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那珂市議会原子力安全対策常任委員会記録 

開催日時 平成 29 年５月 19 日（木）午前９時 30 分 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席議員 委員長 笹島  猛  副委員長 冨山  豪 

     委 員 古川 洋一  委  員 助川 則夫 

     委 員 遠藤  実  委  員 福田耕四郎 

欠席委員 な し 

職務のため出席した者の職氏名 

     議   長 中﨑 政長  事務局長 寺山 修一 

     事務局次長 清水  貴  書  記 萩谷 将司 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美     市民生活部長 石川  透 

     防災課長補佐 秋山 光広  原子力Ｇ長 海野 直人 

     原子力専門委員 ４名 

     量子科学技術研究開発機構那珂核融合研究所職員 ８名 

     三菱マテリアル株式会社職員 ３名 

     三菱原子燃料株式会社職員 ５名 

     日本原子力発電株式会社職員 ７名 

会議事件と概要 

     （１）原子力事業所の年間主要事業計画について 

       ・量子科学技術研究開発機構那珂核融合研究所 

       ・三菱マテリアル株式会社 

       ・三菱原子燃料株式会社 

       ・日本原子力発電株式会社東海・東海第二発電所 

     （２）気体廃棄物の放出状況について 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前９時 30 分） 

委員長 おはようございます。 

   開会前にご連絡いたします。 

   会議は公開しており、傍聴可能となっております。また、会議の映像を庁舎内のテレビ

に放送します。会議内での発言は必ずマイクを使用していただいて、質疑、答弁の際は簡

潔かつ明瞭にお願いいたします。携帯電話をお持ちの方は電源をお切りになるか、マナー

モードにしていただきたいと思います。 

   ただいまの出席委員は６名でございます。欠席委員はございません。定足数に達してお
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りますので、これより原子力安全対策常任委員会を開会いたします。 

   会議事件説明のため、副市長、原子力委員会外関係職員の出席を求めております。 

   職務のため、議長及び議会事務局職員が出席しております。 

   ここで議長より挨拶をお願いいたします。 

議長 改めまして、おはようございます。 

   笹島委員長のもと、本日は原子力安全対策常任委員会ということで、ご苦労さまでござ

います。各事業所からの説明を受ける会議となっております。また、原子力の専門委員の

皆様には、ご出席をいただき、心から御礼を申し上げます。適切なアドバイスがあればよ

ろしくどうぞお願いいたします。 

   慎重なるご審議をお願いして、議長の挨拶といたします。ご苦労さまでございます。 

委員長 次に、副市長、ご挨拶をお願いいたします。 

副市長 おはようございます。 

   原子力安全対策常任委員会へのご出席、ありがとうございます。お疲れさまでございま

す。 

   本日は、毎年年度初めに行っております各事業所からの事業計画の報告をさせていただ

きます。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

委員長 これより議事に入ります。 

   本日の審議の進め方については、別紙日程のとおりでございます。 

   初めに、原子力関連４事業所から年間主要事業計画について報告を受けまして、また、

最後に、執行部からの気体廃棄物の状況についても報告があります。よろしくお願いいた

します。 

   暫時休憩いたします。 

   事業所の入室をお願いいたします。 

     休憩（午前９時 34 分） 

     再開（午前９時 36 分） 

委員長 再開をいたします。 

   原子力事業所の年間主要事業計画についてを課題といたします。 

   量子科学技術研究開発機構那珂核融合研究所が出席しておりますので、年間主要事業計

画について説明を求めます。 

   出席者の紹介をしてから説明をお願いいたします。 

那珂核融合研究所長 改めまして、おはようございます。量子科学技術研究開発機構那珂核融

合研究所の所長をしております栗原でございます。 

   まずは、平成 29 年度主要事業計画等の説明の機会をお与えくださいまして、本当にあり

がとうございます。また、日ごろよりご指導を賜ってございます。重ねて御礼を申し上げ
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たいと思います。 

   それでは、本日の出席者の紹介を私からさせていただきます。 

   私の左手でございます。副所長の草間でございます。 

   それから、私の右手でございます。副所長の石田でございます。 

   それから、さらに左手ですが、副所長の木村でございます。管理部長も兼ねてございま

す。 

   それから、右手でございますが、トカマクシステム技術開発部長の逆井でございます。 

   後ろにまいりまして、庶務課長の飯田でございます。 

   それから、保安管理課長の川崎でございます。 

   それから、庶務課の主幹の才善でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

   それでは、早速、年間主要事業計画の説明をさせていただきます。座って説明をさせて

いただきますことをお許しください。失礼いたします。 

   それでは、お手元の横長の資料に基づきまして、平成 29 年度年間主要事業の計画をご説

明させていただきます。 

   那珂核融合研究所概況説明でございます。サブタイトルといたしまして、ＪＴ－60ＳＡ

計画とＩＴＥＲ用開発試験の現状というところで始めさせていただきます。 

   めくっていただきまして、最初のページございます。 

   ２ページでございますが、これは、本年１月 12 日にＪＴ－60ＳＡのフランス及びイタリ

アによる超伝導トロイダル磁場コイルの製作と日本による同コイル組み立て開始を披露す

る式典というときの記念の写真でございます。このときには、海野市長様よりご祝辞も賜

りました。本当にありがとうございました。こういった形で、日本とヨーロッパとが一緒

になって、ＪＴ－60ＳＡをつくっているという進捗の状況でございます。 

   それでは、その次のページでございます。３ページでございます。 

   この図は、量子科学技術研究開発機構、量研機構でございますけれども、その核融合エ

ネルギー研究開発部門、那珂核融合研究所の位置づけを示したものでございます。 

   核融合エネルギー研究開発という意味では、原型炉実現に向けて核融合研究開発を推進

しているわけでございますが、中ほどの上に原型炉という、これが当面の目標でございま

す。ここで発電をいたします。それに向かいまして、その下にあります国際熱核融合実験

炉、ＩＴＥＲというのが世界７局、日本、ヨーロッパ、アメリカ、ロシア、中国、韓国、

インドという７カ国によりまして、今実施をしているところでございますけれども、これ

と並行いたしまして、幅広いアプローチ活動という、ブローダーアプローチと呼んでござ

いますけれども、これが日本とヨーロッパとで実行しているところでございます。 

   そのうち、左手でございます。炉心プラズマ研究、炉心工学技術開発というところでご

ざいますが、この部分につきまして、那珂研、那珂核融合研究所のほうで実施をしている
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ところでございます。ＪＴ－60ＳＡをつくるというのが大きなプロジェクトでございます

が、ここで、また、この先ほどのＩＴＥＲ計画の調達にかかわるいろんな開発試験も那珂

核融合研究所のほうで行われているところでございます。 

   右手は、青森県の六ヶ所村で展開しているものでございますけれども、原型炉に向けた

核融合炉の工学技術開発を行っているというところでございます。 

   １ページをおめくりください。４ページでございます。 

   現在、那珂核融合研究所の主な活動状況でございます。後ほどまた平成 28 年度の実績に

つきましては詳しく申し述べさせていただきますけれども、ここでは現在の状況というこ

とで、概要を示してございます。 

   左側がＪＴ－60ＳＡ計画でございまして、日欧でＪＴ－60ＳＡを超伝導トカマクＪＴ－

60ＳＡ、これはスーパーアドバンストの略でございますけれども、これに改修をしている

最中でございます。 

   具体的な中身といたしましては、そこの丸が５つございます。本体の組み立て、それか

ら液体ヘリウム冷凍機システムの整備、そして３番目は電源設備の整備、そして４番目が

超伝導コイルの製作、そして５番目は加熱装置の試験といったものでございます。また、

ＩＴＥＲ用の開発試験も並行して行ってございまして、それが右手でございますが、大き

く３つでございます。ＩＴＥＲ用超伝導コイルの試験、それからＩＴＥＲ用の先進計測装

置の開発、そして、ＩＴＥＲ用加熱装置の開発でございます。 

   こういったＪＴ－60ＳＡ、そしてＩＴＥＲ計画、それぞれの機器の組み立て、そして製

作開発といったものを行っている状況でございます。それぞれにつきましては、後ほどま

た述べさせていただきます。 

   それでは、次のページをおめくりください。 

   ５ページでございます。 

   サテライト・トカマク、ＪＴ－60ＳＡ計画というものにつきまして、少しご説明をさせ

ていただきます。 

   この目標につきましてでございます。まず、日欧協力で実施します幅広いアプローチ活

動というものでございますが、これのサテライト・トカマク計画として、ＪＴ－60 を超伝

導トカマク、ＪＴ－60ＳＡに改修するというものでございます。 

   目標をそこに２つ掲げてございます。１つは、ＩＴＥＲ計画の目標達成のための支援を

するための研究、そして、２番目が原型炉にできるだけ早く向かうため、ＩＴＥＲではで

きない挑戦的な研究、具体的には、少し圧力の高いプラズマをつけることによって、より

小さい原型炉を目指そうというのが目的でございます。下に図がございます。左側は昔の

ＪＴ－60 でございます。これを一旦解体して、そしてその同じ場所に右にありますような

超伝導のトカマクＪＴ－60ＳＡを現在建設しているところでございます。 

   次のページをおめくりください。 
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   ＪＴ－60ＳＡ計画の全体のスケジュールでございます。下に年表が記載されてございま

すけれども、その左のほうに現在というところがございます。平成 29 年度の初頭でござい

ますけれども、この部分に現在いるわけでございますけれども、このＪＴ－60ＳＡ計画、

製作期間でございますが、約 12 年ということで、日欧が分担して機器を製作し、そして、

那珂核融合研究所で組み立てて、完成させるというものでございます。装置完成は平成 31

年度の予定をしているところでございます。この図でいきますと、一番右端に当たるとこ

ろでございます。ここで完成して、運転を開始しようというところでございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   平成 28 年度の建設活動の主要実績につきまして、これから少しだけ触れさせていただき

