 4月末までに原因と再発防止策をまとめ
るよう文書で指示したことを明らかにした。 
	 原燃によると、再処理工場での同法の保安規定違反は初めて。原燃は「厳粛に受け止め

る」としている。 
	 廃液漏れは今年 1月、高レベル廃液のガラス固化体を造る溶融炉がある施設で発生した。
保安院は、施設内の受け皿に廃液がたまって警報装置が作動したにもかかわらす、担当者

がすぐに回収しなかったことなど 5点で違反があったと指摘した。 
	 廃液で汚染した箇所を 2月に洗浄した際には、放射性物質を含む洗浄水が送電設備があ
るすき間に浸入していたことも判明。これについて、保安院は洗浄作業を行う際、規定に

従った作業計画を作成しなかったことが違反に当たると判断した。 
 
制御棒挿入手順違いが原因 
東北電・女川原発 
	 等保電力は 3日、定期検査中の女川原発 1号機 ( 宮城県 ) で 3月に制御棒が誤って挿入
されたトラブルについて、原子炉が運転中だったにもかかわらず、停止時の手順で制御棒

の調整作業をしたことが原因と発表した。 
	 同社は再発防止策を国や県、原発が立地する女川町、石巻市に報告した。 
	 東北電によると、作業員らは原子炉運転の際にスムースに制御棒が動くように制御棒付



近の空気を抜く作業をしたが、停止時に行う手順だったため制御棒周囲で異常な圧力差が

生じ、誤挿入につながったとみられる。 
	 東北電は再発防止策として原子炉運転時の空気抜き作業を禁じ、作業手順も改訂すると

いう。 
	 1号機の設備には影響がないため、東北電は準備が整い次第、出力を上昇させる。 
 
2009/04/14( 火 ) 	 毎日新聞 1面 
浜岡、島根	 2原発データ改ざん 
日立など	 規定外を消去 
	 日立製作所と日立 GEニュークリア・エナジーは 13 日、両社が製造した中部電力浜岡
原発 5号機 ( 静岡県 ) 製造中の中国電力島根原発 3号機 ( 島根県 ) の発電用タービン関連
装置の溶接工程で熱処理データに改ざんが見つかったと発表した。日立製原発では、 97
年にも熱処理データ改ざんが発覚しており、経済産業省原子力安全・保安院は同日、両社

社長を呼んで改善を指示した。 
	 日立などによると浜岡原発は 01 年 7月、島根原発は 08 年 12 月にそれぞれデータ改
ざんが行われた。いずれもタービンに入る蒸気を除湿・加熱する「湿分分離加熱器」の配

管の溶接後、強度を保つための熱処理を行った際、規定から外れたデータだけ漂白液を使

って記録紙から消していた。下請けの日本工業検査 ( 川崎市 ) の作業員が電気ヒーターの
操作を誤ったまま一時離れ、急な冷却が起き、作業やり直しを避けるため改ざんしたとい

う。 
	 日立の川村隆会長兼社長は、記者団に「精一杯やってきてつもりだったが、まだ不十分

だった。意識の再徹底を図りたい」と説明した。 
 
2009/04/14( 火 ) 	 愛媛新聞 5面 
柏崎原発 9度目火災 
新潟県	 運転再開判断先送りへ 
	 11 日午後 10 時 20 分ごろ、 2007 年の新潟県中越沖地震で被災し、運転停止中の東
京電力柏崎刈羽原発 ( 新潟県柏崎市、刈羽村 ) の倉庫で火災が発生した。地震以降の火災
は 9件目。東電によると、外部への放射能の影響はなく、けが人はなかった。泉田裕彦新
潟県知事は 13 日記者団に、原発の再開に向けた議会対応について「延期したい」と話し、
地元了解を判断するスケジュールを先送りする考えを示した。 
	 柏崎市の会田洋一市長は 13 日「発電所の安全性と今回の火災は別問題。運転再開の同
意を撤回する意思はない」と述べた。 
	 東電は、国が妥当と判断した 7号機の運転再開について、新潟県、柏崎市など地元自治
体に事前了解を申し入れている。 
	 知事と会田市長、品田宏夫刈羽村村長が 10 日に会談。会田市長と品田村長が 7号機の



再会を了解するよう迫ったが、知事は「県議会の意見を聞く」として意見を示さず先送り

していた。 
	 柏崎市消防本部は 12 日、東電に対し再発防止の徹底を文書で指導した。消防本部の命
令や指導は地震後 5回目。 
	 東電によると、倉庫は普段から無人。煙が出たのは内部に設置されている空調機のモー

ター付近からで、配線が焼けていた。モーターの電源が自動的に遮断されたため、約 2時
間後消火活動をせずに煙は収まった。 
 
2009/04/28( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方原発：下請けの初期教育欠く 
01-08 年 19 人	 改善指示受ける 
原子力安全・保安院の伊方原子力保安検査官事務所は 27 日、 2008 年度に実施した四

国電力伊方原発に対する保安検査結果を公表。機器の保守管理などは適切だったとした。

しかし昨年末、四電から下請け社員への安全教育が一部実施されていなかったとの申告を

受け、改善を指示。「その後の検査で再発防止策が図られていることを確認した」と発表

した。 
実施されていなかったのは、核燃料取り換えや放射性廃棄物処理施設などで重要な作業

を補助する下請け社員に対する最初の教育。四電社員と同等で、関係法の習得や作業時の

措置などが含まれる。 
東海第二原発などで教育の未実施があったことから、四電が 01 年から 08 年の記録を

調べ、下請け社員 19 人への未実施が判明。検査期間外の昨年 12 月、同検査事務所に報
告した。 
四電によると、教育未実施で 19 人が不利益を被ったことはなく、最初の教育の後も毎

年実施する「反復教育」には全員参加しており、作業に支障はないとしている。 
保安検査は 1999 年の茨城県東海村 JCO 臨界事故を受けた原子炉等規正法改正で導入

され、原発ごとに定めた保安規定が守られているか、検査官が調べている。 
 
2009/05/01( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
廃液漏れ規定違反	 試運転延期で関係者にあせり 
日本原燃報告書 
	 青森県六ヶ所村の使用済み核燃料再処理工場で高レベル放射性廃液が漏れたトラブルの

対応に保安規定違反があった問題で、日本原燃は 30 日、「試運転終了時期の延期が繰り
返され、関係者が重圧と焦りを感じていた」とする報告書を国に提出した。 
	 児島伊佐美社長は同日の記者会見で「県民のみなさまに深くおわびする」と陳謝し、社

長ら幹部を減給などの処分にすると発表した。 
	 報告書では、廃液漏洩について、相次ぐトラブルによる工程の遅れを取り戻したいとい



う意識が蓄積されて「安全確保の意識が希薄になった」とし、「工程の進捗を優先させる

空気があった」と指摘した。 
 
2009/05/05( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
航空機衝突に耐える原発を 
保安院  義務化検討 
	 原発への航空機によるテロ対策として、経済産業省原子力安全・保安院と原子力安全基

盤機構は 4日までに、航空機が衝突しても安全性を確保できる設計を義務付けるかどうか、
検討を始めた。 
	 米原子力規制委員会(NRC)は 2月、新設する原発は衝突に耐える設計にするよう事業者
に求めると決めており、日本でも同様の規制をするかどうかを判断するため、情報収集を

進める。 
	 日本の安全規制当局は、衝突の際に予想される火災の影響のほうが大きいとみている。 
 
2009/05/14( 木 )-16( 土 ) 	 毎日新聞 
何が変わる	 プルサーマル 
① 未知	 エネルギー確保へ	 ウラン資源を有効活用 

伊方町の四国電力伊方原子力発電所に今月中にも、プルサーマルで使用される

MOX 燃料がフランスから到着する。来年 2月から 3号機で試験運転が始まるとみら
れ、四国電力は「発電の仕組みや運転の方法は変わらず危険になるわけではない」と

主張。一方、反対派は「非常事態が起きたときの研究が不足している」と反論する。

プルサーマルの必要性は、そして危険性、問題点は何か。地球物理学者で随筆家の寺

田虎彦が「ものを怖がらなさ過ぎたり、怖がり過ぎたりするのはたやすいが、正当に

怖がることはなかなかむつかしい」 ( 「小爆発二件」 ) と記した言葉を胸に、「プル
サーマルで何が変わるのか」をテーマに取材した。 
「エネルギー安全保障の面からもウラン資源は有効に使うべきだ」。日本のエネル

ギー自給率 ( 国内の一次エネルギーのうち国内算出分の割合 )4%、ウラン資源の可採
年数が残り約 80 年という状況の中、四国電力伊方原発の柿木一高所長はプルサーマ
ルの必要性を訴える。国がプルサーマルを推進する中、四電は 04 年に安全協定に基
づき県と伊方町に事前協議を申し入れ、計画がスタート、 06 年に両者が事前了解し
た。先行していた東京電力や関西電力が不祥事で頓挫したため、今秋から始める予定

の九州電力玄海原発 ( 佐賀県玄海町 ) に続いて国内では 2番目の開始となる見通しだ。 
現在の原発では、採掘し濃縮したウラン 100%の燃料を燃やして発電している。原

子炉内でウランが核分裂を繰り返す中で、発電に利用できるプルトニウムが生成され、

使用済み燃料に約 1% 含まれる。プルサーマルでは、ウランに使用済み燃料から取り
出したプルトニウム 9% を程度混ぜた MOX 燃料を燃料の一部として使い、発電する。 



「食料自給率は40%で騒がれる。なぜエネルギー自給率 4% の現状は社会であまり
問題視されないのか」と四電の関係者はプルサーマルの必要性を強調する。国がプル

サーマルを進めるのは、プルトニウムの有効利用と、安定してエネルギーを確保する

ためのウラン燃料リサイクルが狙いだ。「新興国の影響でウランの需要は増える一

方」 ( 同関係者 ) と世界情勢も後押しする。 
世界的には約 40 年前から始まり、現在はフランスやベルギーなどが推進する。一

方で、アメリカは先月、経済性などを理由に使用済み核燃料再処理施設などの建設計

画を中止する方針を表明した。柿木所長は「資源のあるアメリカとない日本の立場は

異なる」と話す。 
国内では今後、 16-18基の原発で導入予定のプルサーマル。だが、原発自体の設備

や運転方法は驚くほど変わらない。 
② 制御	 見えにくい「変化」 
	 	 	 「設備、制御方法、運転マニュアル、安全基準など、プルサーマルを導入してもこ

れまでの原発とほとんど変わりません」。四国電力の担当者は淡々と説明する。反対

派の懸念や住民の不安がある一方で、原発内部ではプルサーマルによる「変化」が見

えにくいことに驚かされる。 
	 	 	 MOX 燃料の放射線量はウラン燃料の約 250倍で、危険性が増すと言われる。だが

四電側は「使用前のウラン燃料はほとんど放射線を出さないためこうした数値にな

る」と反論する。 MOX 燃料の放射線量は約 10 ミリシーベルトで、胸部 CT スキャ
ン 1回で浴びる放射線量 ( 約 7ミリシーベルト ) と同程度という。 MOX 燃料は輸送
時の事故も心配されるが、四電の関係者は「丈夫な遮蔽容器に入れて運ぶので問題な

い」とする。到着後は使用済み燃料を入れているピット ( プール ) に専用の遮蔽装置
で搬入する。「原発の設備で新しく導入したのはこの遮蔽装置だけ」 ( 同関係者 ) と
明かす。 

	 	 	 MOX 燃料は核分裂が起きやすい環境がウランとプルトニウムで異なるのが理由で、
核分裂のスピードを制御する制御棒の効きがウラン燃料の場合と比べて悪くなるとい

う懸念がある。このため日本のプルサーマル計画では、 MOX 燃料は燃料全体の 1/3
以下の量に決められ、伊方原発ではさらに少ない 1/4 に設定。 MOX 燃料はウラン燃
料炉と同じく直径、高さ共に約1cmの円柱形に焼き固められ、パイプに詰めて束ねた
燃料集合体とし、ウラン燃料の間に分散して原子炉内に配置する。四電側はプルトニ

ウムを偏らないようにし、制御棒の効きを確保できるとしている。 
	 	 	 また運転中は、燃料に接する一次冷却水に中性子を吸収するホウ素を混ぜて核分裂

を制御し出力の微調整を行うが、この濃度もプルサーマルでは変更する。 
	 	 	 四電の説明では、従来の原発でも運転中にウランからプルトニウムが生成されて核

分裂を起こし、発電量の約 3割がプルトニウムによる。 MOX 燃料に含まれるプルト
ニウムが加わり、プルトニウムによる発電量の割合が約 5割に増える。運転員や作業



員の配置も現状とほぼ同一といい、耐震や放射能漏れに対する安全基準なども変わら

ず、発電量も従来の原発と同じだという。「原子炉に燃料を入れて運転を始めれば、

感覚的にこれまでの原発とあまり変わらない」 ( 同関係者 ) というのが発電所側の実
感のようだ。 

	 	 	 しかしプルサーマルは日本では新たな試み。技術の蓄積はこれからだが、見落とさ

れた危険は本当にないのだろうか。反対派からは大地震に対する備えも含め、多様な

懸念が出されている。 
③ 懸念	 実証的研究、不足の声も 
	 	 	 「日本には、他国のプルサーマル実績に対する過信がある。自国での実証的研究は

不足しており危険」 ---. 。ニュートリノ研究の物理学者で原発にも詳しい新潟大理学
部長の谷本盛光教授は「伊方等の原発の危険に反対する愛媛県民連絡会議」が先月松

山市で開いた勉強会で訴えた。 
	 	 	 従来の原発も炉内に生成されたプルトニウムが事実上、燃料の一部として機能する。

四国電力はプルサーマルも運転法や安全管理にほぼ違いはなく、海外で 40 年以上の
実績があり安全としている。 

	 	 	 これに対し谷本教授は、日本は輸入技術に頼って世界有数の 16-18基稼動を目指し
ており不安▽プルトニウムは放射線も毒性も強く管理が非常に困難▽運転面でも

MOX 燃料は通常より核分裂制御が難しい---と指摘。「非常時の対応も当然、ウラン
燃料炉心と異なるべきだが想定事故は同一。国の安全審査も基本的に変わっていない。

重大事故の際にプルサーマルで何が起き、どう対応するか研究が不足」とした。 
	 	 	 一方、県の門野利之原子力安全対策推進監は「伊方 3号機のプルサーマルは、

MOX 燃料の割合が全燃料の 1/4 。十分に制御可能で、特に炉の改造は必要ない。
MOX 燃料の割合が大幅に増える炉を作る場合は当然、設計も変わる」としている。 

	 	 	 日本では原発の大地震被害が懸念され、伊方原発周辺にも活断層がある。被害予防

には国の原発耐震設計審査指針が重要で、最近は阪神淡路大震災を経て 06 年に改訂
された。これを基に電力各社は、 07 年 7月の新潟県中越沖地震で起きた東京電力柏
崎刈羽原発の被害も踏まえ、各原発の耐震安全評価に使う「基準地震動」を見直した。 

	 	 	 基準地震動は、原発と周辺の地質調査に基づく理論的解析と、過去に起きた地震デ

ータの両面から、まれに起こり得る大規模な揺れの大きさや周期を想定したもの。原

発の主要な施設や部材の振動特性に当てはめ、どう揺れるか詳しく分析し安全性を評

価する。四国電力は今年 2月、「伊方 3号機は安全」と国に報告した。 
	 	 	 これに対し谷本教授は、柏崎刈羽原発は緊急停止と放射能封じ込めに成功したが

「火災や放射能を含む水漏れなど想定外の事故が起き社会の信頼を喪失した。マニュ

アル通りにはいかない。揺れも予想を大きく上回った」と、想定の限界を強調する。

また専門家の間でも安全性に対する見方が分かれるとし、新潟県は「原子力発電所の

安全管理に関する技術委員会」とその各小委員会に反対派研究者を複数入れ、公開討



論していると紹介。「初めにプルサーマルありきでなく、さまざまな科学者が活発に

議論すべきだ。本当に大事故が起きたら取り返しが付かない」と話している。 
④目的	 低い天然ウラン利用率 
	 	 「プルトニウムを混ぜた MOX 燃料は本来、高速増殖炉に適している。軽水炉でプル 
サーマルに使うと非常に効率が悪く経済的ではない。日本のプルサーマルはプルトニウ

ムを消費すること自体が目的になっている」 --。元愛媛大教授で伊方原発の出力調整
試験の問題点を指摘したことがある新潟大理学部長の谷本盛光教授 ( 物理学 ) は、プ
ルサーマルがウラン資源リサイクルに有効とする推進論に疑問を投げかける。 

	 	 プルサーマルが予定されている伊方原発 3号機は、水を冷却材と中性子の減速材に
使う軽水炉。核燃料の原料となる天然ウランは、原子炉内で燃える ( 核分裂し熱を生
む ) ウラン 235を 0.7% しか含まず、残りは燃えないウラン 238。通常のウラン燃料
は天然ウランを濃縮し、燃えるウラン 235の割合を 3% に高めている。 

	 	 この燃料を軽水炉で使うとウラン 235の一部が燃え、同時に燃えないウラン 238が
変化し、新たにプルトニウムが 1% 生じる。このプルトニウムを使用済み燃料から取
り出し再利用するのが MOX 燃料。 7% 程度のプルトニウムを含み、残りはウラン
238だ。 

	 	 谷本教授によると、 MOX 燃料の燃え方は原子炉の形式によって大きく異なる。高
速増殖炉は冷却材にナトリウムを使用、中性子があまり減速されず高速のまま核燃料

に衝突する。そのため、ウラン 238からプルトニウムが効率よく生成され、最終的に
元の天然ウランの約60%が利用可能。国の「核燃料サイクル」を支える夢の原子炉と
されたが、冷却に使うナトリウムは万一漏れると空気中の水分と激しく反応して燃え

る恐れがある。 95 年 12 月に日本原子力研究開発機構の原型炉「もんじゅ」 ( 福井
県敦賀市 ) で実際にナトリウムが漏れて火災が起き、今も運転は再開されていない。 

	 	 一方、プルサーマルの場合は、燃えない種類のプルトニウムなども多く生成され、

天然ウランのうち利用できるのは高速増殖炉より桁違いに少ない0.75%だけ。谷本教
授は、使用済み燃料の再処理工場で大量に発生する高レベル廃棄物の処理費も入れる

と、安いとされる原子力の発電コストは天然ガス・石炭火力より高くなるとの試算も

あると指摘。「もんじゅの破たんで大量のプルトニウムがたまると、外国から核武装

の意思があると疑われる。国は経済的うまみがなくても、プルサーマルで早く燃やし

てしまいたいと考えている」として、コスト高で危険もある再処理をやめ、使用済み

燃料は米国のように、単に埋めて管理すべきだと提言する。 
	 	 これに対し、県の門野利之・原子力安全対策推進監は「核武装しないのが国是なの

で、確かにプルトニウムがたまると困る。しかし、国の原子力委員会の試算では、使

用済み燃料を埋めるにも巨額の費用がかかる。また資源小国としては、核燃料サイク

ルはやはり必要」と国の政策に理解を示す。 
	 	 県はプルサーマル実施について、県内外の専門家による伊方原発環境安全管理委員



会技術専門部会で審議し、安全性を確認したとし、四国電力に対し実施に向けて一つ

一つ安全性を確認するよう求めている。 
⑤地元	 同床異夢の共存	  
	 	 「原発と共に生きていこうというのが町の立場」 --。四国電力伊方原子力発電所へ
の MOX 燃料搬入が秒読み段階を迎えた伊方町の原子力対策室はこう語る。国から町
への毎年度の電源立地地域対策交付金は町民の身近なところに使われ、人口約 1万
2000 人の小さな町に恩恵をもたらしてきた背景もある。 

