
 
 
 

 
 

 

  

すさまじい量の放射能が漏えい すさまじい量の放射能が漏えい 

六ヶ所再処理工場の高レベル廃

液ガラス固化建屋において、事業

者の日本原燃は、１月９日から２

１日までの１３日間に、計約１４

９リットルもの高レベル放射性廃

液の漏えい事故を起こしました。

高レベル放射性廃液貯槽で厳重に

管理しておくべき廃液が、知らな

い間に配管を通って、ガラス固化

体を製造する部屋（セル）で漏え

いし続けたのです。１１日後の２

月１日にも再び同じ箇所から高レ

ベル放射性廃液の漏洩事故を起こ

しました。 
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高レベル放射性廃液は、再処理

の過程で生み出されるもので、そ

の放射線は、強制冷却を続けなけ

れば溶液自体が容易に沸騰してし

まうような強さであり、強い放射

線の作用で水が放射線分解し、爆

発事故を起こすレベルの水素が発

生するため、常に掃気し、水素濃

度を一定以下に抑制しておかなければなりません。 
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 そのような恐ろしいものが漏えいしたということそのものが大問題です。しかも漏えいした約１４
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私たち「再処理とめたい！首都圏市民のつどい」は、毎月第４水曜日に経済産業省別館前でのニュ

ース配布と要請書の提出などの定例行動を２００４年１２月から続けてきました。 

漏洩事故時のガラス固化セル内 

（09年 2月 24日原燃報告より）

③ 

④

①の配管から高レベル放射性廃液が約 149ℓ漏洩 
②③トレイ直下の配管サポート 
④⑤ガラス溶融炉関連機器（一部サポートを含む） 
が漏洩を起こした配管の下に位置している。 