ます。 

   まず、日欧の合計で 29 件の調達というものが行われてございまして、既にサテライト・

トカマク計画の 94％、日本分に換算しますと 88％、ヨーロッパ分につきましてはもう 100％

の調達取り決めというものをもう既に締結をしたところでございます。 

   この調達取り決めに基づきまして順調に機器を製作しているところでございまして、そ

の下にまず日本の分担といたしましては、那珂核融合研究所の中で超伝導ポロイダル磁場

コイルというのを製作してございます。その写真にありますように、世界最大の超伝導コ

イルでありますＥＦ１というコイル、そしてＥＦ２、３というコイルも既に完成をして、

現在置いてありまして、いつでも据えつけられる状況になってございます。 

   また、下のほうでございますけれども、真空容器の組み立てにつきましては、既に順調

に進んでいるところでございまして、真空容器のサーマルシールドという、そういう部材

につきましても、340 度までの組み立てを昨年 11 月に完了したところでございます。 

   次のページでございます。８ページでございます。 

   ＪＴ－60ＳＡの本体の組み立ての状況でございますが、先ほど申し上げましたように、

このサーマルシールドの 340 度分の完成というところが非常に大きいわけでございますが、

その丸が５つあるうちの下の２つにつきましてご説明いたします。 

   真空容器サーマルシールド組み立てを 28 年２月に開始をいたしまして、28 年 11 月に完

成をしているところでございます。欧州が調達をいたしましたトロイダル磁場コイルの組

み立てを 28 年 12 月から開始をしたというところでございまして、下にこれまでの歴史を

書いたわけでございますけれども、右下の一番大きなところでございます。真空容器サー

マルシールド 340 度完成というふうに書いてございますけれども、これがこの一部分、20

度分だけをあけた状態で完成をしたわけでございます。このすき間からトロイダル磁場コ

イルというものを挿入して回していって、トロイダル磁場コイルを組み込むという作業が

既にスタートしたわけでございます。 

   次のページでございます。９ページでございます。 

   28 年度の建設実績でございますけれども、ヨーロッパが分担している分でございます。



6 

ヨーロッパ分担の機器製作も本格化し、調達につきましては既に全て契約は、調達取り決

めはもう終わってございますけれども、特にトロイダルコイルの１号機の完成、そして冷

凍通電試験に成功いたしまして、平成 28 年７月に搬入をしたところでございます。 

   また、ヨーロッパ、フランスのＣＥＡ、それからイタリアのＥＮＥＡという、それぞれ

研究機関でございますけれども、その担当の超伝導用の電源機器の現地据えつけを昨年９

月、そして 12 月に終了したというところでございます。世界最大級の核融合用ヘリウム冷

凍機システムの試運転を 28 年 10 月に終了したというところでございます。 

   下にそれぞれ写真がございます。現地での写真に加えまして、那珂核融合研究所の写真

は右のほうの３つでございまして、上から電源関係、そして超伝導リード、それからヘリ

ウム冷凍機といったものがもう既に現地に据えついてきているという状況でございます。 

   次のページでございます。10 ページでございます。 

   これは非常にその中でも大きなシステムでございます。超伝導にするためには、液体ヘ

リウムというマイナス 269 度のヘリウムを使うわけでございますけれども、そこまでヘリ

ウムを冷やすためのそういう冷凍機のシステムでございます。非常に巨大なものでござい

ますが、その納入、そして試験が続いたわけでございますけれども、受け入れ検査に合格

したというところが非常に大きな進展というところかと思います。 

   この図の左側の下のほうにあります平成 29 年３月 24 日付で茨城県さんによります検査

の合格証というものが届いたというところでございまして、これで通常の運転を開始でき

るという状況になったわけでございます。 

   続きまして、次のページでございます。11 ページでございますけれども、ヨーロッパに

よります現地作業というものが始まったというところが１つ大きなところかと思います。

この図にありますように、現場に電源関係の機器が入ったわけでございますけれども、こ

の電源関係の機器は、フランス、イタリア製のものでございますけれども、それを据えつ

けるに当たりまして、ヨーロッパの作業員が来て、こちらで作業するというところでござ

います。当初、さまざまな安全上の懸念がされておりましたので、十分な準備期間をとり

まして、そして先方との協定を結び、さらには、作業員の現地での教育訓練といったもの

を通じまして、現在既に進行してございますけれども、今のところ、無事故・無災害とい

うことで進んでいるという状況でございます。 

   続きまして、次のページでございます。12 ページでございます。 

   これは、組み立ての全体計画でございますけれども、現在平成 31 年度の装置の完成を目

指しているところでございますが、今、平成 28 年度から左から下の中ほどといったらいい

か、ＴＦコイルというのがトロイダル磁場コイルの略でございますけれども、これが現在

挿入をされているというところでございます。それから、それが済みますと、右のほうに

進んでまいりまして、最終的には、平成 31 年度の末に装置を完成させるというところで、

現在順調に進展をしているという状況でございます。 
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   続きまして、13 ページでございます。 

   今度はＩＴＥＲ計画のほうの状況につきましてご説明をさせていただきます。ＩＴＥＲ

計画でございますけれども、世界７局、日本、ヨーロッパ、アメリカ、ロシア、中国、韓

国、インドという、それぞれ国と地域によりまして、国際共同計画としてフランスで現在

建設中でございます。 

   その図の左側にＩＴＥＲ建設サイトというのがございますけれども、マルセイユの郊外

でございますが、このように既に建設につきましてはこちらもかなり進んできているとい

う状況でございます。このようにこの図の中ほどの建物が見えますが、これは組み立ての

準備建屋でございまして、本体を置く部分、その左ちょっと手前、下のほうでございます

が、そこに輪っかのようなものが見えるかと思うんですが、それが本体を据えつける部分

でございます。これは地下２階から耐震構造で立ち上げているものですから、まだ地上レ

ベルまで達していないという状況でございます。右手に装置の写真がございます。右手の

下のほうに人の大きさが書いてございますので、巨大な装置であるということがご理解い

ただけるかと思います。 

   この中で日本の分担する、製作分担の機器でございますけれども、ＩＴＥＲのかぎとな

ります先端技術を擁します主要機器、トロイダル磁場コイル、それから中心ソレノイドコ

イル、それから加熱装置、計測装置、遠隔保守装置、こういったものを分担しているとこ

ろでございます。ＪＴ－60ＳＡの組み立て技術等とあわせまして、国内の原型炉をつくろ

うというところで、技術を蓄積しているところでございます。 

   次のページでございます。14 ページでございます。 

   平成 28 年度のＩＴＥＲ用の開発試験の主要実績でございます。そこに４つ掲げてござい

ます。一つ一つ細かくは申し述べませんけれども、１つの例といたしまして、１番目の超

伝導導体の開発試験というものがございます。 

   これは右側の写真をごらんいただきますと、これは第１工学試験棟というところの中に

あります超伝導を試験する装置でございます。トロイダル磁場コイル用の導体、超伝導導

体の性能試験を実施いたしまして、ＩＴＥＲの運転における超伝導の上限温度、つまり幾

つで、どのくらいで超伝導が崩れてしまうかといったことを予想するための試験を昨年度

展開いたしまして、昨年度分につきましては、既に終了したというところでございます。 

   次のページでございます。15 ページでございます。 

   平成 29 年度今年度の主要事業、主な予定でございます。左側がＪＴ－60ＳＡ計画でござ

いますけれども、引き続きトロイダル磁場コイルの組み立てを継続する、それからヘリウ

ム冷凍機システムの保管運転を、これは一旦もう合格をいただきましたので、保管運転と

いう形で継続して保守をしていくことになります。それから、その他分担機器の製作・設

置につきましても継続をいたします。また、ヨーロッパによります分担機器の現地の据え

つけ、これにつきましてもヨーロッパの作業者が入った形で、引き続き安全に十分注意を
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しながら、特に今年度から通電試験という高電圧をかける試験がスタートいたしますので、

非常に十分な細心の注意を払って、現場での作業を行うことになります。 

   それから、保管建屋、これは組み立てのヨーロッパ分の機器が着々と到着するわけでご

ざいますけれども、その到着した物品を一度倉庫の形で入れておく、その場所でございま

す。その保管建屋をつくるという予定になってございますので、これにつきましても一時

保管用の建物を今年度つくろうということで、現在そう考えているところでございます。 

   それから右手でございます。ＩＴＥＲの開発試験でございますが、超伝導コイル導体の

試験を実施するわけでございます。これも先ほど一旦昨年度分は終了いたしましたけれど

も、また今年度につきましても引き続き導体の試験を実施するということで、一応計画を

立てているところでございます。 

   それから、２番目、ＭｅＶ級というのは、非常に 100 万ボルトの電圧をかける試験装置

でございます。これの試験装置につきましての実証試験を継続するというところでござい

ます。 

   また、３番目の丸でございます。先日プレス発表させていただきましたが、ジャイロト

ロンという高周波を発生する装置でございますけれども、これもＩＴＥＲに納入するもの

でございますが、既に１号機、２号機ができているわけでございますけれども、これにつ

きましても試験を継続するというところでございます。 

   また、一番下でございますが、リチウムループ試験施設の輸送・保管というふうに書か

せていただきました。これは何かと申しますと、原子力機構の大洗研におきまして、ブロ

ードアプローチの事業の一環として実施しておりましたリチウムのループ試験というもの

をやってございました。これは、将来の材料照射用の加速器のターゲットとしてのリチウ

ムのループ試験というものでございますけれども、これを一旦解体いたしまして、分解い

たしまして、そして、これを青森県の六ヶ所村に最終的には持っていくわけでございます

けれども、現在、青森県六ヶ所村のほうの敷地の場所がないという状況が現在ございます

ので、これらのポンプであるとか、あるいは制御盤、配管等再利用する機器につきまして

は那珂核融合研究所のほうに輸送して保管するというところで、保管用地の整地、そして

保管を実施するというところでございます。これにつきましては、そういった場所につき

ましては、那珂核融合研究所の中にございますので、そちらで六ヶ所研の場所がないとい

う状況を踏まえまして、一時こういった形のものを保管していくというところでございま

す。 

   以上で、平成 28 年度実績、そして 29 年度の事業計画の概要でございます。ちょっとか

け足で進めさせていただきましたけれども、以上でございますが、この後、今度はお手元

の次の資料でございますけれども、年間主要事業計画につきましてというところでご説明

の縦長の資料でございますが、これにつきましてご説明をさせていただきます。これにつ

きましては、副所長の木村のほうから説明をさせます。よろしくお願いします。 
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那珂核融合研究所副所長兼管理部長 では、引き続き、縦長のほうの資料を簡単にご説明申し

上げます。 

   １ページ目でございます。 

   １番目、予算と人員を示しております。平成 29 年度の予算は 195.4 億円、人員は 286

名となっております。28 年度に比べますと、予算は 90 億円ほど減っておりますけれども、

これは、ＩＴＥＲ並びにＪＴ－60ＳＡのものづくりの段階のピークを過ぎたということで

ございまして、装置の完成がだんだん近づいてきたということを意味しております。した

がいまして、ほぼ計画どおりの数字になっているというふうにご理解いただきたいと思い

ます。 

   それから次に、人員につきましては、28 年度 367 名から 29 年度 286 名と、これも大き

く減っているように見えますけれども、実は、28 年まではメーカーの方であるとか、そう

いう他社からの出向者というものを内数としてカウントしておりました。しかしながら、

ちょっと昨年、雇用形態が変わったというところがございまして、29 年度はメーカーの

方々をカウントしていない数字になっております。ただ、実際にそういう方々は引き続い

て那珂研で仕事をしていただいておりますので、実数としてはほとんど変わりがないとい

うふうにご理解いただきたいと思います。 

   ２番目、事業の概要でございます。那珂核融合研究所は、事業の実施及び施設の運転維

持におきまして、これまでの安全を最優先とする基本方針及び管理体制等を堅持、徹底し

て、業務運営を行ってまいります。 

   29 年度における事業の計画が次のページにございます。 

   （１）のＩＴＥＲ計画、それから（２）の幅広いアプローチ活動につきましては、ただ

いま所長からご説明申し上げましたとおりでございますので、読み上げは割愛させていた

だきます。 

   ４ページをごらんください。 

   （３）幅広いアプローチ活動等による核融合理工学研究開発ということが書いてござい

ます。増殖ブランケットのＩＴＥＲでの試験に向けた設計作業を実施するとともに、先ほ

ど話がございました大洗研究開発センターにおきまして実施しておりました液体リチウム

ループ、これを分解して那珂研に持ってくるわけでございますけれども、そのうちの一部

の機器材料を活用いたしまして、液体リチウムが金属にどういう影響を与えたかとか、そ

ういうところを分析するような研究開発をやってまいります。 

   ２番目でございます。安全管理です。那珂核融合研究所における施設設備につきまして

は点検及び巡視を行い、安全管理の徹底に引き続き努めてまいります。また、緊急時にお

ける対応措置の向上にも努めてまいります。さらに、職員等に対する指導、教育訓練を実

施し、安全管理の一層の充実を図ってまいります。 

   ３番目、国際協力でございます。ＩＴＥＲ並びにＪＴ－60ＳＡ以外に、日米協力として、
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ダブレットⅢ及びオークリッジ国立研究所との研究協力、日韓協力として、韓国国立核融