	 	 同室によると、 08 年度の同交付金は約 11 億円で、町の一般会計予算額の約 1/9
を占めた。これまでは町の中心部にある生涯学習センター、細かな生活道路の建設や、

保育所の運営費にも充てられてきたという。ただし同交付金のうち 2000 万円はプル
サーマル開始を前提に理解促進活動などへの支援を名目に 05 年度から支払われてお
り、今年度を最後に打ち切られる。 

	 	 県には、これと別枠の交付金も出る予定。 08 年度までにプルサーマル受け入れに
同意した都道府県に国から支給される「核燃料サイクル交付金」が最大で総額 60 億
円。県企業立地推進室は「財政の厳しい中、新たな交付金はありがたい」と語る。同

交付金は県が作成した地域振興計画に対し支給され、計画は原発のある地域の振興に

充てることが求められる。行政は財政面での優遇に一定の評価をするが、住民の思い

は複雑だ。 
	 	 「原発が 100%安全でないことは分かっている。だが原発が危険かどうかの前に町
に原発は必要だった」。伊方町の 60 歳代の男性はつぶやき、「町には大きな産業が
なく、もし原発がなかったら人口は半分以下になっていただろう」と原発との共存を

選んだ心情を語る。 
	 	 プルサーマル実施には、従来の原発稼動以上に不安視や反対の声もある。八幡浜市

の 60 代男性は「原発そのものにも不安があるのに、プルサーマルに賛成はできな
い」と話す。しばしば現地を訪れ、原発問題を考えてきた「伊方等の原発の危険に反

対する愛媛県民連絡会議」の和田宰・代表幹事は「既存の原発より危険なことは明ら

か。目先の利益に誘導されてはいけない」とし、さらに「地域の安全と発展を考えた

らプルサーマルという道を取るべきではない」と主張する。 
	 	 住民らの不安に対し、四国電力は約 20 年前、原発周辺の住民宅を回る訪問対話活
動を始め、現在も年に 1回、伊方町と八幡浜市の約 2万 1000 世帯を約 1カ月かけて
訪問している。同社の担当者は「これまでの積み重ねが住民のプルサーマルへの理解

につながっている」と言う。だが「プルサーマルと聞いても難しいことはよく分から

ない。今更反対と言ってもしょうがないし、安全にやってもらうだけ」 (60 歳代女
性 ) との声もある。 

	 	 定期検査は国の所管だが、県は MOX 燃料装着直前の来年 1月に同原発 3号機で行
われる定期検査に職員を同行させ、作業状況を含め安全性を確認するという。プルサ



ーマル実施を前に、四国電力、自治体共に、安全確保のために負っている責任は重い。 
	 	 今年 3月フランスを出発した MOX 燃料を積んだ輸送船は 18 日、中部電力浜岡原
発のある静岡県御前崎市に到着した。今月下旬には伊方原発にも陸揚げされる。 

 
2009/05/12( 火 ) 	 毎日新聞 19 面 

伊方原発 2件のトラブル	 県発表 
溶接問題など判明 
県は 11 日、四国電力伊方原発で昨年から今春にかけて起きたトラブル 2件について原
因 

や対策を発表した。 
	 昨年 4月 7日、同 2号機 ( 加圧水型軽水炉、出力 56 万6000kw)で定期検査の調整運
転 

中、一次冷却水配管の格納容器貫通部に設けられたプレートコイル ( 冷却器 ) から少量
の水 

が漏れた。この冷却器は一次冷却水配管の外周を包む形で設けられ、格納容器のコンク 
リート壁が高温の配管に熱せられ強度が落ちるのを防ぐ装置。内部に放射能を含まない 
水が循環している。四国電力の調べで、同装置のスポット溶接部に直径約 3mm のブロ
ー 

ホール ( 気泡状の空洞 ) が見つかり、ここからひびが発生して内部の水が漏れたことが
分か 

った。今後 1、 2号機に計 8カ所あるプレートコイルをすべて新品に交換し、新たに製
造 

過程で放射線による溶接部の検査を行うことにした。 
また今年 3月 24 日、通常運転中の同 3号機 ( 加圧水型軽水炉、出力 89 万 kw)で、

二次冷却水の蒸気タービン軸受けから、発電に使った蒸気が漏れるのを防ぐため注入す

る「グランド蒸気」の配管にある復水器排気ファンの操作回路に異常が見つかった。フ

ァンには予備があり原子炉の運転に支障はなかった。ファン操作スイッチの接点に異物

が付着したため、電源を制御する電磁開閉器が勝手にオン・オフを繰り返し、過大な電

量が流れて回路の一部が損傷したらしい。同社で部品を交換し、今後委常時の適切な操

作法を職員に周知する。 
 
2009/05/19( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 

NOX 燃料県内反応 
安全の願い・不安交錯	 四電の姿勢ちぐはぐ 
	 伊方原発 3号機のプルサーマルで使用するプルトニウム・ウラン混合酸化物 (MOX)
燃料を積んだ船が 18 日、中部電力浜岡原発近くの港に到着し、数日後にも伊方へ運ば



れる見通しとなった。賛否をめぐり県内でも激しい論議が交わされたプルサーマルだけ

に、町民は「事故だけはないように」と願い、反対する県内団体関係者からは「危険性

が高まる」と声が上がった。 
	 伊方町中浦の 70 代無職男性は「きたもんは、しょうがないやろ。プルサーマルはさ
んざん論議して決まったことだ」と淡々と受け止めた。島津の 50 代自営業男性は「四
国電力を信用している。安全に運転を始めてもらえれば」。九町の 50 代無職女性は
「不安がないわけではない。事故だけはないようにしてほしい」と望んだ。 
	 「伊方等の原発の危険に反対する愛媛県民連絡会議」の中尾覚事務局長は「伊方原発

は目の前を日本最大の活断層が走っており、耐震安全性評価も不十分。危険性が高まる

プルサーマルはゆるされない」と力をこめて批判した。 
	 一方、核物質防護を理由に燃料到着予定日を明かさない四電はちぐはぐな対応。浜岡

分の燃料到着が報道されても「発表は 3社の発電所全部に燃料が到着してからにしてほ
しい。電力 3社で決めたことだ」とノーコメント姿勢を貫いた。ところが午後 6時過ぎ、
中部電力が到着事実を公表すると、一転して浜岡到着を認め「安全を最優先に MOX 燃
料の受け入れ作業が円滑に進められるよう、万全を期したい」とこめんと。核物質防護

のあいまいさを露呈した。 
 
2009/05/21( 木 ) 	 愛媛新聞 18 面 

伊方原発プルサーマル	 来年 2月の開始迫る 
なぜ導入	 危険性は 
	 四国電力伊方原発 3号機のプルサーマル計画の実施が来年 2月に迫ってきた。プルト
ニウム・ウラン混合酸化物 (MOX) 燃料を積んだ船が、数日中に伊方原発に到着する見
込みだ。伊方原発のプルサーマル発電は、ことし 11 月の九州電力玄海原発 3号機 ( 佐
賀県玄海町 ) に続き、国内 2番目となる。 
	 プルトニウム利用で危険性は高まらないのか。安全が確保できたとしても、実施する

必要性はあるのか。 MOX 燃料が伊方に到着目前の今、あらためて論点を確認する。 
Q1 	 プルサーマルとは	 ウラン燃えかす再利用 
原発は鉱山で掘り出されたウランを燃料にしている。ウラン燃料を軽水炉 ( 原子炉 )

で核分裂させ、そのエネルギーでタービンを回し発電する仕組みだ。 
ウランが核分裂した後には「燃えかす」の使用済み燃料ができるが、その中にはまだ

核分裂することができるプルトニウムが含まれる。このプルトニウムを取り出し、使い

終わったウラン燃料と混ぜた新燃料 (MOX) 燃料を作り普通の原発で「再利用する」と
いうのがプルサーマル。プルトニウムと軽水炉 ( サーマルリアクター ) の「サーマル」
をつなげた造語だ。 
この計画は、プルトニウムを使ってウランを何度も使いまわそうという国の「核燃料

サイクル」政策に基づいている。この発想の背景には、原発で次々と生まれる使用済み



燃料の処理を考える必要があることや、資源に乏しい日本のエネルギー事情があった。 
四電はプルサーマルに備えて、過去にできた使用済み燃料を海外に送り、プルトニウ

ム約0.6tを抽出。 2008 年、フランスの核燃料製造会社がこのプルトニウムから MOX
燃料 21 体を製造した。伊方の MOX 燃料は九州電力、中部電力の燃料と一緒にことし
3月、日本に向けて出発。浜岡原発 ( 静岡県御前崎市 ) には 18 日に到着した。 

Q2 	 安全性確保できるか	 制御性低下、出力ばらつき：国・四電「工夫で克服」 
	 オウルサーマルでは、これまでと違う燃料を従来の原子炉で燃やす。四電の計画に対し、

国や県は 2006 年、「安全性は確保できる」とお墨付きを与えた。ただし、それは「条件
付き」だ。 
	 プルトニウムが混ざった MOX 燃料は、ウラン燃料とは違う特性を持つ。普通に使った
のでは制御性が悪くなったり、出力が不安定になったりすることは国や四電も認める。 
	 例えば非常時に重要な役割を担う制御棒。ウランが核分裂するには中性子が必要だ。制

御棒は燃料集合体の中に入り、ウランから中性子を「横取り」することで核分裂を抑え、

出力を調整している。ところがプルサーマルは、ウランよりもたくさんの中性子を取り込

むため、 MOX 燃料を使うと制御棒の効きが悪くなってしまう。制御性が悪くなれば事故
対応の障害となりかねず、出力が不安定になれば機器の一部が破損する可能性もある。 
	 さらに、四電のプルサーマルの場合、高燃焼度燃料 ( ステップ2)という燃焼時間が長い
ウラン燃料を併用する特殊事情も加わる。この影響で制御性が「わずかながら」 ( 経済産
業省原子力安全。保安院 ) 低下し、出力もばらつく。併用の国内実績はなく、四電が把握
する国外実績もベルギーの二例だけだ。 
	 MOX 燃料には製造時にプルトニウムがたまる「プルトニウムスポット」ができ、その
部分だけが強く燃得て、燃料が破損するかもしれないという問題もある。 
	 これらは、国の安全審査の対象にもなり、国と四電は「工夫することで従来と同程度の

安全性となる」とした。安全性を低下させる障害が存在するものの、手立てを講じること

を条件に「安全」とされているわけだ。 
Q3 	 安全確保の工夫とは	 3種の燃料配置計算 
	 プルサーマル実施に当たり、安全確保へ四電がする「工夫」とは何か。その答えの一つ

が、原子炉内の燃料配置を描いた二枚の絵だ。四電は原子炉に特別な工事を施すわけでは

ない。制御性低下や出力にむらが生じる問題は、燃料の配置で解決できるとする。 
	 原子炉では、燃料が詰まった燃料棒が 289本集まり一つの燃料集合体を構成。さらに集
合体が原子炉内で円状に 157体並んで燃やす仕組みだ。プルサーマルでは、従来のウラン
燃料をを入れたウラン燃料集合体と MOX 燃料を入れた MOX 燃料集合体が、原子炉内で
配列を組、一緒に燃やされる。 
	 四電はまず、 MOX 燃料集合体内の燃料棒の配列を調整する。プルトニウムの割合が異
なる 3タイプの燃料棒を用意し、出力が大きくなりそうな場所にプルトニウム割合が少な
い燃料棒を置き、出力を小さくする。 



	 全集合体の配置は、制御棒の下に制御棒が中性子を横取りしやすいウラン燃料を置いて、

制御棒を効きやすくする。配置には燃料の寿命など複雑な要素も絡むので、燃料交換のた

びに計算してレイアウトを変える。どんな配置模様を描くかが、プルサーマル制御の鍵に

なるという。 
	 プルサーマルは 1980-90年代、国内 2原発で試験的に実施。国の原子力安全委員会は
95 年「全燃料集合体のうち、 1/3 を MOX 燃料集合体にしても安全性に問題はない」と
する報告書をまとめた。四電は、これを下回る 1/4 、 40 体を MOX 燃料集合体の上限に
するため、これも「安全」の根拠としている。 
	 ただ、 MOX 燃料の混在で従来より注意点が増えるのは事実。 2006 年の県主催プルサ
ーマル討論会では、識者から「もともとウラン燃料用の原発に間に合わせ的にプルサーマ

ルをやる変則的なやり方。安全性の一定の軽視」と批判の声がでた。 
Q4 	 推進する必要性は	 余剰プルトニウム処分	 核燃サイクル不透明 
	 高まるリスクを克服できたとしても、あえてプルサーマルを導入する必要性があるのか、

批判も根強い。 
	 国の核燃料サイクル政策は、消費した燃料以上のプルトニウムを生成するという「夢の

原子炉」高速増殖炉を将来の中心に据えていた。しかし高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」

( 福井県敦賀市 ) は 1995 年のナトリウム漏れ事故を起こし停止したまま。技術的に難し
いため、高速増殖炉開発から撤退する国も出ている。 
	 核燃料サイクルのもう一つの中心、プルトニウムを取り出す使用済み核燃料再処理工場

( 青森県六ヶ所村 ) も、本格稼動を前にトラブルが続発。再処理の際に出る高レベル放射
性廃棄物の最終処分場は、候補地も決まっておらず、核燃料サイクルの見通しはたってい

ない。 
	 さらに、国の試算では再処理路線のほうが、使用済み燃料を直接地中に埋めて廃棄する

「直接処分」より高コストであることが分かっている。 
	 軽水炉でプルトニウムを燃やすプルサーマルもサイクルの一部だが、高速増殖炉と比べ

て効率性が悪く、もともと「つなぎ」的な位置づけだった。それでもプルサーマルが進む

のは、余剰プルトニウムを保有していると核兵器開発を疑われるからだ。プルトニウムは

長崎原爆の材料に使われた核物質。核不拡散の見地から消費しなければならない側面があ

る。 
	 国の原子力委員会は 2005 年 10 月、原子力政策大綱に「直接処分技術の調査研究」を
初めて明記した。ただ、核燃料サイクル堅持が前提でプルサーマルも当面、着実に推進す

るとしている。国が政策の路線変更に難色を示す理由は、直接処分をするにしても処分場

の選定が難航しそうなことに加えて、再処理政策を前提にした原子力施設受け入れ地と再

交渉する必要があり、その間、原発の使用済み燃料が搬出できず原発が停止する可能性が

あるからだ。 
	 プルサーマルは、核燃料サイクル政策のかつての「夢」と、そこから大きくずれ込んだ



現状の「矛盾」がない交ぜになって進んでいる。 
 
2009/05/28( 木 ) 	 愛媛新聞 1面 
伊方に MOX 燃料到着 
プルサーマル実施へ 
	 四国電力伊方原発 3号機のプルサーマルで使用するプルトニウム・ウラン混合酸化物
(MOX) 燃料を乗せた輸送船パシフィック・ヘロンが 27 日午前 10 時半、伊方原発の専
用岸壁に到着。午後 6時 16 分までに全燃料が構内に搬入された。四電は「輸送期間中。
燃料の以上や外部への影響はなかった」としている。 
	 四電は 2010 年 1月上旬の定期検査で MOX 燃料を装荷し、同年 2月にも発電を始める
方針。ことし 11 月開始予定の九州電力玄海原発 3号機に続き、国内 2番目のプルサーマ
ル実施となる見込み。 
	 四電によると、到着した燃料集合体は 08 年にフランスの核燃料会社メロックス社がプ
ルトニウム0.6tを使い製造した全 21 体。 3基の専用輸送容器 ( 外径 2.5m 、長さ 6.2m)
に 7体ずつ分けて運ばれた。最初のプルサーマルで何体使用するかは未定。 
	 輸送船は海上保安庁などの船十数隻に護衛されて接岸。輸送容器はクレーンで陸揚げさ

れ、外観確認や放射線量測定を経て、トレーラーで原子炉建屋に搬入された。国や県、町

職員も立ち会った。 
	 原発ゲート前の県道では、午前 9時ごろから伊方原発反対八西連絡協議会など 3団体の
6人が、横断幕を掲げて抗議を行った。 
	 四電の常盤百樹社長は「安全を最優先に、着実にプルサーマルを進める」とコメントし

た。 
	 MOX 燃料は今後、容器から放射線を遮蔽する専用ケースに移し替え、 3号機の使用済
み燃料ピットで保管する。国の輸入燃料体検査や使用前検査などをクリアすれば、プルサ

ーマル実施となる。 
	 四電のプルサーマルは、国が 06 年 3月に計画を許可し、同 10 月に県と伊方町が了解。
MOX 燃料完成後、中部電力浜岡原発、玄海原発分と一緒に 09 年 3月、フランスから海
上輸送された。浜岡、玄海原発にはそれぞれ 18 、 23 日に搬入されている。 
	 プルサーマルは関西電力や東京電力が先行していたが、両電力の計画は MOX 燃料のデ
ータ改ざんやトラブル隠しなどが原因で進んでいない。 
解説	 安全性・必要性に懸念 
	 伊方原発にとって大きな節目となる 3号機のプルサーマル発電が近づく。しかし、根本
となる国の核燃料サイクル政策は行き詰まり、将来の見通しが立たない中での見切り発車。

安全性や必要性をめぐる懸念も依然根強い。 
	 核燃料サイクルの中核となるはずだった高速増殖炉原型炉「もんじゅ」 ( 福井県敦賀
市 ) は事故で停止したまま。もう一つの中核施設である再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) も



本格運転を前にトラブルが続発。再処理過程で出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場は

候補地すら決まっていない。 
	 プルトニウムを混ぜるため、原発の制御性や出力の安定性の余裕を低下させる MOX 燃
料について、四電は「従来と同程度の安全性を確保できる」とする。しかし、四電のプル

サーマルは高燃焼度燃料と MOX 燃料を併用する、世界でもほとんど実績のない方式だ。 
	 プルサーマルに反対する市民団体は、原発の過酷事故を想定し「毒性の強いプルトニウ

ムを使うプルサーマルは外部への影響が大きくなる」と指摘。敷地沖合いの海底を走る中

央構造線系活断層の存在も安全性への懸念を深めている。新潟県中越沖地震では想定をは

るかに超す揺れが柏崎刈羽原発を襲った。国と四電は最悪事態の想定と分析を避けてはな

らない。 
	 核燃サイクルが行き詰る中、原子力政策大綱 (2005年 ) は使用済み燃料を地中に直接埋
める処分方法を研究対象に挙げた。ただ、この場合も「核のゴミ捨て場」の場所選びは難