ますが、行方不明のままです。事故を起こし

た高レベル放射性廃液貯槽（供給槽Ａ）内の

放射能濃度は、セシウム１３７で約３６億ベ

クレル／ｍｌと非常に高く、行方不明のセシ

ウム１３７の放射能量は、六ヶ所再処理工場

からのセシウム１３７の大気と海への年間放

出量１７０億ベクレルに対して、その約１．

６万倍にもなります。漏えいした高レベル放

射性廃液の放射能量は、濃度が公表されてい

る３つの放射性物質（セシウム１３４／１３

７、ユウロピウム１５４）だけで約５８６兆

ベクレルです。公表されていないストロンチ

ウム９０、ルテニウム１０６などを含めれば

さらに大きな数字になるはずです。日本原燃

は、高レベル放射性廃液内の全ての放射性物

質の濃度を公表すべきです。 
 
行方不明の放射性物質の所在を全て明ら

かにせよ 

 事故を起こしたセルの中で発生した気体は、

換気設備を通って主排気筒から放出されます。

日本原燃と原子力安全・保安院は、事故によ

る「周辺環境への影響はなかった」としてい

ますが、これだけ大量の放射能が漏えいし、その大部分

た多くの放射能が外部に放出された可能性は否定できません。日本原燃は、換気設備のフィルターで

回収された放射性物質とその量、セル内全体を汚染しているとみられる放射性物質の所在と量を調査、

公表すべきです。主排気筒等のモニタで検出可能な核種も公表すべきです。 
 

閉止フランジ

ここから漏洩

トレイ

ガラス溶融炉 A
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漏洩液受皿集液ポット

ガラス固化セル内を横から見た図 

（2009 年 2 月 24 日原燃報告書より） 

が行方不明の状態にあるのですから、気化し

２日以上も漏洩を止めることができなかった 
していたにもかかわらず、日本原燃は、３日後の１

じ事故を繰り返す日本原燃の絶望的な体質  
日後に２回目の事故を起こしました。2 回目の

事

・２４原燃報告書――行方不明の放射能の所在は全く明らかにされていない  

れの改訂版を出

１

 事故発生直後から供給槽Ａの液位は大幅に低下

２日になるまで、液位の低下に気づきませんでした。１月１５日から各種警報が何度も鳴り始め、漏

えい液の流れ込む受皿の液位と温度が上昇し、液位上昇の注意報・警報が繰り返し鳴っても、受皿内

の廃液の調査をしませんでした。漏えいが分かったのは１２日も後でした。その後も、重要度の低い

「事象」として扱い、翌日朝になるまで公表しませんでした。あまりにもずさん極まりない高レベル

放射性廃液管理の実態が明らかになりました。 
 
同

原燃は１回目の事故に対する報告を出したわずか２

故は、配管に高レベル廃液が再び流れてくることはないだろうと決めつけて、配管内部に残留して

いる高レベル放射性廃液を確認することもなく、前回漏えいを起こした配管のフタを再びいい加減に

取り付けていたことから起こったとされています。 
 
２

日本原燃は、２月２４日に、１月３０日と２月１０日に出した事故報告書のそれぞ



固化セルで漏洩した廃液は、「固化
セル換気設備」を通って、主排気
筒に送られる。上の「高レベル廃
液ガラス固化廃ガス処理設備」と
比べるとヨウ素フィルタがない
等、フィルタの数が少ないのが分
かる。 

しました。漏洩し

、漏え

液

始めてから１ヶ月半、漏えい発見から数えても１ヶ月以上も経っていながら、行方

不

い

原燃は１８日、ガラス溶融炉が白金族

ことを目的に、
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明の高レベル放射性廃液の所在も全く分かっておらず、供給槽Ａ内の廃液が配管に移送された原因

も曖昧なままであることが明らかになりました。事故の実態もつかまずに、汚染されたセル内の洗浄

だけはせっせと行っています。 
また、報告書は、これまで高レベル放射性廃液、プルトニウム濃縮液などの超危険な貯槽でさえ、

常時監視を行っていなかったこと

受皿の液位が上昇した時の対処の手

順も決めていなかったことなど、全くい

い加減な管理の実態を明らかにしていま

す。 
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ガラス固化建屋に、模擬廃液を炉内洗浄

用に供給する設備を設置するための変更

認可申請を行いました。昨年１０月に大

量の白金族を含む不溶解残渣廃液を初め

て投入した直後から通常運転できない状

態に陥り、どれだけ洗浄や撹拌を繰り返

しても回復せず、撹拌棒を曲げ、炉内を

損壊し、高レベル廃液の大量漏洩事故ま

で起こしました。これらの事態のどれ一

つに対しても原因や対策を出せていませ

ん。そうであるにもかかわらず、高レベ

ル廃液で汚染されたセルの中にやみくも
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封水が流入 

（オーバーフロー） 
塔槽類廃ガス処理系 

1 月 9日から 21日まで（15日の負圧変動時を除く 洩 ）の漏

1月 15日負圧変動時の漏洩 

漏洩量 
ℓ約１２４

漏洩量 
約２３ℓ

（2 09 年 2 月 2 日保安院文0 書より） 

漏出 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備と固化セル換気設備 2008 年 5 月 30 日原燃報告より



に設備を設置し、欠陥だらけの損傷したガラス溶融炉を使い続けようとしているのです。 
 
国は原燃への事業指定を取り消せ！ 

２月１２日の原子力・安全保安院ヒアリングの場で、保安院は、今回の事故を法令報告対象としな

いことを、口頭での指示のみの甘い対応に止めることを明

きました。国には、今回の事故

を

 