合研究所との協力、日中協力として、中国科学院プラズマ物理研究所及び西南物理研究所

との研究協力、日欧協力として、ドイツのマックス・プランクプラズマ物理研究所及びフ

ランス原子力庁カダラッシュ研究所との研究協力を進めてまいりますとともに、多国間協

力として、ＯＥＣＤ、ＩＥＡ等におけますトカマク計画研究協力、核融合の環境安全性、

経済性に関する研究協力、核融合の炉工学研究協力等を推進してまいります。 

   こういう研究活動につきましては、必ずしも十分な予算を持っているわけではございま

せんけれども、次世代を担う人材を育てるという意味で大変重要なものだと考えておりま

す。 

   最後、その他でございます。原子力機構の原子力科学研究所、これは東海でございます。

他の拠点、先ほど話が出てまいりましたように大洗とも関係があったわけでございますが、

そういう関連業務につきましては、原子力機構との包括協定に基づきまして、両法人間で

連携協力して、これまでの事業を滞りなく進めてまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

那珂核融合研究所長 それでは、以上、平成 29 年度年間主要事業計画関連でございますが、お

手元にその組織図があるかと思います。１つだけこの組織図につきまして申し述べさせて

いただきますと、この中で、今回冷凍機が新たにヨーロッパから入り、そしてそれが運転

を始めたということで、トカマクシステム技術開発部、上から３番目の部でございますけ

れども、その中の一番下に超伝導極低温機開発グループというものを新設することにより

まして、このグループで責任を持って安全を含めきちっと管理をしながら、液体ヘリウム

をつくる冷凍機の運転管理を行っていくということで、このグループを新設したところで

ございます。 

   以上、平成 29 年度量子科学技術研究開発機構那珂核融合研究所の主要計画でございまし

た。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

古川委員 先ほど木村部長からのご報告にもありましたけれども、４ページの２番の安全管理

という部分で、安全管理の徹底に努めると、そして緊急時における対応措置の向上に努め

るということが書かれておりますが、どのような危険性というか、どのような危険が想定

されるんでしょうか。 

那珂核融合研究所長 それでは、木村のほうからご説明させていただきます。 

那珂核融合研究所副所長兼管理部長 現在、ご説明申し上げましたとおり、ＪＴ－60ＳＡの建

設改造工事が進行中でございますので、一番リスクとして高いのは、作業中に誰かがけが

をするとか、あるいは、いろいろ溶接等も行いますので、火花が飛んで火災が発生すると

か、そういう一般的なリスクというのが一番大きいと考えております。これにつきまして
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は年間計画を立てまして、さまざまな訓練をしたり、あるいは作業の開始前に作業員に対

する教育をしたりと、そういった方策をとって、トラブルのないように努めているという

ことでございます。 

那珂核融合研究所長 少しだけ補足をさせていただきますと、昨年度との一番の大きな違いは、

電気のパワーの違いでございまして、これまではいわゆる普通の電圧のレベルでございま

したけれども、今年度から大きな電力を使う、そういった試験が開始されますので、先ほ

ど木村のほうから申し上げましたような、いわゆる一般安全ではあるんですけれども、感

電であるとか、そういったようないわゆる人身事故、そういったものが極力起きないよう

に、とにかく徹底した安全対策、こういったものをやるということが今年度の１つのテー

マでございます。 

古川委員 わかりました。ありがとうございました。 

   ということは、外部に及ぶような、いわゆる一般的な原子力の事故とかという、そうい

うものの想定はないわけですよね。 

那珂核融合研究所長 今のご質問に関しまして、全くそういった外部に届くような、そういっ

たものというのは基本的にないと我々考えてございます。 

遠藤委員 どうもありがとうございます。技術的な話ではございませんで、ちょっと単純な質

問ですが、ＩＴＥＲに関してですけれども、今までカダラッシュでやっていたというふう

に認識しておりますが、今回、サン・ポール・レ・デュランスというのは何か変わったん

ですか。 

那珂核融合研究所長 今の質問、この名前でございます。今ご質問は、最初の３ページの図に

あるかと思いますけれども、このご質問かと思います。このサン・ポール・レ・デュラン

スというのがいわゆる自治体の名称でございまして、これまでカダラッシュといいますの

は、その隣にありました、いわゆるフランス原子力庁の研究所の名前、研究所の名前は、

元はそのあたりの森の名前がつけられていたそうなんですけれども、そのカダラッシュと

いうその研究所の名前をそのまま使って、場所の名前に置きかえていたわけでございます

が、自治体といたしましてはサン・ポール・レ・デュランスというのが正式だということ

になりましたので、住所も確定したということもありますので、そちらのほうで今は呼ん

でいるということでございます。 

遠藤委員 わかりました。別に何が変わったというわけじゃなくて、カダラッシュというのは

研究所の名前だったんですね、今まで。サン・ポール・レ・デュランスというのは、ちな

みに、自治体というのは日本でいうと県レベル、市レベルでいうと、市レベルの自治体の

名前ですか。 

那珂核融合研究所長 ちょっとこれにつきましては、非常に小さな自治体というので、ちょっ

とどのくらいなのか、我々もちょっとスケールはわからないんですけれども、多分町レベ

ル…… 
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遠藤委員 そういう話じゃなくて、何ていうか、人口の規模の話じゃなくて、市のレベルの自

治体の枠組みの話なんですか。 

那珂核融合研究所長 市のレベルです。サン・ポール・レ・デュランス市というふうに呼んで

おります。 

遠藤委員 ありがとうございます。結構です。 

助川委員 ご説明いただきましてありがとうございます。市民の皆さん方への素朴な質問をい

ただくことが多い形でありますので、参考のためにお聞かせいただければと思います。 

   ＪＴ－60ＳＡに関しましては、31 年度が試験装置の完成が完了するということのようで

ありますけれども、これは商業ベースにされるということの想定は、タイムスケジュール

的なものはあるんでしょうか。決められているんでしょうか。 

那珂核融合研究所長 今のご質問、いわゆる核融合が装置として商業ベースになるのかという

ご質問かと思いますが、ＪＴ－60ＳＡにつきましては、まだ残念ながら試験、いわゆる実

験装置でございまして、それが商業ベースになりますのは、３ページの図でいきますと、

原型炉の部分でございまして、ここで初めて発電をいたしますので、そういう意味では、

そこで電気というものでの商業ベースにはなるかと思います。 

   ただ、ＪＴ－60ＳＡでもあるいはＩＴＥＲにおきましても、最先端の機器の開発を行っ

ているということによる副産物が既に出てきてございます。過去には、超伝導を使ったＭ

ＲＩであるとかといったものの開発は、これは核融合がきっかけになって非常に早く普及

したという実績もございますので、そういった形での商業あるいは産業界への波及という

ものは既に出始めているところでございますが、直接的な発電となりますと、この原型炉

になりますと、大体、今世紀半ばぐらいというふうに我々は考えているところでございま

す。 

助川委員 試験装置におきましても、昨年度は 287 億円余りの予算であったわけでありますけ

れども、既に 10 年を経過する形でありますので、国内だけでも 3,000 億円近いお金が投資

されておられると思うんですけれども、この先も、今年度は 195 億円余りのようですけれ

ども、30 年度、31 年度もそのぐらいの金額が想定されておられるんでしょうか。 

那珂核融合研究所長 今の予算の計画でございますけれども、極端な増減がない形では推移す

るかと思ってございますが、具体的な額につきましてはその都度その都度、計画を見まし

て上がっていくかと思いますが、大きな変動というものは基本的にはないだろうというふ

うには思っているところでございます。 

助川委員 最後の質問なんですが、この事業に関しましての試験装置を生かされましての一般

世帯を対象にしての供給量というのはどのくらいの供給量になるんですか。このＪＴ－60

ＳＡ。電気の。 

那珂核融合研究所長 核融合につきましては、大体原型炉の段階でいわゆる通常の原子力発電

が 100 万キロワットといってございますけれども、できるだけそれに近づこうという努力、
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今現在、設計をしているところでございますけれども、大体それの規模、あるいはそれの

何分の１かぐらいの規模からスタートしようということで、技術的な困難さを回避すると

いう意味では、小規模な発電から始める場合もございますが、大体規模的には火力発電所

ぐらいの規模から多分スタートするんだろうというふうに我々考えているところでござい

ます。 

助川委員 その発電所の現在ある発電所の１基分ということですか。 

那珂核融合研究所長 ＪＴ－60ＳＡの大きさではございませんが、ＩＴＥＲぐらいの大きさを

想定いたしまして、大体火力発電所１基分を大体の目標というふうにしているところでご

ざいます。 

委員長 ほかにございますか。 

   なければ、ちょっと１つ、今言ったＪＴ－60ＳＡとＩＴＥＲというのは何かわかりづら

い部分があるんですけれども、ＩＴＥＲはヨーロッパ中心でやっているということで、Ｊ

Ｔ－60ＳＡは日本を中心にやっているということで、次世代の核融合エネルギーを今実証

実験をしているということで、やはりどちらも期待しているところは、先ほど助川委員が

言っていたように、早くコマーシャルベースに乗った事業化ということは、目に見える目

的がなければ何をやっているんだということになるような感じもするんですけれども、そ

の点どのようなお考えですか。 

那珂核融合研究所長 ありがとうございます。非常にそこの実用化までの時間が長いというこ

とにつきましては、本当に大変申しわけなく思っているところでございますが、まさに今、

おっしゃられたご指摘のとおりでございまして、それをできるだけ早く商業ベースに乗せ

るためにどうするかという作戦がこの原型炉というものに向かって、１つはＩＴＥＲとい

う、これは実際の燃料を使います。重水素と三重水素を使うという実験は世界でこの装置

だけですので、まずこれをきちっと仕上げ製作する。このままでさらに原型炉にいきます

と、結構巨大な装置になりますので、それをいかにコンパクトにするかというところの使

命を帯びておりますのがＪＴ－60ＳＡでございます。ここで、試験がうまくいきますと、

次の原型炉はよりコンパクトになりますから、経済性が高くなる。そうなりますと、より

早期に実現できるというところでございますので、このＩＴＥＲと、そしてＪＴ－60ＳＡ

で、できるだけ早く安く核融合のエネルギーをつくりたいというのが我々の目標でござい

ます。 

委員長 ほか、ございませんか。 

     （なし） 

委員会 なければ、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   量子科学技術研究開発機構那珂核融合研究所の皆様にはここでご退席願います。 