航必至だ。 
	 核燃サイクル政策を続けるのか、路線を変えるのか。行政や電力会社は、かたくなに既

定の国策をアピールするだけでなく、情報を公開しながらあらゆる選択肢を検討するべき

だ。 
 
2009/05/28( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
再処理・ MOX 燃料工場未完成	 サイクル連結せず 
膨らむ事業費  見えぬ出口	 「永久に ｺ ﾞ ﾐ 捨て場」懸念 
	 伊方原発 3号機で来年 2月にも始まるプルサーマルは、国が原子力政策の基本とする核
燃料サイクルの一翼を担う。だが、同事業は停滞し、先行きは不透明。環 ( サイクル ) が
つながらないまま、プルサーマルだけが発車しようとしている。 
	 使用済み燃料再処理工場 2兆 1930 億円、プルトニウム・ウラン混合酸化物 (MOX) 燃
料工場 1900 億円 --。四電などが出資する日本原燃が青森県六ヶ所村に整備している核燃
料サイクル施設の建設費だ。 
	 運転費や解体まで解体まで含めた事業費はさらに巨額になる。 2003 年時点の試算で、
核燃料サイクルバックエンド ( 後処理 ) 総事業費は 18 兆 8000 億円とされ、「電気料金
で賄う」 ( 電気事業連合会 ) 。電力各社はバックエンド費用を毎年積み立てており、四電
の場合、今年 3月までで総額 1363 に上る。 
	 長期間にわたり拒否を投じる核燃サイクル事業だが、プルサーマル実施段階に来ても、

足踏みが続く。 
	 再処理工場は当初、 00 年操業予定だったが、試運転が難航し 16 回も延期。現段階で
今年 8月の完成を目指す。現在海外で製造している MOX 燃料を国内でつくるための工場
も、今年 11 月着工、 15 年 6月完成予定と、大幅にずれ込んでいる。 
	 両工場の建設費だけで当初の 1.4-1.5 倍に膨れ上がっている。事業の遅れもあり、核燃



料サイクルを推進する経産省資源エネルギー庁は「バックエンドの総額が予定より膨らむ

のは間違いない」と認める。その一方、プルサーマルについては「使用済み燃料に含まれ

るウランとプルトニウムを回収し再び燃料に加工すれば、国産のエネルギー資源として利

用できる」と必要性を説明する。 
	 だが、 MOX 燃料の「出口」もまた、決まっていない。 MOX 燃料が日本に到着した
18 日。全国の市民団体の代表が、国にプルサーマル凍結を申し入れた。 
	 市民団体側は使用済みとなった MOX 燃料の処理方法が未定であることを問題視。しか
し、国が明確に示したのは「当面、原発施設内で保管する」という方針だけだった。 
	 MOX 燃料の寿命はウラン燃料と同じ 3-4 年。国は使用済み MOX 燃料の処理策を 10
年ごろから検討するとしているが、その準備段階として課題などをまとめるとしていた官

民の協議会での検討も進んでいない。 
	 申し入れを呼びかけた「美浜、大阪、高浜原発に反対する大阪の会」 ( 大阪市 ) の小山
英之代表 (69)は「地元が永久に核の ｺ ﾞ ﾐ 捨て場となるのではないかとという不安があ
る」と、使用済み燃料の処理策が決まらないプルサーマルの危うさを指摘する。 
 
2009/05/30( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
60 億円配分  県急がず	 交付金に気をもむ市町 
住民は使途に不信感 
	 「国は一番どろどろする部分を地方に投げた」 --。伊方原発のプルサーマル導入で、国
は愛媛県に「アメ」として地域振興目的の核燃料サイクル交付金 60 億円を出す。どう使
うかは地方の裁量だ。加戸守行知事は県と町、隣接の八幡浜市で分け合う考えを示すが、

プルサーマル実施が来年 2月に迫る段階になっても配分率や使途が決まらない。現場から
思惑、戸惑い、恨み節が漏れてくる。 
	 原発に絡む交付金額は国が決め道県や市町村に配分してきたが、プルサーマルを含む核

燃サイクルでは全額を県に出し、地元で配分を決めることになった。「効率的に使えるよ

う地元裁量にした」 ( 資源エネルギー庁 )  
	 伊方町は 2007 年、総事業費が 100億円を越す町総合計画を県に示し交渉を開始。「来
年早々の MOX 装荷までには、県に配分の方向性を出してほしい。そうせんと町民に『ど
がいなっちょるか』と問われる」 ( 山下和彦町長 )  
	 ある伊方町議は「プルサーマル了解から 3年、県と交渉もできんのかということになる。
そうなると私も町長を支援できん」と来年の町長選を控えた町政力学に言及。別の町議は

「交付金が決まらんと MOX は装荷させん」と強気だ。 
	 隣接の八幡浜市。医師不足や救急受け入れ制限が続く私立病院の改築費を見込むが「交

付先のメーンは伊方町なので、伊方の考えを無視して配分を主張する気はない」 ( 政策推
進課 ) と一歩引く。 
	 加戸知事は、県と市町の綱引きをけん制。「地域振興の観点から事業を県がやるか市町



がやるかの違いだけ」と話す。配分率は個別事業費の積算で決める考えを示し、「急ぐ話

もない」と慎重だ。 
	 交付金による地域振興策は、国の外部機関が妥当性を審議する。県企業立地推進室は

「必ずしも原発がらみの事業でなくてもよい感触だが、県の事業は検討段階で明かせな

い」 
	 原発がもたらす交付金はしかし、住民の不安や葛藤と引き換えだ。立派な箱物、賛否を

めぐる親族や仲間同士の分断 --。 1号機建設以来 30 数年のカネをめぐる後ろ暗い記憶が、
町民の考えにどこか影を落としている。「福祉に使うべきでハードはもういい」 (60 代パ
ート女性 ) 、「県も町も適当に無駄遣いするのでは」 (40 代自営業男性 )  
	 県と市町は使途を住民が納得できるよう説明する義務がある。 
	 核燃サイクルに関係する他県では、交付金をめぐり自治体間の関係がこじれるケースも

出ている。使用済み核燃料再処理工場など 3施設で計 180億円の交付金を受ける青森は、
地元 15 市町村に 60 億円。残り 120億円を県が全域を配慮しつつ使う。 
	 しかし。同県原子力立地対策課によると、金額先行の配分決定に市町村から増額要請が

殺到。しこりが残ったという。 
	 プルサーマルを導入する玄海原発の佐賀はこれまでの実績をベースに県、立地の玄海町、

隣接の唐津市が 1対 2対 1。同じく浜岡原発の静岡は県がゼロとしているが、立地の御前
崎市と隣接の 3市間で、配分率をめぐる感情的な対立が続き決着していない。 
 
2009/05/29( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
もんじゅ運転再開 11 月以降	 耐震補強工事で 
	 日本原子力研究開発機構は 28 日、 1995 年のナトリウム漏れ事故以来、長期停止中の
高速増殖炉原型炉もんじゅ ( 福井県敦賀市 ) で、原子炉補助建屋の屋上にある排気筒の耐
震補強工事を実施すると発表した。 11 月までかかる見通しで、運転再開は工事完了以降
になる。 
	 原子力機構は今年 1月、 4度目となるもんじゅの運転再開の延期を発表したが、耐震安
全性に関する国の審議の長期化で、具体的な再開目標時期は示せていない。 
	 補強工事は、もんじゅで想定される地震による最大の揺れの強さ ( 基準地震動 ) を 760
ガルに引き上げたのに伴う措置。原子力機構は「現状でも耐震性は確保されているが、安

全の余裕度を上げるため」と説明している。 
	 昨年 9月に腐食が見つかった排気ダクトの補修は 27 日に終了。中断していた各設備の
安全確認試験を再開する。 
 
2009/05/31( 日 ) 	 愛媛新聞 3面 
高燃焼度燃料とMOX 国内初併用 
効率化  安全性に懸念 



	 MOX 燃料を使う伊方原発 3号機のプルサーマル。プルトニウムの特性上原子炉の出力
をコントロールする制御棒の効きが悪くなるなど数々の不安要素がある。特に 3号機は高
燃焼度ウラン燃料「ステップ 2」と MOX 燃料を国内で初めて併用するため、さらに制御
性が落ちかねない。原発が建設当初から持っていた安全余裕が年月とともに削られていな

いか、懸念も強い。 
	 ステップ 2は、ウラン濃縮度を従来燃料 ( ステップ1)の 4.1% から 4.8% まで引き上げ
た燃料。寿命が約 4年と従来より 1年長く効率が良い。「使用済み燃料の発生を約 2割少
なくできる」 ( 四電 ) といい、 2004 年に 1、 3号機で導入。現在は全 3機に装荷してい
る。 
	 一方でステップ 2は核分裂を促す熱中性子を多く取り込むため、制御性はステップ 1よ
り落ちる。導入時から安全性低下を心配する声はあったが、 MOX 燃料との併用でその不
安は一層増す。 
	 四電は「 ( スッテップ 1との併用より ) わずかに制御性は落ちるが、必要な停止余裕が
確保できる」としており、原子炉に特別な工事はしない。ただ、これまで国内実績はなく、

海外実績もベルギーのチアンジ 2号機、ドール 3号機のみ。これは四電が直接 2原発に確
認したわけではなく、海外調査機関に依頼して得た情報だ。 
	 2006 年の県主催討論会。プルサーマルを推進する立場の識者は「原発は安全余裕を置
いて設計されている」と主張した。「車の一人で運転しているときと二人で乗るときでブ

レーキの効きが変わるのと同じ」と説明する識者もいる。 
	 しかし、討論会に出席した元京都大原子炉実験所講師の小林圭二さん (70)は「車が二人
乗りを想定しているのに対し、原発はプルサーマルを想定していない。フランスのプルサ

ーマルでは制御棒数を増やすなど改造するが、日本のプルサーマルは現行の軽水炉を変則

的に使う」と警鐘を鳴らす。 
	 原発は当初、大きな安全余裕を見込んで建設された。しかし技術の進展と効率性の追求

に伴い、余裕を切り詰めてきた経緯がある。 1980 年代に反対運動が盛り上がった出力町
政試験、電気出力を増やす「定格熱出力一定運転」、高燃焼度燃料の導入、そしてプルサ

ーマル。その先には国が決めた定期検査間隔延長に伴う「長期運転」も控えている。 
	 小林さんは憂う。「原発では技術の発達が安全余裕を削る方向に働く。万一の事故が起

これば甚大な被害を及ぼすプラントで安全余裕の意味は重要だ。安全余裕は余計なものと

言わんばかりに、『科学技術的』な根拠をもとにどんどん削られていくのではないでしょ

うか 
 
2009/06/02( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
ぬぐえぬ実験台の印象 
経済・安全性  利点なく	 国策の行方不透明 
	 四国電力伊方原発 3号機に MOX 燃料が到着し、来年 2月からのプルサーマル発電開始



に向け大きな節目を迎えた。核兵器に転用可能なプルトニウムの活用については安全性や

必要性をめぐって、異論も根強い。原子力損害賠償制度や電源三法など原発を取り巻く問

題に詳しい松山大経済学部の張貞旭教授に見解を聞いた。 
	 使用済み核燃料の再処理路線を堅持する日本は、青森県六ヶ所村の再処理工場の稼動を

国際的に認めてもらう際、「余剰プルトニウムを持たない」との宣言を余儀なくされた。

しかし、プルトニウムを燃料に用いる新型転換炉実証炉 ( 青森県大間町 ) の建設計画は、
コスト高を理由とした電力業界の反対で 1995 年に中止。さらに同年末に高速増殖炉「も
んじゅ」 ( 福井県敦賀市 ) がナトリウム漏れ事故で止まってしまった。緊急避難的に出て
きたのが、再処理で取り出したプルトニウムを使った MOX 燃料を通常の原発で燃やすプ
ルサーマル計画だ。 
	 国の原子力政策大綱によると、 MOX 燃料の導入でウランが 1-2 割節約できるという、
しかし、再処理の費用だけで燃料費が 4割近くコスト高になる。電力会社がプルサーマル
を進めるのは国策のためであり、経済性だけを考えれば損になるかもしれない。 
	 再処理をめぐる国際情勢を見ると、オバマ米政権は商業用再処理施設を建設しないこと

を決めた。理由はリスクと経済性だろう。電力自由化が進んだ米国では石炭による火力発

電の比率が高く、原子力発電が対抗するにはコストを下げる必要がある。再処理しないほ

うが競争力を持つようになるからだ。 
	 この方針で進むと、 2018 年に改訂時期を迎える日米原子力協定に影響が出る。六ヶ所
村再処理工場でお使用済み核燃料の再処理能力は、正常稼動したとしても年間 800トン。
全国の原発の排出量は年間 1000 トンに上り、たまる一方だ。 
	 日本は第二再処理工場を作ろうとしているが、再処理は米から導入した技術が多く、米

国が次の協定で認めないと建設は難しい。オバマ政権が改訂作業の時期まで続くと仮定す

れば、日本の核燃料サイクル政策そのものが根本的に変わるかもしれない。 
	 伊方原発では過去に出力調整試験が日本で初めて行われ、高燃焼度ウラン燃料ステップ

2も早い段階で導入された。そして今回のプルサーマル導入。当初の原発の設計よりも安
全余裕が減ってきているのは確かで、日本の原発推進政策の実験台にされている印象がぬ

ぐえない。 
	 経済性のメリットがあまりなく、原発の安全性は低くなる。高速増殖炉の実用化や、第

二再処理工場、高レベル放射性廃棄物最終処分場などの行方が不透明な中で、プルサーマ

ルを推進するのは理解できない。 
 
2009/06/05( 金 ) 	 愛媛新聞 1面 
プルサーマル計画見直し 
電事連：電力各社に要請 
	 一般の原発で MOX 燃料を燃やすプルサーマル計画について、電気事業連合会が、原発
を持つ電力各社に計画見直しを検討するよう要請したことが 4日、分かった。 



	 2010 年度までに全国 16-18基の原発で実施するとの目標は、現状では事実上困難にな
っている。国の原子力委員会も計画み見直しの意向を示していた。 
	 九州、四国、中部の 3電力会社は来年にかけて 3原発の 3基でプルサーマルを開始する
予定だが、その他の電力では具体的な開始時期は依然、未定。目標達成は困難な情勢で、

全体計画は見直される公算が大きい。 
	 原発の使用済み燃料を再処理してプルトニウムなどを取り出し、再び燃料として使う、

国の「核燃料サイクル」政策は、プルサーマルの実施が前提となっており、計画見直しは

原子力政策の先行きにも影響しそうだ。 
	 国内では青森県六ヶ所村の再処理工場が試運転中だが、電力各社は長年、核燃料再処理

を英国とフランスに委託。既に再処理で生じたプルトニウムを所有している。 
	 このうち九州、四国、中部の 3電力は共同でフランスから MOX 燃料を海上輸送し、 5
月に輸送船が日本に到着。九州電力は 11 月に玄海原発 3号機で国内初のプルサーマルを
始め、四国は伊方 3号機で来年 1月から、中部は浜岡 4号機で来年夏以降に MOX 燃料を
原子炉に入れる予定だ。 
	 しかし、本来は先行して実施するはずだった東京、関西の両電力を含め、その他の電力

会社は MOX 燃料がまだ完成していなかったり、国の許可や地元了解が得られていなかっ
たりして実施のめどは立っていない。 
	 電事連によると、新しい実施計画はまず、電力会社が燃料製造の進展状況や地元との関

係に応じて判断することになるという。 
	 5月末、伊方 3号機にプルサーマルで使用する MOX 燃料が到着したばかりの四国電力
は「プルサーマル計画は予定通り進んでおり、見直しはない」と明言。来年 1月開始の 3
号機定期検査で MOX 燃料装荷を予定しており、「計画通り、着実にプルサーマル計画を
推進する」とコメントした。 
 
2009/06/06( 土 ) 	 毎日新聞 1面 
電事連	 プルサーマル見直し 
計画実施 3年以上先送り 
	 電力各社でつくる電気事業連合会 ( 電事連 ) は 5日、使用済み核燃慮を再利用して発電
するプルサーマル計画について、 2010 年度までに 16-18基の原発で実施するとした計画
の見直しを正式に決定し、再処理施設がある青森県や経済産業省などに伝えた。プルサー

マルは国が推進する核燃料サイクルの柱。原発が立地する住民の不安感をどう解消してい

くかが、計画見直しの大きな課題となる。 
	 電事連は既に計画の見直しを各社に打診し、早ければ月内にも新しい計画を取りまとめ

る。実施の時期を 3年以上先延ばしする方向で調整する見通し。 
電力業界では東京、関西電力が先行導入を目指したが、 99 年にウランとプルトニウム

を混ぜた MOX 燃料の検査データ改ざん ( 関電 ) 、 02 年に原発機器のトラブル隠し ( 東



電 ) が発覚し、頓挫。地元了解を得ているのは、先月フランスから MOX 燃料が輸送され
た九州電力などの 7原発 8基にすぎない。 
政府は 97 年に閣議了解でプルサーマルの早期実施を確認。 05 年には「着実に推進す

る」とした原子力政策大綱を閣議決定している。大綱では国の積極的な広報活動をうたっ

ているが、電力各社の不満は根強い。信頼回復は、業界と国の双方に課せられた課題とな

っている。 
 
2009/06/07( 日 ) 	 愛媛新聞 3面 
プルサーマル  交付金制度打ち切り 
	 一般の原発で MOX 燃料を燃やすプルサーマルの実施受け入れに同意した道県に、それ
ぞれ 60 億円を払う交付金制度を、経済産業省が 3月末で打ち切ったことが 6日、分かっ
た。 
	 既に交付が決定した 7道県以外は、今後新たに同意があっても交付されない。経産省は
「同意自治体すべてに交付すれば、早期に受け入れ努力したところから不満が出かねない。

延長は不要と判断した」としている。プルサーマル実施以外の MOX 燃料加工施設や使用
済み核燃料の中間貯蔵施設の誘致に伴う交付金は従来通り。 
	 巨額交付金でプルサーマル推進を図る手法には賛否があるが、打ち切りによって国の原

子力政策の先行きにも影響を与えそうだ。 
	 同交付金は、プルサーマルの開始までの間に 10 億円、さらに開始の翌年度から 2-5 年
間で 50 億円が支払われる。経産省によると、これまで佐賀県が申請し、交付金の一部が
支払われたという。 
	 2006 年 10 月の制度開始以降、交付対象になったのは北海道 ( 泊原発 ) 、青森 ( 大間
原発 =建設中 ) 、静岡 ( 浜岡原発 ) 、福井 ( 高浜原発 ) 、島根 ( 島根原発 ) 、愛媛 ( 伊方
原発 ) 、佐賀 ( 玄海原発 ) の各道県。いまだにプルサーマル開始が具体化していない東北、
東京、北陸の各電力会社と日本原子力発電の原発は対象にならなかった。 
	 西宇和郡伊方町の四国電力伊方原発では、 5月 27 日にプルサーマルで使用する MOX
燃料を搬入、来年 2月に３号機でのプルサーマル実施を予定しており、愛媛県は本年度中
の交付金申請、国の承認を目指している。加戸守行知事は県、伊方町と隣接の八幡浜市で