いこと、即ち事故・故障として取り扱わな

らかにしました。「爆発防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあった」（再処理の事業に関する

規則）事故を起こしたという認識はまるでありませんでした。出口の排気筒モニタさえチェックして

いれば、途中のフィルタ等で捕集された放射性物質の測定を行う必要はない、すなわち行方不明の放

射性物質は所在が分からないままでよいという見解を示しました。 
２月２４日の改訂版報告書で原燃は、事故を起こした「組織要因の分析」を行い別途報告書を取り

まとめるとしています。国はこれまで原燃の杜撰な組織体質を許して

発生させたことに重い責任があります。原燃には再処理工場を管理する資格は全くないことを認め

るべきです。国は、今回の事故の重大性を深刻に受け止め、高レベル放射性廃液の管理能力皆無の原

燃への六ヶ所再処理事業に対する事業指定を直ちに取り消すべきです。 
 
２月７，８日と岩手県盛岡で「六ヶ所村ラプソディー」東日本サミットという STOP 六ヶ所を目指す仲間が連携して、再処理を止めるた

の具体的な案を練るイベントが行われました。各地から１７０名を超える参加者が集まり、熱く議論を交わし、以下の盛岡宣言を採択

。 

 ドキュメンタリー映画『六ヶ所村ラプソディー』は、日本各地でそれぞれに生きてきた人々を、核燃料再処理工場とい

びつけた。海、空、大地などの自然や環境 き継ぐすべてのいのちを守りたいと願う

朴な私たちの心を揺さぶった。そして、エネルギーや経済政策の名の下に進められる国策という何か大きなカタマリの根底に、六ヶ所

曲

折

り上げていく、新しい民主

ないことを求める」に取り組む』 

る自立した活動を作る。 
 

再処理工場を止めるための六ラプ市民サミット・プログラムとする。そして、相互に連携しながら、

私たちは、ここに宣言する。 

参加者一同 

め

しました

2009 年 2 月 8 日

『六ヶ所村ラプソディー』東日本サミット 盛岡宣言 
 

う「一点」で結

、食、健康、子ども、私たちを含む生態系、未来に引

素

村に住む人々の生活と、それとは無関係だと思って生きていた人々とのつながりを浮かび上がらせ、一挙に私たちを目覚めさせた。 
ムリヤリ押し付けられる国家プロジェクトと放射能への不安に、何をしてよいのか分からず、目の前のできることから始めた個々人の

アクションは、「STOP 再処理！LOVE 六ヶ所！」「海に空に放射能を捨てないで！」というムーブメントとなって日本全国へと広がり、

さまざまな企画とネットワークを生み出した。それぞれの行動は、あるときは思いがけない成果を生み、あるときは苦渋をなめ、紆余

しながら、いつしか実際に止めることができる具体的アクション・プランを求める大きな潮流となった。 
 無名な一人ひとりの自主的参加による市民サミットは、ユーモアとウィット、斬新なアイデア、それぞれの持ち味や経験を生かした提

案が集まり、真剣な議論を通じて、４つのアクション・プランを決定した。 
 本サミットは、日本の新しい政策提言の形、主体的な自治的市民の提言として、私たち自身の手で未来を作

主義の姿かもしれない。私たちの生活のことは私たちが議論し、決定し、責任を持って行動する。あたりまえのことをあたりまえに行う

ことの大切さと責任の重さを自覚し、皆の総意で確認する。 
一、「グリーンエネルギー政策大綱（仮称）の策定」 
 原子力発電からグリーンエネルギーへの転換に向けた具体的提言を創り上げ、環境への負荷が少ない持続可能な社会をめざすことを政

府に求め、また広く市民に伝える。 
一、『全国署名「高レベル廃液を絶対に環境へ放出させ

 署名活動を通じ、再処理工場の高レベル廃液による深刻かつ甚大な環境汚染の緊急性を 広報し、早急に再処理工場の凍結を要望する

多くの国民の声を政府に届ける。 
一、「再処理データバンクづくり」 
 再処理を止めるため、科学的知識・政治的戦略・経済的効率の試算・そして皆の活動実績などあらゆるデータを蓄積し、活動に生かせ

るノウハウを共有して、バンクによ

一、「みんなでできるキャンペーン」

 身の回りで誰でも賛同できる草の根運動から国の政策転換を求める運動まで含め、広く全国各地に呼び掛け、躍動する。あなたのパッ

ションと行動が全てだ。 
 これら４つのアクション・プランは

具体的かつ効果的に進めていくために、六ラプ市民サミットネットワークを作る。 
 
 未来は、今の私たちの選択にかかっている。 
これから始まる私たちのドキュメンタリー。 

 
目的は一つ、道を作ろう。 

 