   大変お疲れさまでした。 
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     休憩（午前 10 時 13 分） 

     再開（午前 10 時 25 分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   三菱マテリアル株式会社が出席しております。年間主要事業計画について説明を求めま

す。 

   まず、出席者の紹介からしていただいて、説明お願いいたします。 

三菱マテリアル那珂エネルギー開発研究所長 いつもお世話になっております。三菱マテリア

ルでございます。私、那珂エネルギー開発研究所の所長をしております田中と申します。

よろしくお願いいたします。 

   あと、こちらが安全管理グループリーダーの土屋でございます。 

   あと、グループ員の川井でございます。よろしくお願いいたします。 

   では、お手元にございます資料に沿いまして、内容のご紹介をさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

   今回の概要の説明の内容ですけれども、１ページ目の下のところに、内容３項目挙げさ

せていただいております。１つ目が那珂エネルギー開発研究所の概況、２点目が年間主要

計画のご説明、３点目が最近の主な成果ということで、昨年度私どものところで行いまし

た環境省の除染土壌等の減容と技術実証事業の内容のご紹介ということをさせていただき

たいと思っております。 

   では、１つめくっていただきまして、那珂エネルギー開発研究所の概況のご説明でござ

います。昨年度とほぼ同じような内容なんですけれども、よろしくお願いいたします。 

   まず、那珂エネルギー開発研究所の位置ですけれども、お隣三菱原子燃料さん、あと、

那珂核融合研究所さんの間に位置しております。 

   もう一つめくっていただきますと、三菱マテリアルの研究開発部門の設立の経緯ですと

か、あと周辺状況を記載してございます。さかのぼりますと、1917 年に品川に研究所がで

きたところまでさかのぼることができます。その後、研究部門は埼玉県大宮市、現在のさ

いたま市に移転をいたしまして、1950 年代半ばからウラン鉱の選鉱試験でありますとか、

原子燃料の研究開発を始めております。1971 年に三菱原子燃料さんが設立されまして、

1984 年に大宮市から那珂市のほうへ原子力関係の研究部門が分離して移転してきたと。そ

れで現在に至るということになってございます。 

   工場内の配置が下のほうに図示してございます。こちら、赤いところが管理区域がある

実験棟、３つございます。その横のほうに黄色い建物が３つ示してございますけれども、

こちらが廃棄物、ドラム缶や角型容器に入りました廃棄物を保管している廃棄物倉庫にな

ります。青いところは、そのほかの居室ですとか、管理区域のない実験施設ということに

なります。 

   もう１つめくっていただきまして、三菱マテリアルの開発体制といたしましては、コー
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ポレートの開発部門として同じ敷地内の南側にあります中央研究所がございます。そのほ

かに銅ですとかセメントですとか、カンパニーごとの開発部署がございまして、那珂エネ

ルギー開発研究所はその下にあります環境エネルギー事業本部のエネルギー事業センター

の開発部門として位置づけられております。 

   現在、那珂エネルギー開発研究所はその下のほうの組織図にありますように、サイクル

技術グループ、環境システムグループ、安全管理グループ、事務グループの４つのグルー

プから成ってございます。総勢は 25 名ということです。４月１日の人事異動で５名の方が

転出されて、同じ５名の方が転入されてきたということなんですけれども、ちょっと配置

の関係で、安全管理グループが１名ふえて、環境システムグループの方が１名減っている

という、そういう格好で、そこだけが昨年度と変わっているというところでございます。 

   １つめくっていただきまして、開発部署といたしましては、サイクル技術グループと環

境システムグループがあるわけなんですけれども、サイクル技術グループ側では、主に乾

式処理で代表されます燃料製造ですね。粉末をかためてペレットにするようなそういった

関連した技術開発と、あと湿式処理、こちらのほうは使用済みの核燃料を再処理する、溶

かして、ウランですとかプルトニウムを取り出すあたりに関連した技術開発を中心に活動

をこれまでしてきました。あと、下側の環境システムグループのほうは、各原子力施設か

ら出てきます廃棄物の処理ですとか処分ですとか、そういったところに関連した技術開発

を行ってまいりました。 

   ですから、１個めくっていただくと、よくごらんになる核燃料サイクルの図があるわけ

なんですけれども、原子力発電所にかかわるところは私ども余りかかわっていないんです

けれども、そのほかのウラン鉱の選鉱ですとか精錬ですとか、転換燃料製造、あと、発電

所から出てきた使用済み燃料の再処理ですとか、あと各施設から出てくる廃棄物の処理処

分にかかわるところ、要は核燃料サイクル全般にわたる開発業務にこれまでかかわらせて

いただいてきたということでございます。 

   下に主な試験棟と機能ということで、大きな建物ですね。開発研第１棟から４棟までご

ざいます。このうち１棟、２棟、４棟では核燃料物質を使う使用の許可をいただいており

ます。あと４棟では、ＲＩの使用の許可もいただいているということです。開発研第３棟

は今現在、そういう許可はいただいていなくて、コールドの試験をやっているんですけれ

ども、以前は、ＲＩの試験ができるような使用の許可をいただいていました。それを現在

では管理区域を解除して、そこでは溶融関係、金属の溶融の設備がありますので、そうい

ったものを使ったコールドの試験をさせていただいているということでございます。 

   以上、ごくごく簡単ではございますけれども、那珂エネルギー開発研究所の概況でござ

いました。 

   それでは、次は、書式に従いまして、年間主要事業計画のご説明を土屋のほうからさせ

ていただきます。よろしくお願いします。 
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委員長 では、よろしくお願いします。 

三菱マテリアル安全管理グループリーダー それでは、お手元の資料、様式の第４というもの

ですね。年間主要事業計画書をごらんいただきたいと思います。 

   この計画書では、主要事業の概要、主要設備の整備計画、主な放射性物質の取り扱い計

画、さらには輸送計画、廃棄物の処理処分計画について記載をしておりますが、昨年と比

べ変更のある点を中心にご説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

   まず、１ページ目ですが、主要事業の概要でございますが、主要事業名、燃料サイクル

に関する試験研究開発ということで、昨年と大きく変わったところはございません。本年

も約６億円程度の事業費を見込んで研究開発を進めてまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

   ２ページ目をごらんいただきたいと思います。ここからは原子力施設及びその他主要施

設の整備計画でございます。ページごとに開発試験第１棟、２棟というように、試験棟ご

とに記載をさせていただいております。 

   開発試験第１棟につきましては、これまでどおり原子燃料製造に関する基礎研究、再処

理プロセスに関する基礎研究、さらには放射性廃棄物の処理処分に関する技術開発を進め

ていきたいというふうに考えております。昨年と大きな変更はございません。 

   次のページ、開発試験第２棟でございますが、こちらも大きな変更はございません。原

子燃料製造に関する基礎研究、放射性廃棄物処分に関する基礎研究や技術開発を進めてい

きたいと考えているところでございます。 

   次のページ、４ページ目、ごらんいただきたいと思います。 

   開発試験第３棟、４棟について記載をさせていただいております。３棟につきましては、

こちらも昨年同様の研究開発を進めていく予定でございます。下の段、開発試験第４棟で

ございますが、表の真ん中あたり、当該年度の計画のところには、ちょうど中段あたりで

すが、括弧づきで、核燃料物質の使用に係る変更申請を検討していると記載をさせていた

だいておりますが、こちらにつきましては、先日４月 27 日になりますが、原子力規制委員

会に使用許可の変更申請を提出したところでございます。内容は、新たな施設設備を導入

するものではありませんが、既存の開発試験第４棟の中にあります設備で、新たに核燃料

物質を取り扱えるように変更を申請したものでございます。現在、規制委員会のほうで審

査をいただいているところでございます。 

   ５ページ目、お願いいたします。 

   ５ページ目は運転計画、主な放射性物質の使用、取り扱い計画でございます。運転計画

につきましては、私ども使用施設でございますので、該当しておりません。 

   さらに、４番目、放射性物質の使用、取り扱い計画ですけれども、これも昨年同様、許

可をいただいている数量の中で研究開発を進めていく所存でございます。 
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   ６ページ目、お願いいたします。 

   ６ページには、主な放射性物質の輸送計画について記載をしておりますが、今年度、放

射性物質の輸送は計画しておりません。 

   ７ページ、ごらんいただきたいと思います。 

   ７ページからは、主な放射性廃棄物の処理処分計画について記載をしております。まず、

上段ですが、気体廃棄物の処理処分計画でございます。表の真ん中、中段に放出管理目標

値というのが記載をしております。開発試験第１棟におきましては年間放出量６掛ける 10

の５乗ベクレル、開発試験第２棟では８掛ける 10 の５乗ベクレル、開発試験第４棟では

7.7 掛ける 10 の６乗ベクレルの放出量を目標といいますか、これ以下に抑えるということ

を目標に開発を進めておりますが、ことしの計画では、それぞれその左側に小さな欄があ

りますが、年間放出量予想値を記載させていただいております。開発試験第１棟では３掛

ける 10 の４乗、目標値の約 20 分の１、同じく開発試験第２棟も 20 分の１程度でございま

す。さらに、開発試験第４棟では目標値に比べまして 300 分の１程度の放出量になるもの

と考えているところでございます。 

   次に、（２）、液体の廃棄物の処理処分計画でございますが、こちらも同様に、真ん中

あたりに放出管理目標値が書いてございます。開発試験第１棟から放出するものは 2.9 掛

ける 10 の７乗ベクレル、これに比べまして、ことし放出する量は 1.2 掛ける 10 の５乗ベ

クレルを予定しておりまして、約 240 分の１となっております。開発試験第２棟におきま

しては約 4,000 分の１の放出量を見込んでいるところでございます。開発試験第４棟につ

きましては、液体廃棄物の放出はございませんので、斜線を引かせていただいております。 

   ８ページ、ごらんいただきたいと思います。 

   こちらでは、個体廃棄物の発生状況、さらには、今年度末の保管数量について記載をさ

せていただいております。まず、大きく可燃廃棄物と不燃廃棄物、燃やせるもの、燃やせ

ないもの、大きく分けております。可燃廃棄物につきましては、開発試験第１棟、２棟か

ら合計で 200 リットルドラム缶相当ですが、20 本発生する予定でございます。さらに、開

発試験第４棟では 200 リットルドラム缶で２本発生する予定でございます。一方、燃えな

い廃棄物、不燃廃棄物でございますが、開発試験第１棟、２棟からは約 50 本、開発試験第

４棟から５本の発生を見込んでいるところでございます。 

   開発試験第４棟で発生するものは、核燃料物質で汚染されたものではなく、放射性同位

元素ＲＩで汚染されたものでございますので、その大部分は日本アイソトープ協会で処理

委託をできるものでございます。敷地内に保管するものは、核燃料物質で汚染されたもの

だけが残っていくことになります。 

   備考の欄、ごらんいただきたいと思います。今年度末、私ども倉庫３棟持っております

が、倉庫の１というところには 680 本、倉庫２、1,498 本、倉庫の３には 1,697 本、合計

3,875 本に達する見込みでございます。この 3,875 本といいますのは、保管能力、その左
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側に記載をしておりますが、4,524 本に対しまして約 86％になる見込みでございます。 