交付金を分け合う考えを示しているが、配分率や使途は決まっていない。 
	 制度は当初、 07 年 3月までだったが、国は 08 年 3月、 09 年 3月と 2度延長。経産
省は、早期受け入れの優遇という所期の目的を果たしたことや、 10 年度までに 16-18基
でプルサーマルを開始するという従来の電力業界の目標に間に合うかどうかを考慮。自治

体からさらに延長の要望はあったが打ち切りを決めた。 
	 10 年度の目標達成は事実上不可能となっており、電力業界で計画の見直しを進めてい
る。 
 



2009/06/09( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
MOX 燃料保管作業の様子公開	 九電・玄海原発 
	 九州電力は 8日、フランスからプルサーマル用に玄海原発へ海上輸送した MOX 燃料を
輸送容器から取り出し、ピットと呼ばれる保管庫に移す作業を公開した。 
	 3号機の燃料取扱棟で輸送容器から燃料集合体を 1体ずつクレーンで取り出し、外観に
異常がないか検査。その後、同じ建屋内のピットに運ばれ、格子状に区切ったスペースの

一画にゆっくりと降ろされた。 
	 MOX 燃料は 5月に中部電力浜岡原発 ( 静岡県 ) 、玄海原発、四国電力伊方原発にそれ
ぞれ 28 体、 16 体、 21 体が搬送された。 
 
2009/06/10( 水 ) 	 毎日新聞 20 面 
チェルニブイリ事故「 18 時間後再び臨界」 
	 旧ソ連 ( 現ウクライナ ) のチェルノブイリ原発事故 (86 年 4月 26 日 ) の際、最初の爆
発から約 18 時間後に再び臨界事故が起こったと、当時の安全担当者が証言した。壊れた
原子炉の周辺に残っていた核燃料が、再び核分裂反応持続する臨界状態になったという。

過去最悪の原発事故で、被害が拡大した過程を考える上で、注目されそうだ。 
	 事故から 23 がたつのを機に、京都大原子炉実験所の今中哲二助教 ( 原子炉工学 ) が当
時の核安全課副主任のニコライ・カルバン氏 (62)= キエフ市在住 =から聞き取り、回想記
執筆を依頼していた。 
	 回想記によると、事故当日の朝、カルバン氏が発電所に駆けつけ制御室の計器を見ると、

原子炉の原子炉の核反応のブレーキ役となる制御棒が半分しか挿入されていなかった。ま

た、原子炉には中性子を吸収して核反応を抑制する原子「キセノン」があったが、この原

子は時間とともに減っていくことから、「このままだと臨界事故になる」と反応を抑制す

る物質であるホウ素の投入を上司に進言。状況把握のためにヘリコプターや装甲車の出動

を提案したという。 
	 カルバン氏は原発事故から 18 時間後の臨界について「爆発音とともに火災が発生した。
建屋上部で内側からルビー色の光が立ち上がった」と説明した。この後にガンマ線量が

10 倍に増え、核分裂反応で放出される中性子線も検出されたとし、臨界事故だったと指
摘している。また、臨界状態は約 9時間続いたとした。中性子線は生物に有害で、被害を
拡大させた可能性もある。 
	 今中助教は「再臨界の指摘は重大だ。同時に証言がどの程度確かなのか、事故全体の経

過や他の証言との整合性を検討する必要がある」と話している。 
 
2009/06/13( 土 ) 	 毎日新聞 2面 
プルサーマル実施計画を 5年延長 
電事連	 不祥事続発受け 



	 電気事業連合会は 12 日、原子力発電所で使用済み核燃料を再利用するプルサーマルに
ついて、 2010 年度までに 16-18基で実施するとした計画を 5年延長すると発表した。ト
ラブル隠しなどの電力会社の不祥事により延期を余儀なくされた形となる。 
	 プルサーマルは、使用済み核燃料からプルトニウムを取り出し、ウランとの混合酸化物

(MOX) 燃料にして燃やす発電方式。東京、関西電力が先行導入を目指したが、 99 年に
MOX 燃料検査データ改ざん ( 関電 ) 、 02 年に原発機器のトラブル隠し ( 東電 ) がそれ
ぞれ発覚し計画が頓挫。実施見通しが立っているのは、先月フランスから MOX 燃料が輸
送され来年 2月にも発電を始める四国電力など 7原発 8基にすぎない。 
	 このため電事連は各社に計画の見直しを打診し、電力 8社が計画を変更する方針を固め
ていた。関西電力は、福井県高浜町の高浜原発 3、 4号機は従来の計画通り 10 年度から
実施するものの、同県おおい町の大飯原発では 1-2 基の実施時期を 15 年度までに延長す
る。 
	 森詳介会長は会見で目標の未達成を陳謝し、「東電や関電で不適切な事象があり、著し

く信頼を失ったことが理由の大きな部分だ」と述べた。 
 
2009/06/21( 日 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方	 MOX 燃料貯蔵プールに 
輸送容器から移動終了 
	 四国電力は 20 日、伊方原発 3号機のプルサーマルで使用する MOX 燃料を輸送容器か
ら取り出し、貯蔵用のプールに移す作業を終了したと発表した。 MOX 燃料は通常のウラ
ン燃料より放射能が強いため、使用済み核燃料と同じプールに入れた。 
	 MOX 燃料は 5月 27 日に伊方原発に搬入され、翌 28 日から移動作業をしていた。作
業は核物質防護を理由に非公開で行われた。 
	 四電によると、輸送容器から全 21 体の燃料集合体を 1対ずつ専用クレーンで取り出し、
放射線を遮蔽する覆いで囲い、プール内の格子状に区切ったラックに降ろした。 2010 年
1月開始の定期検査で装荷するまで保管する。 
 
2009/06/27( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
オーストラリア	 一度も操業しなかった原発 
太陽光発電に再生 
	 ウイーン近郊に 1970 年代に建設され、一度も運転することなく停止されたツエンテン
ドルフ原子力発電所で太陽光パネル 300枚が設置され 25 日、発電が始まった。不要にな
った原発で太陽光発電を行う例のない試みで、計画を進めた地元の電力会社は「エネルギ

ーの将来を考える上で歴史的な日だ」と述べた。 
	 ツエンテンドルフ原発はウイーンの西約 50kmにあり、オーストリア唯一の原発として
完成状態にあったが、 1978 年の国民投票で操業しないことが決まった。発電所の施設は



その後、地元電力会社が買収し、国外の原発技術者の訓練が行われている。 
	 電力会社は 120万ユーロ ( 約 1億 6000 万円 ) をかけて原子炉建屋の屋上やその周りに
太陽光パネルを設置した。来月中に計 1000 枚に増やす予定で、年間の発電電力量は 18
万 kw 時と、好天時の日中には数百世帯の電力を賄えるとしている。 
	 オーストリアではツエンテンドルフ原発をめぐる国民投票に続いて、 78 年に議会が原
発建設を禁じる原子力禁止法を可決。従来の水力発電のほか、風力発電など再生可能エネ

ルギーの普及に力を入れている。 
 
2009/06/29( 月 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方 2号機：定検中送電再開 
	 四国電力は 28 日、定期検査中の伊方原発 2号機の送電を、同日午後 4時 10 分に再開
したと発表した。 7月 1日ごろ定格熱出力に達し、同 28 日に検査終了予定。 
四電によると、定検は 2月 24 日から始まり、送電停止日数は 125日。送電再開は 29

日の予定だったが、作業が順調に進み 1日早まった。 
定検中、中央制御盤をデジタル方式に取り換えたほか、耐食性を高めるために 1次系配

管の一部を交換、支持構造物への耐震補強工事も実施した。 
燃料は 121体中 36 体をウラン濃度が高い「ステップ 2」燃料に交換。 2号機の同燃料

は計 76 体となった。 
現在、 1号機も定検中で、送電再開予定日は 7月 12 日。終了予定日は 8月 6日。 

 
2009/06/30( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
MOX 燃料外観検査始まる 
伊方	 保安院職員ら燃料棒表面を目視 
	 四国電力伊方原発 3号機のプルサーマル発電で使用する MOX 燃料集合体の外観検査が
29 日、始まった。経済産業省原子力安全・保安院の職員らが 30 日までに全集合体 21
体を検査する。 
	 今回の検査は、海外で製造した燃料の品質をチェックする「輸入燃料体検査」の最終段

階。保安院は燃料の耐熱性、強度、燃料組成などの書類審査を終えており、外観検査の結

果を踏まえ、来月上旬にも輸入燃料体検査の合否を判断する。 
	 検査は前川則之・統括安全審査官ら保安院関係者、独立行政法人「原子力安全基盤機

構」職員の計 6人が実施した。 MOX 集合体を貯蔵する使用済み燃料プール「燃料検査ピ
ット」で、吊り上げた集合体の四方を水中カメラで映し、別室のモニターで燃料棒表面に

割れや傷、付着物がないか目視した。 
	 MOX 燃料をめぐっては 1999 年、関西電力高浜 3、 4号機で使用する同燃料で、英国
の核燃料会社によるデータ不正が発覚。国は 2000 年、海外製造 MOX 燃料の検査制度を
強化した。 



	 従来、外観検査は基盤機構が行っていたが、新制度導入後の輸入燃料体検査のため、保

安院が直接行った。 
 
2009/07/01( 水 ) 	 毎日新聞 23 面 
伊方原発	 プルサーマルやめて 
県議会に小学生が請願 
	 「伊方原発のプルサーマルは、やめてください」 --。久万高原町二名、不二峰小学校 5
年、鷲野天音君 (11)が 30 日、県議会に四国電力伊方原発 3号機で来年 2月から実施が予
定されているプルサーマル計画の中止を求める請願を行った。県議会事務局によると小学

生の請願は初。 
	 鷲野君と父の宏さん (41)によると、鷲野君は 5月に MOX 燃料が同原発に運び込まれた
後、図書かんなどでプルサーマル計画や MOX 燃料について調べ、危ないものだと思って
県議会に中止の請願をしようと決め、学校などで総数 288の署名を集めた。宏さんが県議
会各派を回って紹介議員を募り、社民党・護憲連合と共産党、環境市民の 3会派 5議員が
応じた。 
	 鷲野君は両親に付き添われて「安全と分からないものを使って、ぼくらの未来をなくさ

ないでください」などと趣旨を書いた請願を帽子敏信・県議会議長に提出。帽子議長は書

面を受け取り、「ちゃんと審議して結果が出ると思います。どんな結果か分からないが、

鷲野君は行動を起こした。これからも頑張ってもらいたい」と励ました。鷲野君は取材に

答え「無事に渡し終えて、すごくうれしいです」と、ほっとした表情だった。 
四国電力：原発燃料の安定確保へ	 豪ウラン鉱山調査に参加 
	 四国電力はオーストラリアで行われている新規ウラン鉱山開発プロジェクトの事業化調

査に参加する。伊方発電所の原子燃料の安定確保につなげる目的。 
	 調査は昨年 7月、カナダのウラン鉱山会社「メガ社」が単独で始め、対象は西オースト
ラリア州にあるレイクメイトランド鉱区 ( 約 290平方㎞ ) 。ウランの推定資源量は約
9100 トンとされている。 
	 四国電力や関西、九州電力などが出資している「日豪ウラン資源開発」の現地法人がメ

ガ社の現地法人などと契約を結んだ。調査は、ウランの質や量、採算性など。生産開始予

定は 11 年で、プロジェクトに参加した場合の日豪ウランの権益は３割。 
 
2009/07/02( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方 2号機	 補助給水ポンプ一次起動不能に 
	 県は 1日、定期検査中の四国電力伊方原発 2号機で、蒸気発生器から 2次冷却水が失わ
れ空焚きになるのを防ぐため、原子炉施設保安規定に基づき常時動作可能な状態にしてい

る補助給水ポンプが、人為ミスで 3秒間、起動不能状態になったと発表した。 
	 県と四電によると、同日正午すぎ、保修員が保安材の手直し作業中に誤って同ポンプの



緊急停止用レバーに接触。ポンプに異常はなく、レバーを戻し復旧した。他に 2台の補助
給水ポンプが正常に待機中で、安全に影響はなかったとしている。 
	 外部への放射能漏れはなく、国への報告対象ではない管理区域外の設備異常。県は 48
時間以内に公表するB区分の異常と判断した。 
 
2009/07/03( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
原子力大綱改定先送り 
再処理工場トラブル続発 
	 国の原子力委員会が、原子力利用の基本方針を示すためにほぼ 5年ごとに改定してきた
「原子力政策大綱」の 2010 年の改定を先送りすることが 2日、分かった。 
	 地震による原発の被災や、核燃料サイクルの中核施設である日本原燃の核燃料再処理工

場 ( 青森県六ヶ所村 ) にトラブルが続いたことなどで政策の先行きが不透明になったこと
が理由。原子力委は「 (10 年に改定しても ) 現行の大綱と同じような内容になりかねな
い」としており、この間の原子力政策の停滞が浮き彫りになった形だ。 
	 来年の改訂に向けた有識者による委員会設置は当面見送り、次回改訂作業の開始時期は

未定。 
	 現行の原子力政策大綱は、 1956 年から約 5年ごとに改定されていた原子力研究開発利
用長期計画 ( 長計 ) を引き継ぎ、 05 年に原子力委が策定。使用済み核燃料を全量再処理
し、抽出したプルトニウムを燃料に再利用する核燃料サイクル路線を堅持する一方、使用

済み燃料を再処理せず直接処分する技術も検討することを初めて明記した。 
	 しかし、肝心のプルトニウムを抽出する再処理工場は、試運転段階でトラブルが続発し

て本格操業入りを度々延期。プルトニウムを一般の原発で燃やすプルサーマル計画も始ま

らず、電力業界が当初の目標を 5年先送りしたばかりだ。 
	 06 年に改定された耐震指針に基づき国が進める原子力施設の安全性検証作業も、 07
年の新潟県中越沖地震で柏崎刈羽原発が被災した結果、新しい知見を反映する必要に迫ら

れて長期化。 95 年のナトリウム漏れ事故以来停止中の高速増殖炉原型炉もんじゅ ( 福井
県敦賀市 ) も、トラブルや耐震補強工事の影響で運転再開が遅れている。 
 
2009/07/06( 月 ) 	 愛媛新聞 3面 
四国電力・千葉昭新社長に聞く 
	 四国電力のトップが 4年ぶりに交代した。千葉昭新社長は、伊方原発のプルサーマル計
画や、坂出発電所の液化天然ガス (LPG)導入を重点課題に挙げるほか、伊方 1号機のリプ
レース ( 代替炉設置 ) では、今後 10 年以内に具体的検討を進める考えを示した。 
―本年度は伊方原発で大規模事業が相次いでいる 。  

	 1、 2号機の中央制御盤総合デジタル化。 3号機のプルサーマル導入が最大の使命。プ
ルサーマルは来年 2月発電に向けて進めていきたい。もちろん耐震強化工事も継続して確



実にやっていく。 
―伊方原発の稼働率向上を掲げている 

地元に安心安全が理解され、計画通り運転できて初めて稼働率がキープできる。昨年、

統合型補修管理システム (EAM) を導入。設備保全の全工程を電子システムで一括管理す
ることで、効率化と安全確保を図る。 
―伊方 1 、 2 号機は運転開始から約30年だが、 リプレースの見通しは。  

	 実際に 60 年運転になるか、炉の状況を見ながら判断するが、できるだけ長く運転した
い。今はリプレースについて正式に方向決定する段階ではない。ただ場所をどうするか、

どんな炉にするか、 10 年プロジェクトになることを考えれば、運転開始から 40 年が見
えてきた時には、何らかの具体的な検討はできていないといけない。 
―使用済み核燃料の中間貯蔵施設の計画は。  

	 伊方は使用済み燃料貯蔵容量を増やしており、しばらく持つ。中間貯蔵施設はまったく

の白紙。もし建設を考えるときには、地元からの誘致になるのかどうかも不明だが、合意

形成のためには相当な時間をかけなくてはならない。 
―国内のプルサーマル計画は 5 年先送りが決まった 。  

	 当社は当初計画どおりで、変更の必要はない。 3号機の国の耐震審査も大詰めで、進展
を見守っている。 
―経営全般で重視している事業は。  

	 坂出の LNG 基地は来年 3月運転開始予定。産業分野へのガス販売が重点的な事業にな
る。四国は人口減少が進み、成長を考えるなら、電気だけに過度にこだわらず、グループ

経営を重視したい。切り札の一つが海外プロジェクト。初の試みで、カタールでの発電事

業に資本参加している。今後の試金石になる。 
 
2009/07/07( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方原発プルサーマル	 小 5提出の請願不採択 
	 県議会環境保健福祉委員会は 6日、四国電力伊方原発 3号機で 2010 年 2月に開始予定
のプルサーマル計画に対し、上浮穴郡久万高原町の小学５年生が代表を努めるグループの

請願「伊方原発のプルサーマルをやめてください」を審議し、賛成少数で不採択とした。

賛成は阿部悦子氏 ( 環境市民 ) 。自民 5人、民主 1人は反対した。 
	 阿部氏は、プルサーマルで使うプルトニウム・ウラン混合酸化物 (MOX) 燃料の使用後
の処理方策が決まらず、高速増殖炉や再処理工場整備も進んでいない状況で「なぜ急いで

愛媛でプルサーマルをやらないといけないのか」ろ請願に賛意を示した。 
	 戒能潤之氏 ( 自民 ) は「原発はエネルギーの大きな発生源になっており、国も安全性を
実証している」、梶谷大治氏 ( 同 ) は「豊かな生活を維持していくために ( プルサーマル
を含む ) エネルギーが必要なのは言うまでもない」などと計画推進に賛成の意見を述べた。 
	 玉井敏久氏 ( 民主 ) は「 ( プルサーマルへの ) 正しい理解を求めていくために、幅広い



県民理解を得る取り組みが必要」と述べた。 
 
2009/07/08( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
ノズル配管 2カ所にひび 
福島第 2原発 
	 東京電力は 7日、定期検査中の福島第 2原発 4号機 ( 福島県富岡町 ) の原子炉圧力容器
の水位を測るノズル配管に、ひびとみられる線が 2カ所あったと発表した。 
	 同社によると、線は厚さ約1cmのステンレス製ノズル上にあり、長さは約 2.5mm と約

1.5mm 、深さは 0.3mm 以上。配管との接合部の近くだった。ノズル配管は 1987 年の
稼動時から交換しておらず、ひびとみられる線が入った時期は不明。この部分を切り取っ

て詳しく調査する。 
 
2009/07/14( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方 1号機送電を再開 
蒸気漏れ	 1日遅れ 
	 四国電力は 13 日、定期検査中の伊方原発 1号機の送電を、同日午前 5時 20 分に再開
したと発表した。当初の再開予定は 12 日だったが、 10 日に 2次系配管の蒸気漏れが見
つかり作業が 1日遅れた。 
	 四電によると、原子炉起動前の 10 日午前 2時 25 分ごろ、原子炉補助建屋内にあるタ
ービン動補助給水ポンプの一部配管に穴が開き、蒸気が漏れているのが見つかった。補修

して 11 日に原子炉起動操作を開始。環境や作業員への影響はなかったとしている。県は
C区分異常 ( 翌月公表 ) と判断した。 
	 定検は 3月 9日に始まり、送電停止日数は 127日。 7月 16 日ごろ定格出力に達し、 8
月 6日に検査終了の予定。 
	 期間中、中央制御盤をデジタル方式に取り換え、高経年化対策として主変圧器も替えた。