   一方、ＲＩ廃棄物の大部分は日本アイソトープ協会に処理委託をするとご説明をいたし

ましたが、一部引き取ってもらえないものがございます。そういうものについては、同様

に開発試験第４棟の中に保管をしていくものでございます。現在、開発試験第４棟の中の

保管庫、許可ではドラム缶で 32 本の保管ができるよう許可をいただいておりますが、今年

度末にはドラム缶８本になる予定でございます。こちらにつきましては、25％程度になる

予定でございます。 

   以上、雑駁ではございますが、年間主要事業計画のご説明でございます。 

   引き続き、教育訓練等ご説明してもよろしいでしょうか。 

委員長 どうぞ。 

三菱マテリアル安全管理グループリーダー それでは、様式第５、今年度の教育訓練実施計画

書をごらんいただきたいと思います。 

   これも大きく昨年と変わるものはございません。新たに放射線業務従事者に指名する者

の教育、さらには、既に放射線業務従事者として指名を受けている者が受ける教育、さら

には防災・保安訓練ということで記載をさせていただいております。 

   本年度の放射線業務従事者に対します教育は、４月 19 日に終了しております。今後新た

に転勤等で私どもの研究所に配属される者に対しましては、放射線障害防止法、原子炉等

規制法、さらには電離放射線障害予防規則に基づく教育をした後で作業についてもらうよ

うにしております。ことし１年、このような教育をいたしまして、無事故・無災害、継続

できるよう目指していきたいというふうに考えているところでございます。 

   続きまして、Ａ４縦判でございますが、放射線被曝状況報告書について簡単にご説明を

させていただきます。 

   この報告書は、平成 28 年度に私どもの研究所で働く方がどの程度被曝をしているかとい

う結果でございます。中段に合計を書く欄がございます。この報告は、自社員、私どもの

社員 24 名、請負等自社員外の方 13 名、合計 37 名に対する被曝の状況報告になります。結

果としましては、検出限界未満、いわゆる検出できませんでしたというような方が自社員

外で 22 名、請負等自社員外で 13 名、検出限界線量以上５ミリシーベルト以下という者が

自社員で２名おりました。そのほかは、検出された者はおりませんでした。 

   この検出された２名につきましては、その線量といいますのが下から３行目に書いてご

ざいますが、最大線量というところですが、0.1 ミリシーベルトでございました。区分で

いきますと、検出限界以上５ミリシーベルト以下という区分に入りますが、検出されまし

たのは 0.1 ミリシーベルトでございました。いずれも開発試験第１棟、開発試験第２棟で

研究開発業務を進める者２名の結果でございます。 

   以上、簡単ではございますが、説明を終了させていただきます。 

三菱マテリアル那珂エネルギー開発研究所長 最後に、最初の資料に戻っていただきまして、
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下のページ数でいきますと 14 枚目のところから最近の主な成果という資料が始まってお

ります。そこを１つめくっていただきますと、昨年度実施いたしました環境省公募事業の

概要が書いてございます。目的ですけれども、今後の除染や汚染廃棄物の処理及び中間貯

蔵開始後の 30 年以内の最終処分を見据えた汚染土壌等の減容、再生利用等に活用し得る技

術について実証試験を行い、その効果、経済性、法律性等について評価、広報することに

より、効果的、効率的な除染を実施し、除染土壌等の減容、再生利用等の促進に資するこ

とを目的とするという、そういう事業でございます。 

   平成 28 年度は 23 件の応募がございまして、９件が採択されたということで、その下に

採択された技術が表になって示してございます。その中で、赤で示しました東京工業大学

さんが代表機関として提案した減容技術ですね、こちらのほうに私ども三菱マテリアルが

参加させていただいて、昨年度、実際には８月から大体半年程度の期間、活動させていた

だいたというものでございます。 

   １つめくっていただいて、では、どういうものですか、どういう技術ですかというのが

そこの試験全体フローのところに示してございます。左側のところでは、福島とかの土壌

には放射線セシウムが空から降ってきて、それで汚染されているわけなんですけれども、

そのセシウムを取り出す、脱離させる工程が左側になります。土壌から何で脱離させるか

というと、水にちょっと金属イオンを混ぜたようなものなんですけれども、それをただ単

に洗浄するだけではなかなか落ちませんので、亜臨界水という言葉が書いてありますけれ

ども、高温高圧にした水、それを使って土壌を洗浄するという、そういう技術でセシウム

を取り出すと。ですから、皆様の身近なところでいいますと、圧力釜みたいなものをイメ

ージしていただければいいかと思います。調理に使う圧力釜は 120 度ぐらいで調理して、

短時間に、例えばお肉とかは柔らかく調理できるとかという、そういうものですけれども、

それをもう少し 250 度とか 280 度までもっと高温にしますと、圧力も高くなって、もう少

しそういう処理能力も高くなると、強烈な処理ができるというふうにご理解いただければ

いいかと思います。 

   水のほうにセシウムを移行させた後、そのセシウムを吸着除去、水の中から除去する工

程が右側になります。そのやり方が２つありまして、１つ目は、固化法の１と書いてあり

ますけれども、フェロシアン化鉄という、今広く用いられているものなんですけれども、

吸着剤を用いてセシウムを除去する方法が１つ。もう１つが固体酸含有高珪酸ガラスによ

るセシウム吸着と書いてありますけれども、これも優しくいいますと、穴がいっぱいあい

たガラスビーズみたいなものを使って、その穴のところにセシウムを吸着させるような、

そういう特殊なガラスがございます。そういったものを使ってセシウムを分離除去すると

いう、そういう技術の実証試験を行います。 

   その下のところに、結果のグラフを示しております。こちらのグラフは脱離するほうで

すね。亜臨界水を用いてセシウムを除去させたところ、１回では 80％弱ぐらいの除去率が
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ありましたと、それを 80％ではちょっと足りないので、３回繰り返すと 98％までいきまし

たよという、そういう結果を示すグラフがそこになります。 

   めくっていただいて、次のところは２つやった固化法のそれぞれで 90％を超えるような

溶出率が出ましたよという、そういう結果を示しているところです。要は、90％以上の回

収率がありましたという、そういう結果を示したものでございます。 

   次、もう一つめくっていただきますと、全体としてそういった技術を使って、実際の土

壌を処理したときの物質収支を示したものが上側の図になります。その図の下に文字で書

いてございますけれども、例えば１万立米の汚染土壌を処理しますと、セシウムがぎゅっ

と濃縮されて、２万分の１の 0.5 立米のガラス固化体に減容できますよと、だから、残り

のセシウムを取った後の土壌というのはセシウムはありませんので、再生利用ができます

よという、そういう処理技術になるというところです。ですから、今後はさらに効率化を

図って、コスト的な面でもっとメリットが出るような格好の研究開発を東京工業大学さん

と一緒に進めていきたいというふうに思っているものでございます。 

   以上、ごくごく簡単ですけれども、昨年度の研究活動の中身のご紹介でございました。

資料の説明は以上となります。ありがとうございました。 

委員長 ありがとうございました。説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

助川委員 固体の可燃物の、低レベルのもののようでありますけれども、倉庫の中にもう既に

86％の保管をされておられるということでありますけれども、マテリアルさんであと何年

ぐらい、現在ある倉庫で賄えるというふうな計画なんでしょうか。 

三菱マテリアル那珂エネルギー開発研究所長 年間の廃棄物の発生量が大体七、八十本程度に

なってございます。ですから、それであと昨年度も行ったわけなんですけれども、数年に

一度、可燃廃棄物を隣のＭＮＦさんに焼却処理していただいて、減容を行っております。

そのあたりを勘案いたしますと、大体 10 年程度はまだ大丈夫かなというふうに考えており

ます。 

助川委員 カラーのほうの試験棟の説明の中に、11 ページになるんですか、高レベルの廃棄物

ということで、処分されている部分の建物があると思うんですけれども、これの高レベル

の廃棄物に関しましての保管はどのようにされておられるんですか。 

三菱マテリアル那珂エネルギー開発研究所長 私どもの事業所の中では、そういう高レベルの

廃棄物の保管とかは行っておりません。これはこの図に示させていただいているのは、今

後、行われるであろう高レベルの処分に向けて、いろいろな安全評価を国の機関ですとか

ＪＡＥＡさんで行っておられます。そこの中で使う基礎的なデータを、先ほど下のほうに

紹介しています開発試験第４棟でＲＩを使って基礎データを取得するような業務をこれま

でさせていただいてきたというところで、そのための説明のためにこういう図を入れさせ

ていただいています。 
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助川委員 放射性廃棄物に関しましての最終処分場に関しましては、まだ国のほうの決定もさ

れておられませんので、現時点では、今ある倉庫にどの程度の年月、今のまま保管されて

いかなければならないということになるだろうと思うんですけれども、市民の皆さんが心

配なのは、3.11 等の同規模の、あるいは自然災害が起きたときに、そういう放射線が漏出

するような災害が起こらないかということが一番懸念されておることだと思いますので、

その辺のところの対応も既にしっかりとされておられる形で、これは使用されておられる

んですか。 

三菱マテリアル那珂エネルギー開発研究所長 私どもの廃棄物倉庫にあります廃棄物、それは

先ほどちょっとご紹介いただきましたように、全て低レベル、ごくごく低レベルのもので

ございます。これは今現在、ＪＡＥＡさんが実施主体となって計画されている処分場に将

来的には埋設処分される予定にはなっているんですけれども、まだ処理場も決まっていな

い状況ですから、しばらく私どもの廃棄物倉庫の中で保管し続けることになります。 

   東日本大震災のときに私どもの廃棄物倉庫では、ドラム缶は一部上のほうでちょっと崩

れたりはしたんですけれども、そこから廃棄物がドラム缶から外に出るようなことはなく、

安全に貯蔵し続けることができました。その後、さらに安全対策として、崩れないように

上にシートをかけて固縛をもう少ししっかりとしたものに変更したり、あとは周りが崩れ

ないように支えるような、そういったものをつくったりということを、安全対策を今進め

ているところでございます。さらにもう少し工夫できるところは知恵を出して、近隣の皆

様のご心配にならないような格好で保管できるように対応していきたいというふうに考え

ております。以上でございます。 

助川委員 市民の皆さん方は低レベルであっても、放射性の廃棄物のものが放射線として外に

漏洩することを一番恐れておられることだと思いますので、その辺の対応はしっかりとし

ていただかなければ、今後も当然量がふえていかれるでしょうから、やっていただきたい

というふうに思っております。以上です。 

議長 すみません、一番最後に環境省の公募事業の中で、１万立米の汚染土壌が 0.5 立米のあ

れに縮小できると、この技術、これ、売ることはできないのか、それから今、福島で問題

になっている汚染土壌、これの解消には使えないんですか。コストが高くなるのか、その

辺ちょっとお聞きしたい。何とか協力してやったほうがいいんじゃないかと思うんだけれ

ども。 

三菱マテリアル那珂エネルギー開発研究所長 今の時点では、なかなかコスト的な面でつらい

ところがあります。そのあたりは、工程の合理化といいますか、そういったところもこれ

から大学の先生と相談しながら、さらに使えるものに経済性も含めて、できるものにして

いきたいなというふうに考えております。ですから、技術的には大丈夫とは思っているん

ですけれども、まだまだコストが高いというところで、使っていただけない状況とご理解

いただければと思います。 
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議長 これ、やっぱりコストの問題というだけじゃなくて、これだけの効率的なものがあれば、

やっぱり国はやるべきだよね。コストが高くなってもね、きっとね。やっているうちにだ

んだんコストも下がってくるんでしょうけれども、何とかその技術を大いに売り込んでい

ただきたいなと、そういうふうに思っていますので、よろしくどうぞ。 

委員長 ほかにございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   それから原子力専門委員の皆様、何かご質問あれば。 

中村原子力専門委員 専門委員の中村です。今の議長さんの質問に関連してなんですが、一番

最後のスライドにあります１万立米の廃棄物が 0.5 立米になるというのは、これは誤解を

招く書き方かなと思うんですが、１万立米あるものが 0.5 立米のちっちゃなものになっち

ゃうんですか。 

三菱マテリアル那珂エネルギー開発研究所長 すみません、ちょっとそこのところは言葉足ら

ずだったかもしれません。最終的に最終処分する対象の物量ですね。セシウムで汚染され

たものは今のところ福島県外で最終処分するという方針が環境省から示されておりますけ

れども、最終処分する対象となる土壌が１万立米あったとしたら、そこからセシウムを取

ってガラス固化することによって、最終処分する物量が 0.5 立米になるということでござ

います。ですから、土壌自体のかさが減るというわけでは決してございません。 

中村原子力専門委員 多分そういうことだろうというふうに認識しておりましたが、確認のた

め質問させていただきました。ありがとうございました。 

委員長 ほかございますか。専門委員の方。 

     （なし） 

委員長 なければ暫時休憩いたします。 

   三菱マテリアル株式会社の皆さん、ここで退席願います。大変お疲れさまでした。 

   暫時休憩いたします。再開を 11 時 15 分といたします。 

     休憩（午前 11 時 04 分） 

     再開（午前 11 時 16 分） 

委員長 では、再開いたします。 

   三菱原子燃料株式会社が出席しております。年間主要事業計画について説明を求めます。 

   まず、出席者の紹介をお願いしてから、説明をお願いいたします。 

三菱原子燃料総務課長 では、よろしくお願い申し上げます。三菱原子燃料でございます。 

   本日、那珂市議会の原子力安全対策常任委員会の皆様及びご出席の皆様、お時間いただ

きまして、ありがとうございます。 

   最初に、説明に当たりまして、出席者のご紹介を差し上げます。 

   代表取締役副社長、東海工場長の池内でございます。 
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三菱原子燃料東海工場長 池内でございます。よろしくお願いいたします。 

三菱原子燃料総務課長 総務部長の石川でございます。 

三菱原子燃料総務部長 石川でございます。よろしくお願いします。 

三菱原子燃料総務課長 安全・品質保証部主幹の安倍でございます。 

三菱原子燃料安全・品質保証部主幹 安倍でございます。よろしくお願いします。 

三菱原子燃料総務課長 総務課の小川でございます。 

三菱原子燃料総務課主任 小川でございます。よろしくお願いいたします。 

三菱原子燃料総務課長 同じく総務課の小林でございます。よろしくお願いいたします。 

   まず最初に、当社を代表しまして、池内から一言ご挨拶申し上げます。 

三菱原子燃料東海工場長 三菱原子燃料の副社長東海工場長の池内でございます。 

   那珂市議会の皆様におかれましては、弊社事業につきまして日ごろからご理解、ご指導

いただきましてまことにありがとうございます。また、本日、弊社の事業計画につきまし

てご説明させていただける機会をいただきまして、ありがとうございます。 

   今年度の事業計画のご説明に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。弊社の近況でご

ざいますけれども、弊社が燃料を納入してございます原子力発電所でございますが、新聞、

それからテレビの報道等されておりますとおり、一昨年の九州電力の川内原子力発電所、

それから一昨日、ちょうど高浜発電所４号機が稼働いたしまして、これまでに４発電所が

稼働している状況になってございます。これらの状況を受けまして、私どものほうでござ

いますけれども、平成 25 年７月から生産を休止してございましたけれども、昨年末から部

品の加工を再開したところでございます。 

   再開に当たりましては、当然でございますけれども、設備の総点検、それから社員の教

育を十分に実施いたしまして、安全最優先に取り組んでいるところでございます。特にウ

ラン加工の再開に当たりましては、本年２月でございますけれども、私どもが実施しまし

た設備の総点検、それから社員の教育訓練の実施状況につきまして、安全協定締結自治体

の皆様にご確認をいただきました。その後、本年３月からでございますけれども、再転換

を再開してございます。引き続き安全を第一に生産に取り組んでいるところでございます。 

   それから、私どもの新規制基準の対応の状況のほうでございますけれども、平成 25 年

12 月に私どものような核燃料の加工事業に関する新規制基準というのが施行されました。

それを受けまして、私ども翌年の平成 26 年１月に事業変更許可というのを申請いたしてお

ります。その後、原子力規制庁のほうから、申請いたしました変更許可につきまして適合

審査というのを受けているところでございます。その後、ちょうどことし２月になります

か、おおむね公開の場で適合審査というのをやってございましたけれども、そちらのほう

を終了してございます。近日中の予定でございますけれども、これまでの審査結果を反映

いたしました補正申請書を規制庁のほうに提出できるように今取り組んでいるところでご

ざいます。事業変更許可をいただきました後は、その許可に、申請いたしました内容に基
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づきまして、さらなる安全性向上のための諸対策を確実に実施する所存でございます。 

   弊社は地域の皆様のご理解なくして事業を継続することはできません。今後も安全を最

優先に事業に取り組んでいく所存でございますので、那珂市議会の皆様におかれましては、

引き続きご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

   それでは、弊社の今年度の主な事業計画についてご説明をさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

三菱原子燃料総務課長 それでは、説明の資料の確認ですが、印刷したＡ４のものの中にＡ３

を折ってあるものが入っていますが、これとあと当社のパンフレットを皆様にお配りして

おりますので、よろしければ、内容のほうは石川から説明申し上げます。 

三菱原子燃料総務部長 それでは、説明させていただきます。 

   恐れ入りますが、着席のまま説明させていただきます。 

   お手元の資料の表紙をちょっとめくっていただきますと、平成 29 年度事業計画概要とい

うことで記載してございます。 

   まず１つ目の事業計画でございますけれども、当社は主に加圧水型原子力発電所、一般

的にはＰＷＲ型原子力発電所と言われています。使用する原子燃料の開発設計、製造販売

を行っております。当社の概要につきましては、ちょっと添付１のＡ３の資料をごらんい

ただければと思います。 

   １枚めくっていただきまして、所在は、東海村の舟石川にございます。社員数は約 400

名でございます。沿革としましては、設立が昭和 46 年 12 月でございまして、その後、操

業を開始しまして、昭和 56 年８月に那珂市のほうに工場敷地を購入させていただいていま

す。その後、那珂市の部分では、この２番の地図の、ちょっと小さくて申しわけないんで

すけれども、地図のグリーンの部分が那珂市の敷地になるんですけれども、ここに左側、

加工棟、それから燃料加工試験棟、それから部材製造工場を設置してございます。 

   沿革にちょっと戻っていただきまして、平成 21 年４月に従来製造専用にしていたんです

けれども、ここに開発設計、それから販売を踏まえました総合原子燃料事業会社として新

発足してございます。おかげさまで、つい最近３月から操業再開したんですが、25 年７月

に、震災の影響もございまして工場をストップしてございまして、その前の平成 25 年３月

末現在で、最終製品の燃料集合体というものなんですけれども、これは右の４番の図の写

真がちょっと右の端のほうにございますけれども、この燃料集合体、これを累計で２万体

ほど製造してございます。 

   それから、右上の３番に行っていただきまして、当社の位置づけなんですけれども、原

子燃料サイクルにおける当社の位置づけということで、サイクルの中のグリーンでハッチ

ングしてある部分が当社の役割でございまして、具体的には、４番でご説明しますけれど

も、原料の濃縮ウラン、これを海外から輸入してきまして、再転換工程というところ、こ

れを処理しますと、写真がございますけれども、二酸化ウランという、ちょうどインスタ
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ントコーヒーの粉のようなものにします。 

   その後、これはペレットという円柱体、爪の先ぐらいの小さな円柱体に加工しまして、

その後、特殊なジルカロイ－４という金属のさやにこのペレットを挿入していきまして、

燃料棒を組み立てます。この組み立てた燃料棒を約 270 本ほど束ねまして、燃料集合体と

いうのを組み立てるということでございます。この製品を加圧水型の原子力発電所に納入

するというような業務をしてございます。 

   ちょっと戻っていただきまして、最初のページの事業計画概要ですけれども、２段目で

すね。生産につきましては、平成 25 年度から生産を休止しておりましたけれども、ＰＷＲ

型原子力発電所の再稼働に伴いまして、昨年末から部材関係、ウラン関係はことし３月か

ら工程を再開してございます。 

   集合体の製造の事業の予定ですけれども、平成 29 年度の生産計画は燃料集合体の体数で

208 体、ウランの量にしますと 97 トンＵということでございます。ちなみに、28 年度の生

産実績は生産休止してございましたので、ゼロ体ということでございます。それから、二

酸化ウラン粉末の製造ということで、先ほどご説明しました工程の中で、原料をコーヒー

の粉のような二酸化ウラン粉末にすると申し上げましたけれども、これまでの再転換工程、

最初の工程は国内では当社だけでございまして、その後の二酸化ウラン粉末を国内のほか

の加工事業者に提供するというような仕事もしてございます。その計画が 29 年度は、ウラ

ン量ですね、12 トンＵと、それから 28 年度の生産実績がこれは３トンＵということでご

ざいました。 

   次に、新規制基準に関する対応につきましてご説明させていただきます。 

   こちらは、ここに概要を書いてございますけれども、恐れ入りますが、添付２のほうで

詳細の記載がございますので、こちらのほうでご説明をさせていただければと思います。

事業変更許可の状況は、25 年 12 月 18 日に施行されました新規制基準への適合確認を受け

るために、原子力規制委員会へ核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に

基づきまして、ウラン加工施設につきまして事業変更許可とそれから保安規定、安全を守

るというような規定の変更の申請を平成 26 年１月 31 日までにおおむね当社の説明の内容

が認められたということで、４月 12 日に一部補正のための申請をしてございます。今の予

定ですと、５月下旬にちょっと一部修正で再度補正申請を行うという予定でございます。 

   新規制基準の概要なんですけれども、新規制基準は、従来の核燃料施設にかかわる安全

審査の基本指針に基づいていますけれども、これまでの最大想定事項による影響評価では

なくて、設計基準、安全設計要求を明確にして、発生の可能性のある事故を全て想定した

上で評価することが求められています。また、要求基準も強化されまして、自然現象、特

に地震と竜巻への対応、さらに重大事故対策にかかわる基準の整備も改正のポイントとな

っています。 

   また、原子力発電所とウラン加工施設は異常発生時における安全性、周辺環境へ影響に
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大きな違いがございます。新規制基準にも反映されていますけれども、規制庁から安全設