燃料は 121体中 24 体をウラン濃度が高い「ステップ 2」燃料に交換。 1号機の同燃料は
計 108体。 
	 同時に定検中の 2号機は 6月 28 日に送電を再開しており、終了予定は 7月 28 日。 
 
2009/07/16( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方 MOX 燃料に合格証 
原子力保安院	 装荷工事も認可 
	 経済産業省原子力安全・保安院は 15 日、四国電力が伊方原発 3号機のプルサーマル発
電で使う MOX 燃料について「技術基準に適合している」として、検査の合格証を交付し
た。 MOX 燃料を原子炉へ層化する際の工事計画も同時に認可した。 
	 保安院はフランスから運ばれた燃料の耐熱性、強度、組成などを書類審査。燃料到着後



の 6月 29 、 30 の両日、原発内で MOX 燃料集合体全 21 体の外観検査を実施し「傷や
部品欠落などはない」と合格を決めた。 
	 工事計画認可では、 MOX 燃料を新たに装荷した場合の温度上昇などを審査した。 
	 評価基準には燃料棒や制御棒の耐震案全性も含まれており、保安院は、旧耐震指針に基

づく伊方原発の基準地震動 473ガルに照らし安全と認めた。四電は耐震指針改定に伴い
2008 年 3月に新基準地震動 570ガルを示しているが、保安院のワーキンググループが審
査中のため、保安院は 473ガルで評価した。 
	 保安院の原子力発電安全審査課は「新基準地震動の評価結果を受けて、プルサーマルの

耐震案全性も再評価する」としている。 
	 15 日は四電原子力本部長の石崎幸人副社長が保安院を訪れ、燃料体検査合格証と工事
認可許可証を受け取った。四電は「来年 1月開始予定の定期検査での MOX 燃料装荷に向
け準備を着実に進める」とした。 
	 同原発でのプルサーマルは来年 2月にも始まる予定。 
処理具体化まで燃料装荷中止を 
市民団体	 県に要望 
	 四国電力伊方原発のプルサーマル計画について、市民団体「原発さよならえひめネット

ワーク」のメンバーら約 30 人が 15 日、県庁を訪れ、 MOX 燃料の処理策が具体化する
までは、 MOX 燃料を装荷しないよう県に要望書を提出した。 
	 四電は伊方原発でプルサーマルを 2010 年 2月に開始する予定。同席した「美浜・大
飯・高浜原発に反対する大阪の会」の小山英之代表によると、国は処理方策を 10 年ごろ
から検討するとし、電気事業連合会などと準備調査を 08 年度末までの終えるとしていた
が、 07 年度の予定だった中間報告も出ていない。メンバーらは「使用済み燃料が伊方か
ら運び出される保証がない」「処理の仕方が分からないのだから、 MOX 燃料を使用しな
いで」と訴えた。 
	 要望を受けた県の山口道夫原子力安全対策推進監は「要望は知事に伝える」と答えた。 
	 県は 5月、使用済み MOX 燃料が原発施設内に長期間保管される続けないよう国に要望
したが、メンバーから「長期間とはどのくらいか」との質問には「特に想定はしていな

い」と答えた。 
デジタル化完了	 中央制御盤公開 
伊方原発 1・ 2号機 
	 四国電力は 15 日、定期検査に合わせてアナログ方式方デジタル方式に取り換えた伊方
原発 1、 2号機の新中央制御盤を報道機関に公開した。 
	 制御盤は原子炉の重要機器をコントロールする設備。 2機の制御盤は共用の中央制御室
内にある。 
	 デジタル制御盤は、ボタン方式方画面タッチパネル式に変更した操作卓や重要機器の温

度や圧力などを示す大型画面(100インチ ) 、重要性を色分けして表示する警報などが特徴。



四電は「操作性が向上し、運転員が重要な情報を共有しやすくなった」としている。 
	 原子炉緊急停止時の制御棒挿入やタービンへの蒸気量調整操作は作業工程が多く、従来

の専用スイッチを使ったほうが確実で操作性が高いとの判断からデジタル化しない。 
	 アナログ計器の部品調達が今後困難になると予想されるため、 1、 2号機の定期検査に
併せて 3月から取り換え工事をしていた。両機の制御盤は、それぞれ 5月 22 日、 6月 1
日に運用を開始した。 
 
2009/08/06( 木 ) 	 3面 
MOX 燃料	 21 体 186億円 
四電非公表	 県内貿易概況で判明 
	 伊方原発 3号機のプルサーマル発電に使う MOX 燃料 21 体の価格は 186億円だったこ
とが、神戸税関松山支署の 2009 年上半期県内貿易概況速報で明らかになった。 
	 フランスの燃料会社からの輸送費や保険料も含めた輸入時の価格。 MOX 燃料価格につ
いて、四国電力は従来から「契約に関する数字のため」として公表していなかった。 
	 単純計算で MOX 燃料は 1体約 8.9 億円となる。四電によると、現在使っている高燃焼
度ウラン燃料の製造費は 1体 1億～ 2億円 ( ウラン市況による ) 。また、 MOX 燃料の電
力量は高燃焼度燃料の 8割にとどまるといい、 MOX 燃料はかなり割高になる。 
	 MOX 燃料は、四国、中部、九州の 3電力会社が発注してフランスの燃料会社で製造。
核物質防護を理由に武装した輸送船 2隻で約２カ月半かけて海上輸送され、 5月下旬、伊
方に到着した。 
	 四電は来年 1月に始まる伊方原発 3号機の定期検査で MOX 燃料を装荷し、 2月にも発
電を始める予定。 
 
2009/07/29( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
試運転終了時期 8回目の延期 
原燃再処理工場 
	 日本原燃の川井吉彦副社長は 28 日の定例記者会見で、使用済み核燃料再処理工場 ( 青
森県六ヶ所村 ) の試運転終了について「 8月末までに新しい工程を国に届けたい」と述べ、
予定していた 8月修了の延期を表明した。 2006 年 3月の試運転開始以来、終了時期の延
期は 8回目。 
	 再処理工場では 1月に最終工程のガラス固化体製造試験で高レベル放射性廃液漏れが発
生。設備洗浄の装置にも不具合が生じており私権再開のめども立っていない。 
	 記者会見に先立ち、同社の鈴木輝顕副社長は青森県庁を訪れ、 6月に開かれた国と県で
つくる核燃料サイクル協議会で三村申吾県知事が「 ( 安全確認を第一に ) 腰をすえて試験
に臨むこと」などと要請したことを受けた対応策を報告した。 
伊方 2号機定検を終了 



	 四国電力は 28 日、伊方原発 2号機の定期検査を同日 4時 25 分に終えたと発表した。 
	 定検は 2月 24 日に始まり、期間は 155日間。国や四電が行った検査は計 100件で、費
用は約 35 億円。期間中中央制御盤をアナログからデジタル方式に取り換えるなどの工事
を行った。 
	 燃料集合体 121体中のうち 36 体をウラン濃度の高い高燃焼度燃料 ( ステップ2)に取り
換えた。同燃料は 2号機で計 76 体となった。 
 
2009/07/30( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
原発ボイラーの運転手続き不備 
東北電に厳重注意 
	 経済産業省原子力安全・保安院は 29 日、東北電力の女川原発 3号機 ( 宮城県 ) と東通
原発 1号機 ( 青森県東通村 ) で補助ボイラーを継続運転するための手続きに不備があった
として、同社を厳重注意した。また再発防止策を 9月末までに報告するよう指示する文書
を出した。 
	 東北電によると、補助ボイラーは定期的な検査が必要だが、設備上の問題がなく、運転

条件が守られれば検査時期の延長を申請できる。女川原発 3号機で 27 日、所定の時期を
超えてボイラーを運転していたことが判明したため東通原発 1号機でも確認したところ、
同じ機能の補助ボイラーで、検査の延長を申請せずに検査不備の状態で運転していたこと

が分かった。 
 
2009/08/10( 月 ) 	 愛媛新聞 3面 
もんじゅ	 3月末までに再開へ 
	 1995 年のナトリウム漏れ事故以来、運転を停止している高速増殖炉原型炉もんじゅ
( 福井県敦賀市 ) について、日本原子力研究開発機構が来年 3月末までに運転を再開する
方針固めたことが 9日、関係者の話で分かった。原子力機構は文部科学省とともに、近く
福井県と敦賀市に報告する見通し。 
	 もんじゅは先月、国の特別保安検査の結果で、設備に関する原子力機構の管理体制の改

善が認められた。長期間使っていなかった施設全体の安全性を確認する試験は今月中に終

え、排気筒の耐震補強工事も 11 月末までに完了する。 
	 周辺の活断層をめぐる国の耐震案全性の審査は続いているが、年度内には結論が出ると

みて、再開目標時期を決めた。地元の理解を得る期間も考慮した。 
	 原子力機構は事故以来、もんじゅの運転再開を 4度延期。最近では昨年 9月、屋外排気
ダクトに腐食穴が見つかり、今年 2月と決めていた再開を延期し、その後は日程を示して
いなかった。 
 
2009/08/13( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 



もんじゅ 2月にも運転再開 
	 1995 年のナトリウム漏れ事故から停止いている高速増殖炉原型炉もんじゅ ( 福井県敦
賀市 ) の運転再開が早ければ来年 2月になることが 12 日、分かった。日本原子力研究開
発機構の幹部らが明らかにした。 
	 原子力機構と文部科学省の担当幹部らは同日、福井県を訪れて、来年 2月から 3月にか
けて再開する意向を伝えた。 
	 経済産業省原子力安全・保安院は 7月までに、もんじゅの特別保安検査を終え、「管理
体制の改善が認められた」との結果をまとめた。これを受けて、原子力機構は年度内の運

転再開を目指していた。ウランとの確認試験が 12 日に終わる予定で、 13 日から運転再
開に向けた最終的な点検に入る。 
	 原子力機構は事故以来、もんじゅの運転再開を 4度延期。最近では昨年 9月、屋外排気
ダクトに腐食穴が見つかり、今年 2月と決めていた再開を延期していた。 
	 福井県庁で西川一誠知事と面談した原子力機構の岡崎俊雄理事長は「もんじゅの耐震案

全性が確保されるとの見通しが得られた。来年 1月までに耐震補強工事など運転再開に向
けた準備作業を終え、地元自治体の理解を得られるよう努力したい」と話した。 
	 一方、西川知事は「再び再会が延期するようなことがあれば県民の理解は得られないと

いうことを肝に銘じ、原子力機構と政府が一体となって万全を期してほしい」と語った。 
 
2009/08/21( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
高浜 3号機今日起動 
来月営業運転再開 
	 関西電力は 20 日、定期検査中の高浜原発 3号機 ( 福井県高浜町 ) の原子炉を 21 日に
起動すると発表した。調整運転を経て 9月中旬に営業運転を再開する。 
	 今回の定検では、低圧タービン 3基を腐食に強い材質に取り換えたほか、耐震補強工事
を実施した。 
 
2009/08/30( 日 ) 	 愛媛新聞 3面 
玄海原発 3号機・ MOX 装てんへ 
11 月中旬に通常運転 
	 九州電力は 28 日、佐賀県玄海町の玄海原発 ( 加圧水型軽水炉、 118万 kw)の定期検
査を 30 日から始めると発表した。 10 月上旬に MOX 燃料を装てんし、同月下旬に発
電を再開。 11 月中旬に通常運転に復帰し、国内で初となるプルサーマル発電を開始す
る見通しだ。 
	 九電によると、定期検査中に 3号機の燃料集合体 193体のうち、核分裂が進んだ約
1/3(60数体 ) を交換する。その際、施設内に保管している MOX 燃料 16 体をすべて装
てんする予定。ただ、通常のウラン燃料との燃焼バランスを考慮し、装てん数を変える



可能性があるという。 
	 MOX 燃料は使用済み核燃料を再処理してフランスで製造され、 5月下旬に輸送船で
同原発に到着。経済産業省原子力安全・保安院は品質保証に関する記録確認や、目視に

よる外観検査をして 7月に合格証を交付した。 
	 プルサーマルは四国電力伊方原発、中部電力浜岡原発 ( 静岡県 ) も 2010 年以降に順
次開始する計画。 
 
2009/09/03( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
プルトニウム回収量ゼロに 
伊方原発	 本年度分 
	 四国電力は 2日、日本原燃の使用済み核燃料再処理工場 ( 青森県六ヶ所村 ) の試運転
終了が予定より 1年 2カ月遅れ、 2010 年 10 月に延期されたため、伊方原発の 09 年
度分のプルトニウム回収量がゼロになったと発表した。 
	 09 年 6月現在で四電のプルトニウム所有量は国内 740キロ、海外 660キロ。六ヶ所
村再処理工場の 09 年度試運転で 49 キロを回収予定だった。 
	 四電は、伊方原発 3号機のプルサーマル発電について「来年 1月からの定期検査で予
定通り始める。再処理工場が早期に正常運転されるよう期待したい」と話している。 
	 六ヶ所村の再処理工場は核燃料サイクル計画の中核施設だが、トラブルが続いている。

日本原燃は試運転終了の延期を 8月 31 日、国に届け出た。延期は 06 年 3月の試運転
開始以降 8回目で、 1回の延期期間としては最長。今年 1月に発生した高レベル放射性
廃棄物漏れや、廃液の洗浄作業に使う機器の故障続出などが影響した。 
 
2009/09/04( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
保安院：原発 40 年超す運転認可 
敦賀 1号機	 16 年まで停止延期 
	 日本原子力発電が廃炉に向けて来年に運転を止める予定だった敦賀原発 1号機 ( 福井
県敦賀市 ) を 40 年を超えて運転するとした計画について、経済産業省原子力安全・保
安院は 3日、必要な安全対策で健全性は確保できるととした同社の保守管理方針 ( 保安
規定 ) の変更申請を認可し、原子力安全委員会に報告した。 
	 40 年を超えて原発を運転することを国が認めたのは敦賀 1号機が全国初。認可によ
って、 1970 年に営業運転を始めた国内最古の商業用軽水炉がさらに長期運転すること
になり、今後、ほかの原発の存廃判断にも影響を与えそうだ。 
	 原電の森本浩志社長は同日、西川一誠福井県知事に対し、増設中の 3号機の運転が始
まる 2016 年まで停止時期を延期することを正式に伝えた。延期の理由を「 3、 4号機
の増設遅れに加え、原油価格高等や ( 雇用など ) 地域経済への影響なども考えた総合的
な経営判断」としている。 



	 知事は「なし崩し的に運転期間が延びることがないよう、増設計画を着実に進めてほ

しい」と要請した。県は長期運転の安全性を検証する方針。 
	 国の指針では、 40 年を超えて原発を運転するには、健全性を保つための保守管理方
法の変更が必要。電力会社には、余裕をみて 60 年間運転を前提に評価し、保安規定の
変更を国に申請、認可を受けることが求められる。 
	 原電は、長期運転によって圧力容器の材質がもろくなる現象については温度管理や検

査を充実させ、格納容器の機密性低下や配管腐食などは漏えい試験や測定などで保守管

理できるとして、ことし 2月、変更申請した。 
	 同社は 02 年、 3、 4号機の増設に合わせて 1号機の運転を 10 年に終了すると表明。
しかし、原発耐震指針の改定などで着工が遅れ、 3号機は 16 年、 4号機は 17 年の運
転開始を見込んでいる。 
安全対策の強化求める声相次ぐ	 不安抱える地元住民 
	 運転継続が 3日正式決定した国内最古の商業用軽水炉、敦賀原発 1号機。 40 年を超
えての運転は国内初となるだけに、不安を抱える福井県敦賀市の地元住民から安全対策

の強化を求める声が相次いだ。 
	 原発近くで旅館を経営する遊津明子さん (52)は「何かがあってからでは遅い。老朽化
対策をしっかりしてほしい」と不安そうな表情。別の旅館経営南敬子さん (58)も「安全
最優先で運転し、小さなトラブルもなくしてほしい」と強く訴えた。 
	 一方、自治体や商工会からは歓迎の声も。河瀬一治敦賀市長は「高経年化の心配はあ

るが、停止すれば経済的な問題が出る」と指摘。敦賀商工会議所の中村秀男専務理事も

「安全優先だが、雇用確保や受注拡大につながり地元経済に貢献する」と経済効果への

期待を示した。 
 
2009/09/10( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
海域埋め立てきょう着手	 山口・上関原発計画 
	 中国電力は 9日、山口県上関町で計画する上関原発について、発電所の敷地造成に向
けた海域埋め立て工事に 10 日から着手することを明らかにした。計画に長年反対して
いる同町祝島の島民らは、海上の漁船から抗議活動をする構え。 
	 中国電力によると、予定地約 33 万平方㍍のうち海を埋め立てるのは約 14 万平方㍍。
10 日からの作業では、予定地周辺を航行する船舶に工事区域を知らせるための灯浮標
9基を設置する。その後護岸工事や土砂の搬入を行う予定。 
	 中国電力は、早い時期に国への原子炉設置許可申請を目指す。 
	 建設をめぐっては、 2008 年、中国電力の申請に対し山口県が「海域への影響は軽
微」として埋め立てを許可。反対派が許可取り消しを求めた訴訟も進行している。 
 
2009/09/11( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 



上関原発予定地埋め立て始まる 
抗議で一部作業延期 
	 中国電力は 10 日、山口県上関町の上関原発予定地で、海面約 14 万平方㍍を埋め立
てる工事を始めた。ただ建設に反対する市民団体が漁船など約 30 隻を出して抗議し、
この日に予定していた船舶に工事区域を知らせるためのブイの設置はできなかった。 
	 中国電力はブイの設置作業を 11 日以降に持ち越した。 
	 埋め立ては陸地部分の造成に伴う土砂を投入する計画で、予定地全体の約 33 万平方
㍍の造成には約 5年かかる見通し。上関 1号機は 2010 年度に着工、 15 年度の運転開
始を目指している。 
 
2009/09/16( 水 ) 	 愛媛新聞 3面 
浜岡原発 4号機調整運転を開始 
5号機	 11 月にも再開 
	 中部電力は 15 日、 8月の震度 6弱の地震で自動停止した浜岡原発 4号機 ( 静岡県御
前崎市 ) の異常がないか点検するための調整運転を始めたと発表した。浜岡原発で地震
後に運転を始めたのは 4号機が初。タービンの動作状況などに異常がなければ 10 月中
旬ごろ営業運転を始めるという。 
	 同じく地震で自動停止した同 5号機は 10 月末までに点検を終え、 11 月上旬にも運
転再開の見通し。 
	 中部電力によると、 4号機は地震後に 16 件の不具合が見つかったが、 15 日までに
すべて復旧し経済産業省原子力安全・保安院が安全性を確認した。 
	 一方 5号機は 1-4 号機の数倍の揺れを観測、点検が長引いている。中部電は揺れが突
出した原因を調べるため、周辺の地盤の詳細な調査を同日始めた。来年 2月までに結論
を出すという。 
 