計に考慮する自然現象の影響評価については、原子力発電所同等規模を想定することは示

されてございます。 

   なお、原子力発電所とウラン加工施設の安全に関する要求、機能の違いは、下の表のと

おりでございます。安全に関する要求というのは、とめる、冷やす、閉じ込めるというこ

とですけれども、原子力発電所は、運転中の原子炉を停止する装置が必要だと。当社のよ

うなウラン加工施設は、停止すべき核分裂反応はないと。それから、冷やすにつきまして

は、原子力発電所は原子炉、使用済燃料ピットの冷却が必要でございますが、当社のよう

なウラン加工施設はウラン新燃料でございますので、崩壊熱の除去機能は不要でございま

す。それから、閉じ込めるにつきましては、原子力発電所は燃料の使用により発生するヨ

ウ素 131 やセシウム 137 等の核分裂生成物の閉じ込めが必要でございます。当社のような

ウラン加工施設につきましては、新燃料用のウランに核分裂生成物は含まれていませんけ

れども、放射性物質ということで、限定された区域に閉じ込めることが必要だということ

でございます。 

   新規制基準についての対応でございますが、まず１つ目、自然現象等に対する設計上の

考慮でございますが、まず地震でございます。これにつきましては、建物設備につきまし

て、従来の耐震重要度分類１から３までございますけれども、これごとに耐震強度が強化

されます。さらに、機能を喪失した場合に、公衆の皆さんへの被曝影響が大きいもの、こ

れは具体的にいいますと、敷地周辺の住民の方が５ミリシーベルトを超える被曝を受ける

おそれがあるものについては、原子力発電所の重要な建物設備に求められる耐震要求、Ｓ

クラスといいますけれども、これと同等の対応が求められてございます。対応ですが、Ｓ

クラスの施設に求められる程度の地震力に対して建物、設備の耐震評価を行いまして、公

衆への被曝影響が大きくならないように、建物設備の耐震補強を実施いたします。 

   それから、２つ目、竜巻でございますが、原子力発電所に求められる影響評価と同等規

模の竜巻を想定しまして、機能を喪失した場合に、こちらもやはり公衆の皆さんへの被曝

影響が大きいものについては竜巻防護対策が求められているということで、当社として想

定した竜巻に伴う風圧力や飛来物等に基づく影響評価を行いまして、公衆用の被曝影響が

大きくならないように、建物設備の風圧力等に対する補強や飛来物防護等の対策を実施い

たします。 

   それから、３点目、津波を含むほかの自然現象等につきましてですけれども、この自然

現象等についても、原子力発電所に求められる影響評価と同等規模の事象を想定しまして、

機能を喪失した場合に、公衆への被曝影響が大きいものについては防護対策等が求められ

てございますが、津波につきましては、当社は立地が海岸線から約６キロメートル、それ

から海抜が約 30 メートルということで、この評価の結果、対策は不要であるということを

確認してございます。 
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   ほかの自然現象、火山とか森林火災についても影響評価を行いまして、公衆への被曝影

響が大きくならないように建物設備の防護対策を実施いたします。 

   大きな２点目なんですけれども、異常発生に対する設計上の考慮ということで、火災、

爆発、内部溢水、それから内部発生飛来物、それから運転員の誤った操作による異常発生

に対しまして、こちらも公衆への被曝影響が大きくならないように設計上の考慮を求めら

れてございます。これに対しまして、ここの異常発生防止対策が機能を喪失し、事故を発

生した場合に、公衆の皆さんへの被曝影響が大きくならないように防護対策を実施する予

定でございます。 

   それから、最後ですけれども、重大事故等にかかわる対応ということで、設計基準の想

定を超える事故を重大事故に至るおそれのある事故といたしまして、仮に発生した場合を

想定して、事故の対応策、手順書の整備とか資機材の拡充、それから訓練、この充実を整

備するとともに有効性の評価というものが求められてございます。これに対しましては、

緊急時の対策室につきまして、自然現象等に伴う影響を考慮して、予備の活動拠点を設定

しまして、資機材についても予備の保管場所に必要な数量を配備すると。また、防災要員

の訓練につきましても、厳しい作業状況を踏まえて、想定される事故の状況に応じた各種

訓練を定期的に行うというようなことでございます。右の写真は緊急時の対策室の写真で

ございます。 

   むすびに、今後の対応の取り組みということで、事業変更許可申請の認可後、諸手続を

経まして、耐震、竜巻工事等、さらなる安全性向上のための対策を行ってまいります。ま

た、ソフト面の対策につきましては保安規定ということで反映させていただくというよう

に考えてございます。 

   新規制基準の対応状況につきましては以上でございまして、申しわけないですけれども、

１枚目に戻っていただきまして、最後ですけれども、原子力安全協定第５条に係る新増設

等計画につきましてちょっとご説明させていただきます。 

   こちらもここに概要を整備してございますが、詳細は添付３にまとめておりますので、

こちらに基づきましてご説明をさせていただきます。 

   まず、目的は、当社は従来から放射性廃棄物発生の低減に取り組んでございます。この

アスタリスクで記載してあります廃棄物低減取り組みということで、このようなことを実

施してきてございます。今後、生産活動に伴いまして発生する廃棄物に加えまして、先ほ

どご説明しました新規制基準対応として、耐震及び対竜巻等の補強工事、これで廃棄物が

発生します。平成 30 年ごろに保管能力を超える見込みでございます。これは右上の図１を

ちょっと見ていただけると、保管能力が１万 1,600 トンということで、平成 30 年ごろにち

ょうど満杯になるということでございます。 

   ということで、かねてからご説明は差し上げているんですけれども、廃棄物低減のため

の測定室を備えた廃棄物管理棟の新設を計画してございます。新規制基準施行を考えまし
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て、当社として廃棄物についても従来以上に安全かつ適切に保管管理する方針を掲げまし

て、新設する廃棄物管理棟の保管能力を変更して、旧耐震基準で設置された既設の保管廃

棄物施設、これは具体的には、右下の図を見ていただきますと、赤字で左側から第１廃棄

物倉庫、第２廃棄物倉庫、それから第１汚染機材保管倉庫、それから下へ行っていただい

て、第２汚染機材保管倉庫、これを集約するような形の廃棄物管理棟を今回建設したいと

いうふうに考えてございます。 

   保管能力の変更なんですが、廃棄物の管理棟は当初予定計画において 200 リットルのド

ラム缶 5,000 本相当ございましたけれども、今ご説明しましたとおり、廃棄物を集約する

ということで、ドラム缶１万 3,200 本相当に変更いたします。廃棄物管理棟は廃棄物集約

後は、以下の廃棄物倉庫を撤去すると、先ほどご説明した倉庫を撤去するということで、

当初計画から構内全体の廃棄物保管能力については変更はございません。 

   能力の本数的には、第１廃棄物倉庫は 3,500 本、それから第２廃棄物倉庫は 3,500 本、

第１汚染機材保管倉庫が 750 本、第２汚染機材保管倉庫が 450 本ということで、8,200 本、

これの部分も含めて集約するということで、従来の 5,000 本に対してこれを加算しまして、

１万 3,200 本という保管能力ということでございます。 

   それから、３番目に行っていただきまして、廃棄物管理棟の概要でございますが、この

図２の右側の上のところに、廃棄物管理棟、グリーンでハッチングしてございますけれど

も、ここに配置する予定でございます。建屋は、ちょっと小さくて申しわけないんですけ

れども、図３に記載してございまして、東西約 44 メートル、それから南北約 54 メートル、

高さが約９メートルでございます。建屋内部に東西約 15 メートル、南北約６メートル、高

さ４メートルの測定室というのを設置いたします。周辺の影響でございますが、周辺の影

響はございません。 

   それから、今後のスケジュールということで、事業変更許可をとって、各種許認可をし

まして、実工事は平成 29 年 12 月ごろから予定してございまして、廃棄開始が平成 30 年

11 月ごろを予定してございます。以上でございます。 

委員長 ありがとうございました。説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

助川委員 添付２の資料の中で、２）の異常発生に対する設計上の考慮ということで、④とし

て、火災、爆発、内部溢水、内部発生飛来物とありますけれども、この内部発生飛来物っ

ていうのはどういう現象を考えればよろしいんですか。 

三菱原子燃料東海工場長 内部発生飛来物というのは、例えばなんですけれども、地震等があ

りましたときに、クレーンが天井にございますけれども、そういうものが落ちるという想

定をして、それに対する安全対策を実施しろということで検討したものでございます。そ

ういう意味で、飛来物としては、大体クレーンというのが主なものです。主というかそれ

ぐらいです。 
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助川委員 クレーンといいますと、それなりの重さのものを移動させるものでしょうから、結

構相当な重量のものなんでしょうけれども、それが飛んだりというようなことの想定なん

でしょうけれども、それの防護対策をされるということですけれども、これは相当な頑丈

なもので防護対策されるような対策の仕方なんですか。 

三菱原子燃料東海工場長 内部発生飛来物ということで、まずは発生のほうを抑えるという考

え方をまずいたします。ですから、例えばクレーンですと、最近の技術ですと、レールに

沿って走行するのと、それから上下動の走行がございますけれども、例えばレールの走行

のほうでございますと、カバーというかモノレールみたいながちっととめる方式がどうも

あるようでございまして、一応それを使っていこうというふうにはちょっと考えてござい

ます。それから、やはり飛来物を防護という言い方も、ちょっと言い方なんですけれども、

例えばやっぱりクレーンをどこに置いておくかきちんと決めておいて、あとはその置いた

周辺にはウランを基本的には置かないような形をとるとか、そういう形を今検討してござ

います。以上でございます。 

助川委員 内部発生飛来物は御社さんのほうで対応できる形なんでしょうけれども、今度、外

部発生飛来物ですよね。これに関しましては、今、まさに、北朝鮮なんかの問題が大分取

りざたされておりますけれども、そこまでは想定したくないんですけれども、そういった

ものまで考えた形をやるということはかなり困難を生ずると思うんですけれども、その辺

のお考えはどのようなお考えを持っておられますか。 

三菱原子燃料東海工場長 今お話が出ました北朝鮮のミサイルに関しましては、もうこれは私

どもではどうしようもございません。飛んできて、もう爆弾ですので、当たったとすれば

もうどうしようもないので、逆に言って、これは国のほうで処置をしていただけるという

ことで、私どもとしては考えてございます。 

   あと、外から飛んでくるものでございますけれども、竜巻を想定してございまして、今

は、どちらかというと上に竜巻ってございますけれども、今考えておりますのは、何年か

前につくばのほうで大きい竜巻がございましたかと思います。一応ああいう竜巻が来たと

しても、工場としては、ウランを扱っている、ウランそのものが外に出ないような対策を

というのをちょっと考えてございまして、具体的には、例えば外から一番大きなものです

と、車が飛んでくることを想定してございます。車が飛んでくることを一応想定いたしま

して、まず、私どものフェンス、敷地の境界にフェンスが今あるんですけれども、そこに

ちょっと高目のさらに大きいフェンスをつけて、まず、そこのすぐ横の道路を走っている

車に関しては、風が来たらそこで工場の敷地内までは来ないような形をとろうと、それか

ら、近くにお家がございまして、例えばプレハブですね、倉庫がございます。うちでも使

っているんですけれども、ちょっとした物置的に使っている、あれを想定してございまし

て、それは風で飛んでくるであろうということで、工場のほうですけれども、天井の上に

ネットをつける予定にしてございます。それでもって外から例えばプレハブ等のものでし
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たら、ばらばらになって飛んできたとしても、そのネットで全部受けるというような形を