2009/09/18( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
島根原発 2号機	 プルサーマル実施目標前倒し 
	 中国電力は 17 日、 2015 年度までの開始を目指していた島根原発 2号機 ( 松江市 )
のプルサーマル計画について、 14 年度中に目標を前倒しすることを明らかにした。 
	 中国電力が同日、フランスのメロックス社と MOX 燃料の製造契約を結んだことを松
江市に報告。その際、加工や海上輸送が順調なら 14 年度中に準備が整うと説明した。 
40 体の燃料集合体は、ほかの電力会社のものと共同輸送される見通し。 
	 電気事象連合会は今年 6月、 10 年度までに全国 16-18基でプルサーマルを実施との
目標を、国の認可や地元了解が得られないため 15 年度まで先送りすると発表している。 
 
2009/09/29( 火 ) 	 毎日新聞 3面 



温暖化対策で原発容認 
川内 3号機：環境相が意見書 
	 鹿児島県薩摩川内市に建設が計画されている九州電力川内原子力発電所 3号機につい
て、小沢鋭仁・環境相は 28 日、温室効果ガス排出抑制のために同原発を最大限活用す
ることを求めた意見書を直島正行・経済産業相に提出した。 
	 97 年の環境影響評価 ( 環境アセスメント ) 法制定後、原発が対象になったのは 7件
目だが、温暖化対策の点で建設を容認したのは初めて。今後、原発推進の動きが加速す

る可能性がある。 
	 意見書では、温暖化防止のために厳しい温室効果ガス排出削減努力が求められており、

発電効率が低下した既存の火力発電所の適切な運用が重要と指摘した。経産相は 10 月
初めまでに、九電に対応を勧告する。 
 
2009/10/01( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
MOX 燃料  3 日装てん 
玄海原発 3号機：国内初プルサーマル 
	 九州電力が、定期検査中の佐賀県玄海町の玄海原発 3号機 ( 加圧水型軽水炉、 118万
kw)に、 10 月 3日未明からプルサーマル発電用の MOX 燃料を装てんすることが 30
日、分かった。順調に進めば 10 月下旬から段階的に発電を開始。 11 月中旬にも通常
運転に入り、国内初の本格的なプルサーマル発電を始める。 
	 MOX 燃料の装てん作業は 10 月 6日までの予定。 5日に作業の様子を報道陣に公開
する。 
	 プルサーマルは、原発で通常使うウラン燃料の節約につながるとされるが、毒性が強

く核兵器の材料にもなるプルトニウムを扱うなど、地元住民らに安全面で不安感が強い。

運転再開に向け、きめ細かな情報開示が求められそうだ。 
	 九電は 8月末から玄海 3号機の定期検査に入り、検査中にウラン燃料集合体 193体の
うち 1/3 ほどを交換。新たに装てんする燃料集合体の一部、 16 体を MOX 燃料に置き
換える予定。 MOX 燃料はフランスで製造され、 5月下旬に輸送船で同原発に到着、経
済産業省原子力安全・保安院の目視検査に合格した。 
	 プルサーマルは四国電力の伊方原発、中部電力の浜岡原発 ( 静岡 ) も 2010 年以降に
順次開始する見通しだ。 
 
2009/10/02( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
玄海原発	 MOX 燃料装てん延期 
差が県議会が反発 
	 九州電力は 1日、玄海原発 3号機でのプルサーマル発電実施に向けた MOX 燃料の装
てん作業について、予定していた 3日開始を延期すると発表した。 



	 差が県議会が 1日、「プルサーマル計画について議論してきた県議会が開催中なのに、
九電が唐突に装てんスケジュールを公表したことは容認できない」と古川康県知事に申

し入れ。古川知事が九電の真部利応社長に電話で日程見直しを求め、同社長が応じた。 
	 九電は地元の意向をふまえ、今後日程案を組み直し、県に説明して理解を求める方針。

3号機の営業運転開始が遅れると 1日当たり数億円の費用増となるため、大幅な延期は
避けたい考えだ。 
	 古川知事は議会後、記者団に「議会は市民団体から出された（プルサーマル中止など

の）請願書について真剣に審議している最中。九電の対応に強い不快感を抱いたのだろ

う」と説明した。 
八幡浜市議会：伊方プルサーマル中止の意見書否決 
	 八幡浜市議会は 1日、遠藤素子 ( 共産 ) 、大山政司 ( 社民 ) 両氏が連名で議員提案し
ていた「伊方原発 3号機でのプルサーマル計画中止を求める意見書」を賛成少数で否決
した。 
	 遠藤氏が「 MOX 燃料装荷で危険性が高まる。耐震性にも不安がある」などと説明。
新宮康史氏 ( 無所属 ) が「四国電力は科学的根拠に基づいてやっている」と反対した。
起立採決で賛成 3人、退席 1人だった。 
 
2009/10/08( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
海水混入調査で 3号機出力抑制 
伊方原発 3号機 
	 四国電力伊方原発 3号機で、発電用タービンを回した蒸気を２次冷却水に戻す「復水
器」に冷却用海水が混入した問題で、県は 7日、調査・処置のため 13 日から一週間程
度、原子炉の出力を現在の 102%から約95%に下げると発表した。 
	 出力抑制を伴う事故や故障で、県は当初の公表区分 B(48 時間以内に公表 ) を A( 即
時公表 ) に変更した。 
	 県と四電によると、調査対象は復水器内に四つある蒸気冷却用の水室のうち、海水が

混入したB水室。海水が流入しないよう弁を閉めてチタン製細管を点検、穴があれば栓
をする。調査・処置の間、冷却用海水が少なくなるため、それに見合った出力に下げる

という。 
	 四電は現状でも、不純物の混入を示す復水器の導電率は安定しており原発の運転継続

に支障はないが、予防保全的な措置と説明している。 
 
2009/10/10( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
ふげん解体中重水漏れ  作業員が被爆 
	 日本原子力研究開発機構は 9日、解体作業中の新型転換原型炉ふげん ( 福井県敦賀
市 ) で、放射性物質を含む重水が約 70 ミリリットル漏れたと発表した。外部への影響



はないが、作業員 14 人のうち 1人が同機構の規定を超える内部被爆をしたという。 
	 原子力機構によると、 8日午後 2時 45 分ごろ原子炉補助建屋で、装置から放射性物
質トリチウムを含む重水を抜き取る前の準備作業中、バルブから重水が滴っているのが

見つかった。重水の放射能量は国への報告基準値を上回っていた。作業員は、空気中に

蒸発して広がった放射性物質を吸い込んだとみられる。健康上の問題はないとしている。 
 
2009/10/16( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
玄海原発	 MOX 燃料装てん開始 
	 九州電力は 15 日、定期検査中の玄海原発 3号機で、プルサーマル発電用の MOX 燃
料の装てんを開始した。順調に進めば 11 月上旬から発電を再開。段階的に出力を上げ
て 12 月上旬にも通常運転に戻し、国内初のプルサーマルがスタートする見通し。 
	 燃料装てんは同日午前 8時に始まった。「ピット」と呼ばれる深さ約12mのプールの
水中で専用クレーンを使って燃料集合体を 1本ずつ持ち上げ、慎重に原子炉に差し込ん
でいく手順。通常のウラン燃料 4体に続き、同 11 時 8分に１体目の MOX 燃料を装て
んした。作業は 19 日まで続く予定で、 16 日に作業の様子を報道陣に公開する。 
	 九電は 8月末から玄海 3号機の定期検査を開始。検査機関中にウラン燃料集合体 193
体のうち 1/3 ほどを交換する。新たに装てんする燃料集合体の一部、 16 体を MOX 燃
料に置き換える予定。 
	 プルサーマルは、四国電力の伊方原発、中部電力の浜岡原発 ( 静岡県 ) も 2010 年以
降に順次開始する見通し。 
 
2009/10/17( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
核燃サイクル交付金分配金 
愛媛県・伊方町 26 億 7000 万円	 八幡浜市 6億 6000 万円 
	 しこく電力伊方原発のプルサーマル導入に伴い、国が県に交付する核燃料サイクル交

付金 ( 総額 60 億円 ) の分配に関し県は 16 日、県と伊方町が各 26 億 7000 万円
(44.5%) 、八幡浜市 6億 6000 万円 (11.0%) とする方針を決めたと発表した。 3自治体
トップが合意した。 
	 分配比率について、県企業立地推進室は「伊方原発に絡み交付されている電源立地地

域対策交付金で、県から伊方町と八幡浜市への間接交付比率が 4対 1という地元合意が
あり、踏襲した。県と伊方町はともにプルサーマル計画を承認しており同等」と説明し

た。 
	 交付金による事業内容は、県が県立中央病院の救命救急機能強化、伊方町が防災行政

無線や避難道路整備、八幡浜市が市立八幡浜病院の施設整備としている。事業実施期間

は 2010 ～ 14 年度の予定。 
	 国が伊方原発の耐震案全性を評価中で、予定通り 10 年 1月に 3号機に MOX 燃料が



装てんできるかどうかは不確定要素が残る。同室は「早く事業実施したいとの地元の要

望もあり、準備だけは先に進めてきた。耐震案全性をないがしろにするものではない」

としている。 
	 核燃料サイクル交付金は、 MOX 燃料を使用するプルサーマル計画の受け入れ県に対
し、国が使用開始年度までに 10 億円、開始翌年度から 5年間に計 50 億円を交付する。 
「安心安全へ事業進める」首長ら安堵 
	 核燃料サイクル交付金の関係 3自治体の配分額が決まった 16 日、首長らは難交渉決
着に安堵し、交付金による事業推進に頭を切り替えた。 
	 加戸知事は「地域の受益に秋分配慮しながら地元市町と協議し、住民に安心安全をも

たらす効果的な事業が選定できた」とコメントした。 
	 伊方町は 2007 年度、総事業費 100億円超の町総合計画を県に示し交渉を続けていた。
山下町長は「県と町が折半ということでまとまった。議会にも説明した。ようやく落ち

着いた。原発立地町として、安心安全のための事業を粛々と進めたい」と話した。 
	 八幡浜市の大城市長は「地域医療再生基金が一部執行停止になり、老朽化の著しい市

立八幡浜総合病院改築は厳しくなった。視への交付金全額を使って、災害医療や被爆医

療を受け持つ同病院改築へ動きたい」と述べた。 
復水器海水混入：細管 1本に穴 
伊方 3号機 21 本に栓 
	 四国電力伊方原発 3号機で、発電用タービンを回した蒸気を冷やす「復水器」に冷却
用の海水が混入した原因を調べていた四電は 16 日、細管の 1本に穴が見つかり栓をし
たと発表した。 
	 また、この周囲の細管 10 本と小さな傷が見つかった細管 10 本も予防的に栓をした。
四電は 13 日から原子炉の出力を約95%に下げ、細管を調べていた。 
浜岡 4号機の営業運転再開	 中部電 
	 中部電力は 16 日、 8月の震度 6弱の地震で自動停止し、 9月に調整運転を始めた浜
岡原発 4号機 ( 静岡県御前崎市 ) の営業運転を再開した。 
	 また台風 18 号の影響で、調整運転中の 3号機タービン建屋地下 1階に海水約 1万 7
千リットルが流入したのを受け、配管ダクト内部に逆流防止用の土嚢を積むなどの応急

処置をとった。 
	 4号機と同様に地震で自動停止した 5号機は点検中。 1、 2号機は廃炉の準備を進め
ている。 
 
2009/10/20( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方原発 MOX 燃料	 安全性県も確認を：県民共同の会が要請 
	 労働組合や市民団体、社民・共産両党県内組織などでつくる「伊方原発プルサーマル

計画の中止を求める県民共同の会」は 19 日、四国電力伊方原発で使用予定の MOX 燃



料の性状や安全性を、国や四電だけでなく県でも確認することなどを求める知事宛の要

望書を県に提出した。 
	 四電の MOX 燃料は仏メロックス社製。同社製を高浜原発 ( 福井県敦賀市 ) で使用予
定の関西電力は、自主検査で 1/4 を不合格とした。県によると、四電は MOX 燃料を自
主検査で合格としているが、関電と四電の検査内容などは「商業機密」で県は把握して

いないという。 
	 19 日は同会会員ら約 30 人が県議会議事堂を訪れ、県は山口道夫原子力安全対策推
進監が対応。同会側が関電なら不合格の燃料が四電に来ている可能性をただしたのに対

し、同推進監は否定はできないとの認識を示した。 
	 メンバーらは、メロックス社製 MOX 燃料装てんを完了した九州電力玄海原発 ( 佐賀
県玄海町 ) に絡み、佐賀県は九電に自主検査項目や詳細結果の説明を求め、県議会に報
告するとしているとし、愛媛県も同様の対応をするよう求めた。 
	 九電によると、メロックス社に問い合わせたところ、玄海原発の玄海原発の MOX 燃
料は関電の自主検査基準を満たしているとの回答があり、佐賀県に説明しているという。 
大飯原発 2号機：放射性物質漏れ	 濃度上昇手動停止へ 
	 関西電力は 19 日、大飯原発 2号機 ( 福井県おおい町 ) の一次冷却水中のガスを放出
する 1号機の排気筒から、放射性物質を含むガスがわずかに漏れたと発表した。放射能
量は保安規定で定めた放出管理値を大きく下回っており、環境への影響はないという。 
	 2号機では 8月、一次冷却水中の放射能濃度が上昇するトラブルがあり、今月 6日ご
ろから再び濃度が上昇したため、関電は今週中に原子炉を手動停止する。 
 
伊方 3号機：定検感覚 13 カ月維持	 四電が保全計画を提出 
	 原発の定期検査間隔を従来より延長できる国の「新検査制度」に関し、四国電力は

20 日までに、伊方原発 3号機の次回定検 (2010年 1月開始予定 ) から次回定検までの
間隔を、従来と変わらず 13 カ月以内とする「保全計画」を経済産業省原子力安全・保
安院に提出した。 
	 新検査制度は、各原発プラントの特性に応じた保守管理を目的に、国が 09 年 4月か
らの定検に適用した。電力会社が各プラントの点検、補修計画などを記した「保全計

画」を経済産業省原子力安全・保安院に提出した上で、定検間隔を柔軟に運用できる。 
	 しかし、定検間隔延長には伊方町など全国の原発立地自治体から、安全性や作業期間

減少に伴う地元経済への影響を懸念する声が上がっていた。 
	 四電は 1、 2号機の定検間隔は検討中としている。 
伊方 3号機：原子炉上部ふた最新型に交換へ 
	 四国電力は 20 日、伊方原発 3号機の原子炉容器上部蓋を取り換えると発表した。同
じ構造の国内外原発の蓋に圧力や腐食で溶接部が割れる事例が起きており、四電は「予

防保全のため、材質を改良した最新型にする」と説明している。 



	 取り換え工事は 2012 年度の定期検査期間中を予定。溶接してある制御棒の筒を含め
ると高さ約 8m 、直径 4.7m のドーム状の新旧蓋を交換する作業のため、 3号機の原子
炉格納容器の鉄筋コンクリート壁の一部に新たに穴を開ける。 
	 新しい蓋は、溶接部を減らし一体構造にするほか、蓋を貫通する管の溶接に使うニッ

ケル合金を割れにくいものに変える。取り出した蓋は、 1、 2号機で交換した古い蒸気
発生器を収めている保管庫で貯蔵する。 
	 伊方 3号機と同じ構造の蓋だった関西電力大飯原発 3号機 ( 福井県おおい町 ) では
04 年 5月、緊急時に作動する制御棒の筒の取り付け口溶接部が腐食割れを起こし、一
次冷却水が漏れる事例が発生。フランスでも蓋の溶接部で損傷が報告されていた。 
	 伊方原発では、 1号機で 00 年、 2号機は 01 年に改良型の蓋に交換している。 
高レベル放射性廃棄物  英から初の返還へ 
四電など	 12 月以降六ヶ所村に 
	 四国電力など電力 4社は 20 日、国内原発の使用済み燃料を英国で再処理した際に生
じた高レベル放射性液体廃棄物のガラス固化体が、初めて日本に返還されると発表した。

四国、東京、関西、九州の 4電力会社が各 7本ずつ所有するガラス固化体 28 本が 12
月～ 2010 年 3月、日本原燃 ( 青森県六ヶ所村 ) の廃棄物管理施設に海上輸送される。 
	 ガラス固化体は、使用済み燃料からウランやプルトニウムを取り出す過程で生じた高

レベルの放射性廃液を、溶融炉でガラス原料と混ぜ円筒状のステンレス鋼容器に入れた

もの。 1本の寸法は外径約 43cm 、長さ134cm、重量465-489kg。 4社の固化体は 02
～ 06 年に英国の再処理会社が製造した。 
	 四電はこれまで、英国とフランスの会社に再処理を委託。フランスでできた固化体全

56 本は六ヶ所村へ搬入済み。英国の固化体は今回分を含め計約 65 本となる見込み。 
	 日本原燃の廃棄物管理施設は、固化体を冷却するための仮置き場所。固化体は 30 ～
50 年間冷却した後、国内の最終処分場で地層処分される計画だが、最終処分場の候補
地は決まっていない。 
 
2009/10/23( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
福島第２原発	 電気出力低下はショートが原因 
東電  国に報告 
	 福島第 2原発 4号機 ( 沸騰水型、福島県富岡町 ) で、原子炉の出力を制御する再循環
ポンプが自動停止して電気出力が低下したトラブルで、東京電力は 22 日、作業員がポ
ンプに電力を供給する装置の配線を別の部品に接触させたことによるショートが原因だ

ったと発表した。 
	 東電によると、供給装置の回線がショートしたため、電圧を一定にする装置が故障、

ポンプが停止した。ショートを防ぐ措置が不十分だったほか、作業員はショートする危

険がある手順で作業していた。 



 
2009/10/29( 木 ) 	 毎日新聞 26 面 
福島第二原発：排水管誤接続で放射性物質海へ 
東京電力は 28 日、福島第二原発 ( 福島県富岡、楢葉町 ) の放射線管理区域内で手洗い
に使用した雑水などの排水管に誤った接続が計 16 カ所見つかり、放射性物質「トリチ
ウム」を含む水を海に放出していたと発表した。最大で年間放出限度の 1/38000程度で、
外部への影響はないという。建設段階のミスとみられ、他の原発も調査を始める。 
	 東電によると、放出は今年 4月、 04 年 10 月、 01 年 8月の 3回で、計 3440 リッ
トル。誤接続は、同原発の 1号機 5カ所▽ 2号機 3カ所▽ 4号機 2カ所▽廃棄物処理建
屋 6カ所。本来は廃液処理系統につなぐべき「再生水補給水系」などの排水管が、放射
性物質を含まない水をためるタンクにつながれていた。 
	 プラント建設当時に接続を誤ったとみられ、東電は 28 日、経済産業省原子力安全・
保安院と県に報告した。今後、福島第一原発 ( 同県双葉、大熊町 ) と柏崎刈羽 ( 新潟県
柏崎市、刈羽村 ) の配管も調査し、誤りがあれば付け替え工事をする。 
 
2009/10/30( 金 ) 	 毎日新聞 21 面 
温暖化対策に貢献	 高温ガス炉に脚光 
原子力機構：来年初めにも運転試験 
	 コスト競争に敗れ、一時は世界から消えた原子炉「高温ガス炉」が再び注目を集めて

いる。小型で放射性廃棄物も少ないことから、地球温暖化対策に貢献できる原子力技術

として、中国など途上国で実用化の動きが活発だ。国内でも日本原子力研究開発機構の

試験研究炉「HTTR」 ( 茨城県大洗町 ) が今月末にも再開の見通しとなった。 
	 「これが燃料です」。原子力機構の西原哲夫HTTR技術課長は、ガラス容器に入った
サラサラの黒い粒を振って見せた。 
	 粒の正体はウラン燃料を炭素などで四重に包んだ直径 0.92mmの球体。約 1万 2000
粒を黒鉛に混ぜて焼き固め、写真のフィルムケース大の円筒 ( 直径26mm、長さ
39mm) にし、縦に 14 個並べて長さ 58cm の黒鉛のさやに納めたものが燃料棒だ。さ
らに練炭のように穴の開いた黒鉛の六角柱に燃料棒 31-22本を入れた「燃料体」のブロ
ック 150個を並べて炉心とし、冷却材のヘリウムガスがすき間を通って燃料が出す熱を
取り出す。 
	 この特殊な構造が。「高温」と「安全性」という高温ガス炉の二つの特徴を生み出し

ているという。 
	 炉で熱したガスの温度は 950度。世界の原発で 8割を占める軽水炉の 300度前後に比
べ、はるかに高温だ。軽水炉は冷却材に水を使い。炉で沸騰させ蒸気で発電タービンを

回すが、再び水にして炉に戻すため、海水などで冷ます必要がある。このため、熱の

2/3 は使われず、無駄に捨てられている。国内の商業炉 53 基でも同じ状況だ。 



	 これに対し。高温ガス炉で使うヘリウムは常温でも気体なので冷ます必要はなく、蒸

気タービンより高効率のガスタービンに炉から直接ガスを送って発電できる。余熱で水

を分解して水素を作り、自動車などの燃料や、コークスを使わない新たな製鉄方法に使

ったり、海水の淡水化などにも利用できる。配管の膨張などによる損失を除き、熱の 8
割以上が使えるという。ヘリウムは化学反応しないため燃料や配管の腐食の懸念はない。

高速増殖炉もんじゅ ( 福井県 ) で起きたナトリウム漏れに伴う爆発的反応のような危険
はない。蒸気発生器などの複雑な装置が少なく、粒の被覆が 1600 度まで耐えて燃料の
溶け出しを防ぐほか、体積あたりの発熱量が小さく、炉の周囲の冷却パネルで放熱して

暴走を防げるという。「核のごみ」の使用済み燃料も軽水炉の 1/3 だという。 
	 こうした利点から、 1950 年代に開発が始まったが、出力に比べ炉が大きい難点があ
り、大出力化でコストが圧縮できる軽水炉に勝てず、ほぼ実用段階だった米独の炉は

89 年に廃止された。一方、日本では 91 年にHTTRを着工。 98 年の初臨界以後、安
全性試験を続けてきた。 
	 高温ガス炉は現在、中国・精華大の試験炉を含む 2基のみ。しかし、中国は 13 年に
山東省で出力 20 万 kw の実証炉を操業、 20 年までに 19 基 400万 kw の建設計画を
掲げる。南アフリカも 14 年に 1号炉を稼動し、 20-30基の建設を目指す。いずれも米
独の技術を取り込み、設備が簡単で大事故が起きにくい利点をエネルギー需要増に生か

す狙いだ。 
	 送電線が未整備な途上国では、大型の原発を造るより小さな投資で都市ごとに設置で

きる高温ガス炉が有利。冷却水が要らず内陸の乾燥地域に建設できる利点もある。原子

力機構は軽水炉の半分以下の出力 30 万～ 50 万 kw(人口 30 万～ 50 万人相当 ) が最
適規模という。こうした動きに、米国も 30 年ごろの実用化を目指す「第 4世代炉」の
主役として 9月に技術開発を予算化。ロシアも解体核兵器を燃料にする計画を進める。
カザフスタンは今月、原子力機構と人材育成の覚書を交わし、日本の技術支援で一足先

に実用化を目指す。 
	 日本のHTTRは定期検査中の今年 5月、微量のヘリウム漏れが発覚したが、近く復旧
し、年明けにも 950度連続 50 日間の運転試験に臨む。しかし、発電開始は早くて 15
年ごろ。実用炉計画はなく、世界最先端を誇る水素製造技術も予算がつかず、実験施設

の大型化は見送られたままだ。試験データの蓄積が不十分な中、性急な商業化のお動き

を懸念する声も強い。 
	 電力業界は温暖化対策で原発の役割を強調するが、国内の二酸化炭素排出で発電が占

めるのは役 3割。水素を作れば電力以外でも CO2 削減が図れる。東京工業大の関本博
教授 ( 原子力工学 ) は「電気しか作れない軽水炉でいくら頑張っても効果は限界があ
る」軽水炉ともんじゅに資金が集中しているが、これでいいのか長期的視野で問い直す

べきだ」と訴える。 
 



2009/11/05( 木 ) 	 毎日新聞 2面 
プルサーマル発電原子炉今日稼動	 九電玄海原発 
	 九州電力は 4日、国内初のプルサーマル発電を予定している佐賀県玄海町の玄海原子
力発電所 3号機(118万 kw)の原子炉を 5日に起動すると発表した。 9日に送電を開始し
て試運転を始め、 12 月 2日に本格的な営業運転をスタートする。 3号機は 10 月 18
日、 MOX 燃料の装荷を完了している。 
	 九電によると、起動は 5日午前 11 時ごろで、核分裂を抑える制御棒を引き抜く作業
で開始する。同日深夜から翌 6日未明をめどに、核分裂の連鎖反応が一定となる「臨
界」に達するという。 
 
2009/11/06( 金 ) 	 毎日新聞 1面 
プルサーマル起動	 玄海原発	 国内初 
	 九州電力玄海原子力発電所３号機 ( 佐賀県玄海町、 118万 kw)が 5日、起動し国内初
のプルサーマル発電に向けた一歩を踏み出した。同日深夜にも核分裂の連鎖反応が一定

になる臨界に達する見込み。 9日に発電を開始して試運転を始め、 12 月 2日から営業
運転が始まる。同原発は、 8月 30 日から定期検査のため運転を停止し、 10 月 15 ～
18 日にかけて MOX 燃料が装荷されていた。 
	 九電によると、原子炉の起動は午前 11 時、核分裂を抑える制御棒の引き抜きで始ま
った。発電開始後は、出力を段階的に上げ、機器の状態を検査する。 
	 プルサーマルは通常の軽水炉で MOX 燃料を燃やす発電方式。玄海原発 3号機は 193
体の燃料集合体のうち、 16 体に MOX 燃料を使っている。 
	 プルサーマルは 1997 年、早急に開始することが必要であるとの閣議了解がされた。
しかし関西電力高浜原発で使われる MOX 燃料の検査データ不正が発覚し、東京電力で
は原発のトラブル隠しが発覚。九州電力が国内初のプルサーマルを実施することになっ

た。 
3面	 「切り札」見切り発車 
	 MOX 燃料を使う国内初のプルサーマル発電の試運転が 5日、九州電力玄海原子力発
電所 ( 佐賀県玄海町 ) で始まった。週明けには発電が始まる見通しだ。政府や電力業界
はプルサーマルを地球温暖化対策の一環として原発を推進する「切り札」と位置づける

が、燃料の破損など安全性への懸念や「後始末」の課題も残る。相次ぐトラブルでほこ

ろびの目立つ「核燃料サイクル」は立て直せるのか。先行きは不透明だ。 
	 プルサーマル起動を受け、経済産業省の近藤洋介政務官は 5日、記者団に「日本の原
子力の発展、エネルギーの安定供給にとって意義ある大きな一歩だ」と述べた。資源小

国・日本が原子力政策の根幹にすえてきた「核燃料サイクル」は大きな節目を迎えた。 
	 国内の温室効果ガス排出量は増加傾向が続き、 07 年度は 90 年度に比べ 9% 増えた。
20 年の温室効果ガス排出量を 90 年比で25%削減する目標を掲げる民主党は、発電時



にほとんど CO2 を出さない原子力発電を地球温暖化対策の切り札と位置づけている。 
	 直島正行経産相は 10 月 2日、九電が提出した川内原発 3号機 ( 鹿児島県薩摩川内
市 ) 増設計画に伴う環境影響評価準備書に対し、 CO2 排出抑制のため、原発の最大限
の活用を図ることを盛り込んだ勧告を出した。環境影響評価法に基づく原発への勧告は

8件目だが、温暖化対策への活用が盛り込まれたのは初めて。新政権の原発推進姿勢を
鮮明に表したものだった。 
	 とはいえ、鳩山政権も一枚岩ではない。脱原発を掲げる社民党首の福島瑞穂消費者・

少子化担当相は「25%削減達成のために原発が切り札になるという共通認識は持ってい
ない」と述べ、閣内対立が露呈した。鳩山政権の目標を下回る麻生政権の目標 (90 年比
8% 減 ) でも、達成には 20 年までに原発 9基の新増設が必要と試算。政府は「計画中
の原発が 15 基あり、順調に着工、運転開始すれば可能」とみているが、地元の根強い
反対もあり、あと 10 年で 9基を新増設するのは容易ではない。 
	 「 MOX 燃料の処分先も決まっていないのに、なぜプルサーマルを始めるのか。見切
り発車だ」。佐賀県では 5日、市民団体などが玄海原発周辺や県庁で抗議行動を展開し
た。 
	 今回の始動は政府と電力業界が描く核燃料サイクルの輪の一つがようやく動き出した

に過ぎない。青森県六ヶ所村に建設中の再処理工場では昨年、使用済み燃料を一度溶か

して不要な成分の高レベル放射性廃液をガラスで固める溶融炉が試験中に損傷。廃液約

150リットルが建物内に漏れ出すなどトラブルが相次ぐ。運営する日本原燃は今年 8月、
14 回目の完成延期を発表し、 10 年の 10 月完成としたが、その後もクレーンの語操
作で廃液が漏れた。 
	 同村の MOX 燃料工場 (15 年完成予定 ) も耐震性評価が長引き、予定していた今月中
の着工は難しい。 
	 壁はまだある。高レベル放射性廃棄物を埋める最終処分場が決まらないのだ。国内

53 基の軽水炉で発生する使用済み核燃料のプルトニウムは増え続け、日本の保有量
(28.2t)は単純計算で原爆約 5000 発分にもなる。 
	 プルサーマル導入の急ピッチぶりも突出している。世界最多のフランスが 35 年かけ
て 21 基を導入したのに対し、日本は 09 年度に今回の玄海原発 3号、伊方原発 3号。
10 年度内は関西電力高浜 3、 4号 ( 福井県 ) と中部電力浜岡 4号 ( 静岡県 ) などと続
き、 15 年度までの 7年間で 16 ～ 18 基を計画している。 
	 政府と電力業界は今年 7月、今世紀後半に高速増殖炉が本格導入されるまで、 MOX
燃料のみを使う「フル MOX 」軽水炉が全原発の28%を占めるとの将来見通しを発表し
た。建設中の電源開発大間原発 ( 青森県 ) で 14 年 11 月にも「世界初のフル MOX 発
電」に乗り出す予定だが、いずれも経験のない対応が待ち構えている。 



 

毎日	 社説	 「課題視野に安全第一で」 
	 「利点」と「問題点」をはかりにかけると、現時点では圧倒的に問題点が多い。日本

が原子力政策の柱としてきた「核燃料サイクル」には、課題が山積している。 
	 その政策の一端を担う「プルサーマル」が、九州電力の玄海原子力発電所 3号機で始
動した。使用済み核燃料から取り出したプルトニウムをウランと混ぜた「 MOX 燃料」
を、通常の原発で燃やす。当初の予定から 10 年遅れた国の計画の第一号だ。 
	 海外で実施されているとはいえ、これまでとは異なる燃料を燃やすだけに、まずは安

全性に十分注意して進めてほしい。その上で、日本の原子力政策の課題を改めて検討す

るきっかけにもすべきではないか。 
	 核燃料サイクルの「本命」は、使用済み核燃料を再処理し、取り出したプルトニウム

を「高速増殖炉」で燃やすことだ。高い効率で資源が再利用でき、資源の少ない日本に

好都合といわれてきた。 
	 ところが、サイクルの両輪を成す高速増殖炉と再処理工場は、度重なるトラブルで、

どちらも先行きが不透明なままだ。 
	 高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」は、 95 年に冷却剤のナトリウム漏れ事故を起こし
て以来、停止している。改造工事の後もトラブルが続き、再開は大幅に遅れている。青

森県六ヶ所村の使用済み核燃料再処理工場でも、次々と問題が生じ、完成予定が延期さ

れ続けている。 
	 プルサーマルは核燃料サイクルの脇役だった。「もんじゅ」のトラブルで重要性が増

したが、資源の再利用の効果は小さい。しかも、緊急時に出力を抑える制御棒の効きが

通常の燃料より悪いとも言われ、より慎重な安全対策が求められる。 
	 こうした状況の中で、コストをかけて実施されるプルサーマルには、既存のプルトニ

ウムを消費する意味合いがある。日本は国内外で再処理した核分裂性プルトニウムを約

28 トン保有している。核兵器の材料ともなるだけに減らす必要があるからだ。 
今後、プルサーマルは各原発で導入が予定されている。しかし、一つの原発でトラブ

ルがおきれば、全国に影響が及ぶ恐れがある。そうした状況で再処理を始めると、さら

にプルトニウムが蓄積していくことにもなりかねない。再処理の後に残る高レベル放射

性廃棄物の最終処分場の選定も、難航するのは必至だ。 
	 温室効果ガス削減を視野に、鳩山政権は原子力の利用に積極的な姿勢を見せている。



しかし、核燃サイクルを維持している国は限られ、米国でもオバマ政権が凍結している。

核不拡散に向けた核燃料の扱いなど世界的情勢をみつつ、日本も柔軟に検討していく必

要があるだろう。 
 
2009/11/06( 金 ) 	 毎日新聞 3面 
美浜原発 50 年運転へ	 10 年延期 
	 関西電力は 5日、来年 11 月で運転開始から 40 年になる美浜原発 1号機 ( 福井県美
浜町、加圧水型軽水炉 34 万 kw)について、「 50 年間の運転が可能」とする評価書を
原子力安全・保安院に提出し、地元の福井県と美浜町に伝えた。実際の運転機関は評価

書の認可後に示すとしたが、廃炉にした場合の後継機のメドがたっていないことなどか

ら、全国で初めて 50 年運転の原発となる見通し。 
解説 
	 関西電力の美浜原発 1号機の運転期間が国内初の 50 年に達する見通しになり、国内
の原発は本格的な長期運転の時代に入る。原子力安全・保安院によると、 50 年間運転
した原発は世界でも例がない。 
	 原発の耐用年数は建設当初 30-40年とされたが、新規立地が困難になったことなどを
受け、国は「 60 年間の運転は可能」との見解を示した。しかし、老朽化する原発の運
転継続には懸念する声も多くある。日本原子力発電が今年 9月、敦賀原発 1号機を
2016 年まで 46 年間の限定で運転継続することを表明した際も、地元福井県議会では
慎重な対応を求める意見が相次いだ。 
	 今回の美浜原発 1号機の運転延長では、関西電力は停止時期を明確に示していない。
同原発で後継機の建設計画が無いのも背景にある。 
	 保安院によると、全国の商用炉 53 基のうち 18 基が運転開始から 30 年以上経過し
た。そのうち後継機の建設が決まっているのは、廃炉済みのものも含めわずか 3基だけ。
いつまで運転を続けるか、まずは事業者が住民に示すべきだ。 
 
2009/11/10( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
玄海原発 3号機：プルサーマル発電開始 
	 九州電力は 9日、玄海原発 3号機で MOX 燃料を一般の原発で使う国内初のプルサー
マルによる発電を午後 1時 48 分に開始したと発表した。国策「核燃料サイクル」の柱、
プルサーマル発電が計画より 10 年遅れで稼動を始めた。 
	 九電は今後、段階的に出力を上げて各種装置の調整運転を進め、 1週間～ 10 日程度
で出力 100%まで高める。 12 月 2日に出力の安定性や炉心の性能などを調べる経済産
業省の検査に合格すれば、同日中に通常運転に移行し、プルサーマル発電を本格化させ

る。 
	 11 月 5日午前に原子炉を起動。同日夜に核分裂が連鎖的に起きる臨界に到達し、国



が出力を調整する制御棒の効きや、中性子を吸収する一次冷却水中のホウ素濃度などを

調べ、問題なしと確認されたため、タービンに接続して発電を始めた。 
	 九電は近く、燃料漏れの有無を点検するため計測している冷却水のヨウ素濃度をホー

ムページで公開する方針。 
もんじゅの運転再開可能と報告	 国に原子力機構 
	 日本原子力研究開発機構は 9日、高速増殖炉原型炉もんじゅ ( 福井県敦賀市 ) につい
て、 1995 年のナトリウム漏えい事故後の設備や組織体制の改善結果をまとめ「運転を
再開できる状況に至った」とする報告書を国に提出した。国への報告書で運転再開が可

能と明記したのは初めて。今後、国の検査を受ける。 
	 報告書は、ナトリウム漏えい検出器の誤警報が 2007 年以降に多発した問題で、施工
ミスが発覚したタイプの約 250台をすべて交換するなど対策が充実したと強調。来月実
施する設備試験 1項目を除き、運転再開に必要な全設備の健全性を確認したほか、保守
管理部門の人員を増やすなど組織強化も図ったとした。 
	 ただ、 10 月にも作業ミスによるナトリウム検出器の誤警報が起きており、原子力機
構は引き続き慎重な対応が求められている。 
	 もんじゅは運転再開に向けた最終準備を来年 1月に終え、県などの了承を得た上で 3
月までに再開する予定。報告書は、ナトリウム漏えい事故を受けて当時の科学技術庁が

実施した総点検結果への対応をまとめたもので、今回で 5回目。 
 
2009/11/13( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方 2号機蒸気漏れ	 固化装置の配管に穴 
	 県は 12 日、四国電力伊方原発の通常運転中の 2号機原子炉補助建屋内で放射能を含
まない蒸気が漏れ、一部が水になって床にたまっていたと発表した。運転や環境への影

響はないという。 
	 県と四電によると、蒸気が漏れたのは、低レベル放射性廃液をアスファルトに混ぜ固

める装置の蒸気供給配管。パトロール中の運転員が同日午前 10 時半、蒸気漏れを発見
し、同 11 時 15 分に止まった。外径60mm、厚さ 4mm の炭素鋼製配管に直径 1mm
の穴があり、漏えい時間は最大 10 時間、水換算 10 リットルが漏れたと推定した。 
	 2号機アスファルト固化装置の配管での蒸気漏れは 3度目。前回 2007 年 8月には、
水を多く含む蒸気による配管劣化が原因とし、一部を炭素鋼からステンレスに交換した。

今回の漏えい部分は水量が少ないとして炭素鋼のままだった。四電は固化装置を停止し

原因を調べる。 
	 県は、管理区域内での設備異常で、公表区分を B(48 時間以内 ) とした。 
プルトニウムを電源開発に譲渡：四電など計 1.3 トン 
	 四国電力など電力 7社と電源開発(Jパワー、東京都 ) は 12 日、 7社が所有するプル
トニウム計1.3tを電源開発に譲渡する契約を結んだと発表した。プルトニウムは、電源



開発が青森県大間町に建設中の大間原発のプルサーマルで使う NOX 燃料の原料となる。 
	 四電の譲渡分は約 40kg 。伊方原発 3号機で使う MOX 燃料集合体 21 体を製造した
際の余りという。 
	 改良型沸騰水型軽水炉の大間原発は昨年 5月に着工。 2014 年 11 月、プルサーマル
発電で運転を開始する予定。5-10年後には原子炉内の全燃料集合体を MOX 燃料とする
計画だが、最初は全燃料集合体 872体中、 MOX 燃料は 120体以下とする。 
 
2009/11/19( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
浜岡原発 2基廃炉	 原子力保安院認可 
	 経済産業省原子力安全・保安院は 18 日、中部電力が申請していた浜岡原発 1、 2号
機 ( 静岡県御前崎市、沸騰水型軽水炉 ) を廃炉にする「廃止措置計画」を認可した。保
安院によると、軽水炉の廃炉は初めて。 
	 中部電は 1、 2号機を廃炉にした後、 6号機を新設する方針。原発の新規立地が進ま
ない中、国は廃炉と新設を同時に行う「リプレー ( 置き換え ) を後押ししており、今回
が初のケースとなる見込みだ。計画によると、中部電は原子炉周辺の放射能汚染の状況

を調べた後、 2015 年から周辺設備を解体。原子炉本体は 23 年から解体を開始し、
36 年までに終了する予定。 
	 1、 2号機 ( 出力計 138万 kw)は 1970 年代に運転開始した古いタイプの原発で、ト
ラブルなどで長期停止中。中部電は、耐震案全性を高める工事に多大な費用と期間がか

かるため廃炉を決めた。 
	 6号機は出力 140万 kw の改良型沸騰水型炉で、 15 年着工、 18 年以降運転開始を
目指す。 
 
2009/11/21( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
原発監視業務迅速に	 八幡浜・県センター起工式 
	 伊方原発の安全監視業務を行う県の伊方原子力発電所安全監視センター ( 仮称 ) の起
工式が 20 日、八幡浜市保内町宮内の建設地であった。 2010 年 10 月に開所する予定。 
	 センターでは原発周辺の放射線を常時測定し、トラブルがあった場合には職員が原発

に駆けつけ確認業務を行う。現在。両業務は松山市にある衛生環境研究所と南予地方局

八幡浜支局の「原子力安全室」が分担しているが、原発に近いセンターに職員を集約す

ることで業務の迅速化や効率化を図る。職員は研究所、支局の人員を合わせた 8人体制。 
	 センターは鉄筋コンクリート 2階建てで延べ床面積 1700 ㎡。用地取得費を合わせた
総費用は約 10 億円で、全額文部科学省の放射線監視等交付金を充てる。 
	 起工式には、県職員や建設業者ら約 40 人が出席。加戸守行知事が「周辺環境の安全
確保は原発行政の基本。来年には伊方原発でプルサーマルも始まる。施設が地域住民の

安全安心に寄与すると期待している」とあいさつした。 



伊方原発 1号機：蒸気加減弁異常熱出力制限超す 
	 県は 20 日、通常運転中の四国電力伊方原発 1号機で、発電タービンを回すための 2
次系蒸気の量を調節する弁が異常を起こし、蒸気発生器の熱出力が一時的に保安規定の

制限値を超えたと発表した。外部への放射能漏れはないという。 
	 県と四電によると、同日午前 0時 19 分、発電機出力などに関する警報が作動。何ら
かの不具合で、蒸気加減弁の一部が過剰に開いた影響で 1次系の出力も連動して上昇、
蒸気発生器熱出力が同 23 分から約 3分間、制限値 1650 メガワットを超え、最大で
1680 メガワットに達した。運転員が手動で蒸気弁を閉め、運転中の目安 1645 メガワ
ットに戻したという。 
	 四電はその後、弁動作に異常がないことを確認、監視しながら運転を継続している。 
	 県は、保安規定の制限値を超えたとして、公表区分を B(48 時間以内 ) とした。 11
月に入り伊方原発でのB区分以上は 3件目。 
	 19 日に発生した 3号機での核分裂生成物「キセノン」の一次冷却水中の濃度上昇に
ついて、四電は他の核種での異常は確認されなかったとした。 
柏崎原発火災で再発防止を指導	 東電に市消防本部 
	 19 日に東京電力柏崎刈羽原発 ( 新潟県 ) の 3号機で発生した火災を受け、柏崎市消
防本部は 20 日、東電に対し再発防止の徹底などを口頭で指導した。 2007 年新潟県中
越沖地震後、同本部による東電への命令や指導は 7回目。消防本部の須田正明消防長は、
同原発の高津正志安全部長を本部に呼び「火災は中越沖地震以降 11 件目で、大変遺憾
だ」として火災の原因などを調査、報告するよう要請した。 
 
2009/12/01( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
放射性廃棄物 2年ぶり搬出	 伊方から六ヶ所村へ 
	 四国電力は 30 日、伊方原発で発生した低レベル放射性廃棄物を青森県六ヶ所村の日
本原燃「低レベル放射性廃棄物埋設センター」に向け、専用運搬船で運び出した。低レ

ベル廃棄物の搬出は 2年ぶり 7回目。 
	 搬出したのは放射能を含んだ機器や、作業服などの洗浄排水を濃縮した水にアスファ

ルトやセメントを混ぜて固め、ドラム缶(200リットル ) に詰めたもの。作業は 29 、
30 日の 2日間あり、 1、 2号機分 304本と 3号機分 280本の計 584本を運搬船「青栄
丸」 ( 原年輸送、約 4千トン ) に積み、搬出した。埋設センターへの搬入終了は 12 月
4日予定。 
 
2009/12/03( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
プルサーマル本格稼動 
玄海原発：営業運転始める 
	 九州電力は 2日、佐賀県玄海町の玄海原発 3号機 ( 加圧水型軽水炉、 118万 kw)で、国



内で初めて MOX 燃料を一般の原発で使うプルサーマルを本格稼動した。同日午後 3時 5
分、営業運転を開始した。 
	 九電は出力の安定性や炉心の性能などを調べる経済産業省の最終検査に合格。玄海原発

訓練センターで同省から終了証を受け取った。諸岡雅俊常務は記者会見し「通常のウラン

燃料を使う時と比べ『プルサーマルだから技術的に難しい』ということはなかった」と説

明。「将来的には全炉心の 1/4 を ( ウラン燃料から )MOX燃料に置き換えたい」と述べた。 
	 玄海 3号機は 8月末から定期検査に入り、 10 月中旬に燃料集合体 193体のうち 80 体
を交換。新たに装てんした燃料集合体の一部、 16 体を MOX 燃料とした。 
	 プルサーマルをめぐっては、四国電力が 2010 年度までに、中部、関西電力が 10 年度
から実施予定。電源開発(Jパワー ) は建設中の大間原発 ( 青森県 ) で 14 年から、全炉心
で MOX 燃料を使った運転を開始する計画だ。 
市民団体強く抗議 
	 玄海原発 3号機が、国内で初めて MOX 燃料を使ったプルサーマルの営業運転を開始し
た 2日、地元の市民団体が次々と玄海原発や佐賀県庁などを訪れ、プルサーマル本格稼動
に強く抗議した。 
	 午前 11 時、玄海原発には佐賀市や福岡市などから複数の市民団体メンバーら約 30 人
が集まり「プルサーマル反対」などと大書した横断幕を掲げた。九電の真部利応社長に対

する抗議文を詠出し「社長はなぜ今日、原発に来ないのか」と怒りの声も上がった。 
	 午後には県庁で、知事と県議会議長宛抗議文とともに反対署名約 6400 人分を提出。
「既に提出した分と合わせ、署名総数は約 47 万 5千人に上る。プルサーマル中止を」と
訴えた。 
	 また夜には「NO!プルサーマル佐賀ん会」のメンバーら約 30 人が佐賀市内で竹灯篭に
火をともして「 NO MOX 」と形作り、抗議の意を示した。メンバーらは「今後もあきら
めず、一日も早くプルサーマルを止めよう」と声を掛け合った。 
浜岡原発：廃液漏れ出し 29 人被ばく 
	 中部電力は 1日、営業運転中の浜岡原発 3号機 ( 静岡県御前崎市 ) の原子炉補助建屋内
で、液体廃棄物処理系の廃液貯蔵タンクなどから微量の放射性物質を含む廃液が約 53 リ
ットル漏れたと発表した。 
	 放射線量は約 12 億ベクレルで、国への報告基準 370万ベクレルの約 320倍。作業員ら
21 人がごく微量の放射線を浴びたが、健康に害はなく、外部への放射能漏れもないとい
う。 
	 タンク室で処理作業をした 8人も微量の放射線を浴びていたことが分かり、同社が 2日、
県に報告した。 8人の被ばく量は最大 0.2 ミリシーベルトで、労働基準 1日 1ミリシーベ
ルトの 1/5 。放射性物質を含む廃液に直接触れた人はおらず、健康被害はないという。 
 
2009/12/06( 日 ) 	 愛媛新聞 3面 



もんじゅ再開で「事故再発懸念」 
福井	 廃炉求め集会 
	 来年 3月までの運転再開を目指す高速増殖炉もんじゅ ( 福井県敦賀市 ) は重大事故の再
転再開は許さない」と約千人の参加者に訴えた。原発反対福井県民会議の小木曽美和子事

務局長は 2007 年から相次いだナトリウム漏えい検出器の誤作動について「 ( もんじゅの
事業者の ) 日本原子力研究開発機構は指示を出すだけで、下請けやメーカー任せにした結
果だ」と批判。「組織体質は改善されておらす、運転が再開すれば最悪の事故が起こる」

と強調した。 
 
2009/12/09( 水 ) 	 愛媛新聞 4面 
福井・もんじゅナトリウム漏えい 14 年 
住民根強い原発不信 
	 高速増殖炉原型炉もんじゅ ( 福井県敦賀市 ) のナトリウム漏えい塩から 8日で 14 年。
来年 3月までの運転再開に向けて国の最終検査が進められてきたが、廃炉を求め、訴訟や
反対運動を続けてきた元原告ら住民にとって不信感は消えない。 
	 「こんなに長く止まっていた原発を再び動かして大丈夫なのか」。原発反対福井県民会

議の代表委員を務める吉村清さん (84)は、休眠状態となっていた設備の劣化を心配する。 
	 地元で住民団体が結成されたのは 1976 年。当初のメンバーの多くが 60-80代となった
が、事故当時の動力炉・核燃料開発事業団 ( 動燃 ) の対応について今でも怒りを隠せない。 
	 敦賀半島の北端、急斜面に囲まれた海岸に建つ白いドームの施設で警報が鳴ったのは

95 年 12 月 8日夜。 2次系配管に設置された温度計のさやが破断し、高温ナトリウムが
すさまじい勢いで噴き出して燃焼、溶岩のように床に堆積した。直後に撮影されたビデオ

映像は予想外の被害の大きさから、動燃側が隠蔽。社会的批判を浴びた。 
	 ナトリウムが飛び散った配管取り換えに 2006 年までかかり、 07 年以降、新たに設置
したナトリウム漏えい検出器が誤警報を繰り返し、運転再開は何度も延期された。 
	 「根本的に何も変わっていないのではないか」。動燃の組織が再編され、日本原子力研

究開発機構になっても、相次ぐトラブルに吉村さんらは顔を曇らせる。 
	 「安全審査に重大な誤りがあり、国の原子力設置許可は違法」。 03 年 1月、名古屋高
裁金沢支部は住民勝訴の判決を言い渡した 05 年に最高裁で逆転敗訴となったが、住民ら
にとって、国の判断を誤りとした二審判決は心の支えだ。 
	 この裁判で専門家の立場から住民を支えたのが今年 8月に 83 歳で亡くなった元大阪大
講師の久米三四郎さんだった。「だれでも分かる明快な言葉で、施設の不備を指摘した。

なぜ最高裁は認めなかったのか」と元原告らは振り返る。 
	 30 年以上にわたって訴えてきた人々の行動への関心は深く、今月 5日、敦賀市内で廃
炉を求める集会には約千人の参加者が集まった。 
	 一方、原子力機構は「段階的に対策工事を進め、国の検査も何度もクリアしており、安



全な運転再開を目指している」としている。 
 
2009/12/11( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
敦賀原発 2号機：監視装置の電源切ったまま運転 
	 日本原子力発電は 10 日、運転中の敦賀原発 2号機で、一次冷却水ポンプの電圧を監視
する装置の電源を入れ忘れるミスがあり、経済産業省原子力安全・保安院から厳重注意を

受けたと発表した。 
	 日本原電によると、 4台ある一次冷却水ポンプすべての監視装置の電源がオフのままだ
ったことが今月 2日に判明。昨年 8月に定期検査中、原子炉を起動する際に電源を入れ忘
れたらしい。 
	 監視装置は電圧などの異常を検出すると原子炉を緊急停止する信号を送る仕組みになっ

ているが、これまでにポンプ正常に動いていたため、運転に影響はなかった。 
 
2009/12/17( 木 ) 	 愛媛新聞 3面 
四電	 定検で MOX 装てん申請 
	 四国電力は 16 日までに、 1月上旬に予定する伊方原発 3号機の定期検査内容を経済産
業省原子力安全・保安院に申請した。当初の予定通り MOX 燃料を原子炉に装てんする内
容。 
	 県は 2006 年にプルサーマルを了承した際、四電に対して「国、県による原発の耐震案
全性確認」を条件にしたが、現時点ではいずれの確認も終わっていない。四電は「定検前

に必要な申請。県の条件には適切に対応したい」としている。 
	 四電は、国の耐震案全性確認がずれ込み、 MOX 燃料装てん日程に影響が出た場合の対
応について「仮定の話なので答えられない。国の耐震評価審議がスムーズに進むよう努力

する」と話した。 
	 四電はフランスで製造した燃料集合体 21 体を伊方原発の燃料プールに貯蔵している。
今回のプルサーマルで何体装てんするかは、現時点で未定という。 
 
2009/12/18( 金 ) 	 愛媛新聞 3面 
上関原発 1号機	 着工を 2年延期 
中国電	 12 年以降に 
	 住民の激しい反対運動などで 2010 年度の着工が困難になっている中国電力上関原発
( 山口県上関町 ) の建設計画で、 1号機の着工は少なくとも 2年遅れ、 12 年度以降とな
る見通しであることが 17 日、関係者への取材で分かった。 
	 これに伴い、 15 年度としていた運転開始も 17 年度以降にずれ込むという。中国電は
18 日、経済産業省原子力安全・保安院に原子炉設置許可申請を提出する。 
	 1号機の着工延期は 1994 年の建設計画発表以来、 8回目。 1号機は 01 年度、 2号機



は 06 年度以降の着工を目指していた。 
	 中国電は建設予定地の海面埋め立て工事に着手したが、反対する市民団体が海上で抗議

活動を展開。同社が工事の遅れによる損害賠償を求め、団体メンバーを提訴するなど混乱

が続いている。 
 
2009/12/19( 土 ) 	 毎日新聞 30 面 
上関原発：原子炉設置許可を申請 
中国電力	 1号機 18 年運転開始 
	 山口県上関町に原子炉 2基の原子力発電所計画を進めている中国電力は 18 日、 1号機
の原子炉設置許可を直島正行介在産業相に申請した。併せて電力供給計画の変更届を提出

し、 1号機は 10 年度着工、 15 年度運転開始としていたのを 12 年 6月着工、 18 年 3
月運転開始▽ 2号機は 15 年度着工、 20 年度運転開始を 17 年度着工、 22 年度運転開
始にそれぞれ延期した。 2号機の設置許可は、着工が近づいてから申請するとしている。 
	 中国電が 94 年に最初の着工計画を発表して以降、 1号機の建設延期は 8回目。これま
では用地取得の遅れや地元の反対運動により、延期を余儀なくされた。今回は、申請に必

要なデータを集める調査に時間をかけ、予定より 9カ月遅れて申請したことなどにより、
許可までの審査にかかる約 2年間を見込んだ。 
	 会見した山下隆社長は、原発の安全性に万全を期したと強調。「特に耐震設計は ( 想定
される地震の揺れに ) 最大限の余裕を持って大書できる」と自信を示した。 2号機の原子
炉設置許可を後回しにした理由についても「設計に最新の知見が反映できるため」と述べ、

安全性重視の姿勢を強調した。 
	 中国電は、他の電力会社に比べ火力発電への依存度が高い。原油輸入価格の変動や為替

相場の不安定さが業績に直結することから、同社は原子力発電の比率を高めることを最重

視しており、山下社長は「上関原発の建設に不退転の決意で取り組む」と改めて決意を示

した。 
 
2009/12/22( 火 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方原発油漏れ	 原因部品を交換 
	 伊方原発の管理区域内にある高圧圧縮減容装置から約 2リットルの油が漏れた設備異常
で、県と四電は 21 日、配管接続部のボルトが緩み、油漏れ防止用のゴムリングが損傷し
たことが原因だったとし、リングを新品と交換、復旧したと発表した。 
	 同装置は、不燃性低レベル放射性廃棄物を圧縮して容量を減らす油圧プレス機。 10 月
に完成し、 12 月 11 日から 3日間、初稼動したが、 15 日に油漏れが見つかった。四電
によると、同装置は年度内に 30 日間稼動し、 155リットルドラム缶 500本を処理する予
定で、今回の異常による計画変更はないという。 
 



2009/12/26( 土 ) 	 愛媛新聞 3面 
伊方原発プルサーマル日程発表	 反対派ら「言語道断」 
	 伊方原発 3号機のプルサーマルで、四国電力は 25 日、 MOX 燃料装てん時期や臨界の
日取りなどを具体的に発表した。県が燃料装てんの条件としている「国、県による耐震案

全性確認」が終わらない中での公表。プルサーマルに反対する人たちからは「言語道断」

と批判の声が上がった。 
	 四電の耐震評価に国として最終判断を下すのは、内閣府原子力委員会となる。安全委の

担当者は「議論は後半部分に入ったところで、いつ終わるかはよく分からない」とした上

で「県と四電の事情は知っている。伊方の議論は今後回数を増やす。 1月は厳しいかもし
れないが、 3月までには何とか」と状況を話した。 
	 県の山口道夫原子力安全対策監は「四電には耐震案全性の確認ができるまでは装てんし

ないよう求めており、それに沿った対応をしてもらえるものと思っている」。伊方町の山

下和彦町長は「安全委の結論を待つというのは県の立場で、それはそれでいいと思う」と

感想を語った。 
	 しかし、原発さよなら四国ネットワークの大野恭子さん (58)は「日程を発表するような
状況ではない。四電は県に圧力をかけているのではないか」と怒った。伊方原発反対八西

連絡協議会の近藤誠さん (62)は「スケジュールは四電が勝手に立てているもの。強行は許
されない。高燃焼度燃料 ( ステップ2)と MOX 燃料の併用は住民をモルモットにする実験。
わたしたちはあきらめす、しつこく危険性を訴えていく」と話した。 