とろうとしてございます。当然壁のほう、工場の横の壁のほうもそういうものが飛んでき

たとしても、壁を突き破ってこないというような形を対策としてはとるつもりでございま

す。大枠でございますけれども、大体以上のようなところです。 

助川委員 最後なんですけれども、廃棄物管理棟が平成 30 年で満杯になるというような想定で

したけれども、説明おありだったんでしたか、増設の年月とかその辺のところはもう計画

されておられるんでしょうか。 

三菱原子燃料総務部長 これは現状ですと 30 年ということなんで、今回新しく廃棄物管理棟を

つくりまして、これの対応をするということでございます。 

助川委員 それはどのくらいの量を想定されているんですか。何年ぐらい先を見越して。 

三菱原子燃料総務部長 20 年想定してございます。その中で、また、ちょっと先ほど説明差し

上げなかったんですけれども、この資料の１番の目的のアスタリスクの３のところですね。

クリアランスという試験をやっていまして、これはこの試験によって、金属のものにつき

ましては、あるレベル以下であれば再利用できるようなことも今やっていますけれども、

これはちょっと国との関係もございますので、早期にはできませんけれども、こういう意

味で減容できるというような計画もございます。 

助川委員 そうしますと、総量としては今の量のどのくらいの量までを保管できるというよう

な計画で、スケジュールを組まれているんでしょうか。 

三菱原子燃料総務部長 総量としては、ここに２の保管能力の変更と書いてございますけれど

も、１万 3,200 本です。右側の図１、ちょっと記載していますけれども、保管能力として

は１万 7,050 本です。 

助川委員 了解。 

委員長 ほかございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   あと、原子力専門委員の皆様、何かご質問ありますか。 

脇坂原子力専門委員 専門委員の脇坂と申します。 

   添付の２の資料、それの右側のページの③で、津波を含む他の自然現象等という項目が

あります。そこの一番最後のほうで、他の自然現象等、括弧で火山と森林火災等について

も影響評価を行い、公衆への被曝影響が大きくならないように建物設備の防護対策を実施

しますというふうに書いています。これ、具体的にはどんなものになるんでしょうか。 

三菱原子燃料東海工場長 他の自然現象は火山、それから森林火災がございます。それ以外に

も、積雪と、あと台風もそうですけれども、そういうのも全部考慮して対策をやるという

のがここに書いてございまして、例えば火山ですと、有史以来という言い方は変ですけれ

ども、記録が残っている火山の噴火を全部調べまして、火山灰がどれくらい飛んでくるか
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というのも調査して、例えば私どもの工場でしたら、極端なお話をしますと、今回、規制

庁から指示されたのは、桜島で噴火をするとどのくらい飛んでくるかというところまで想

定をしまして、それに対して、残念ながら防護対策そのものは、余り飛んでこない、量的

には非常に薄いものですから、人で灰を、除灰というんですか、しますということを実施

いたします。一応それを想定した、例えば除去のほうきという言い方は変ですけれども、

そういう設備は準備するという考え方でございます。 

   それから、森林火災のほうですけれども、周辺に私どものほうは幸い森林がございませ

んでしたけれども、森林があった場合には、電力プラントなんかのお話ですと、フェンス

の外側を全部木を伐採してしまうというようなことも実施するというようなお話を伺って

います。 

   そういう意味で、自然現象に対して一つ一つ施設への影響評価をいたしまして、火山灰

の例をちょっとご説明しましたけれども、そういう話とか、森林火災、それから台風もこ

れまでの記録を全部調べまして、県のほうでまとめられている防災計画等を参考に対策を

考えるということを実施してございます。以上でございます。 

脇坂原子力専門委員 わかりました。ありがとうございました。 

清水原子力専門委員 原子力専門委員の清水です。 

   １点お願いします。添付３のページにありますクリアランス試験についてお聞きしたい

んですけれども、このクリアランスレベルの数値によってすくえる、再利用できる材料の

量が大きく変わると思うんですけれども、国で決めているクリアランスレベルというのは、

今、明確に決まっているんでしょうか。 

三菱原子燃料東海工場長 クリアランスレベルは、国のほうでもう既に決まってございます。

条件がついておりまして、測定ができる形状のものということで、実際的には平たい板で

すね。それが現時点はそこまでというところの基準になってございます。レベルは、ちょ

っと正確な数字でなかったら申しわけございません。１ベクレルパーグラムでしたか、何

かそういう基準になってございます。 

清水原子力専門委員 それと、ここでいう試験というのは、文書を読むと、試験というよりは

単なる測定かなというふうにもとれるんですけれども、試験という意味はどういうことな

んでしょうか。 

三菱原子燃料東海工場長 そのとおりでございまして、測定でございます。先ほどお話ししま

したとおり、基準が１ベクレルパーグラムになってございますので、要は、それをきちん

と測定を精度を上げてやるということで、ここではちょっと試験という書き方をしており

ますけれども、おっしゃられるとおり、中身的には、繰り返し測定をして精度を高めると

いうことでございます。以上でございます。 

清水原子力専門委員 わかりました。ありがとうございました。 

小原原子力専門委員 今の質問に関連しているんですけれども、ドラム缶に保管してある廃棄
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物の核種は何ですか。 

三菱原子燃料株式会社東海工場長 私どもはウランしか扱ってございませんので、ウランだけ

でございます。ウランでございます。 

小原原子力専門委員 というのは、ウランの粉末、除去できなかった粉末がついているという

ような、そういう感じでよろしいんでしょうか。 

三菱原子燃料東海工場長 そうでございます。基本的には全部除去を、例えば金属の板ですと、

ブラストをかけて表面をきれいにして、それでドラム缶に入れてございますけれども、そ

ういう意味では、ほとんどございませんけれども、一応ドラム缶、想定とすればそういう

ものでございます。 

小原原子力専門委員 どうもありがとうございました。 

委員長 では、ほかになければ、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   三菱原子燃料株式会社の皆さんは、ここでご退席願います。大変お疲れさまでした。 

   再開を午後１時といたします。 

     休憩（午前 11 時 56 分） 

     再開（午後１時 00 分） 

委員長 では、再開いたします。 

   日本原子力発電株式会社が出席しております。年間主要計画について説明を求めます。 

   まず、出席者の紹介から、それから説明をお願いいたします。 

日本原子力発電地域共生部渉外グループマネージャー 日本原子力発電でございます。本日は

よろしくお願いいたします。 

   紹介に先立ちまして、弊社を代表して、発電所長の江口からまずご挨拶をさせていただ

きます。その後、対応者の紹介をさせていただきます。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所長 皆さん、こんにちは。発電所長の江口です。よろし

くお願いします。 

   日ごろより当社の東海発電所並びに東海第二発電所の事業運営におかれましてはご指導

等賜っておりまして、大変感謝しております。この後、きょうの説明者の紹介の後に、主

要事業計画というものをご説明いたします。計画を説明する前に、私の挨拶としまして、

所長として今年度どういうふうにやっていこうかという私の思いを簡単にお話しさせてく

ださい。 

   まず、一番最初に大事にしたいことは、発電所はやはり全ての事業に安全第一であると

いうことが大事だと思っています。特に、ことしは発電所のほうは重点項目としまして、

トラブルの低減とあと火災撲滅、これを重点的にやりたいと思っております。所員及び発

電所の中で働く工事協力会社、全てが同じ気持ちでそれに向かってやっていこうというこ

とで、この年度の初めの４月からいろんな活動を始めております。これをこの１年しっか
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りやりたいと思っています。 

   ２つ目にお話ししたいのは、本日お話しします主要事業計画、これは両発電所の安全協

定に基づく新増設等計画を出しております。具体的には、東海発電所ですと、Ｌ３といっ

ています放射能レベルが極めて低い放射性廃棄物の埋設事業、東海第二ですと、新規制基

準の適合性確認というものがございます。こちらにつきましては、今、国の審査を受けて

おります。この場で我々の適切に判断したことをご説明し、そういういろんなご意見をも

らうような状況でございます。ということで、こちらにつきましては、皆様にやはり進捗

状況であったりとか、その結果であったりとか、その内容、これを伝えていくことがすご

く大事だと思っておりますので、しっかりやります。 

   最後に、もう一つあります。この主要事業計画に触れておりますように、延長認可申請

に伴う評価を進めますということをお話ししております。これにつきましては、評価結果

が取りまとめるまでには多少時間が必要です。ただ、今、大事なことはどういうことをど

ういうふうにしてやっていくのかということをまずはご説明することが大事だというふう

に思っております。 

   この思いで事業運営をやっていきます。では、よろしくお願いします。 

日本原子力発電地域共生部渉外グループマネージャー それでは、日本原子力発電対応者の紹

介をさせていただきます。私のほうから紹介させていただきます。 

   発電所長の江口の左側におります者は地域共生部長の猪股でございます。 

日本原子力発電地域共生部長 猪股でございます。よろしくお願いいたします。 

日本原子力発電地域共生部渉外グループマネージャー 続きまして、本日、資料のご説明をし

ます発電所の渉外・報道グループマネージャーの服部でございます。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー 発電所の服部でござ

います。よろしくお願いいたします。 

日本原子力発電地域共生部渉外グループマネージャー 同じく発電所放射線・化学管理グルー

プマネージャーの對馬でございます。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所放射線・化学管理グループマネージャー 對島でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

日本原子力発電地域共生部渉外グループマネージャー それから、地域共生部部長代理の原田

でございます。 

日本原子力発電地域共生部部長代理 原田でございます。よろしくお願いいたします。 

日本原子力発電地域共生部渉外グループマネージャー それから、地域共生部渉外グループ課

長の岡部でございます。 

日本原子力発電地域共生部渉外グループ課長 岡部です。よろしくお願いいたします。 

日本原子力発電地域共生部渉外グループマネージャー 最後になりましたが、私、本日進行し

ます渉外グループマネージャーの矢沢と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
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   それでは、お手元の資料をちょっとご確認させていただきますが、まず、年間主要事業

計画の概要、それから、５月 10 日付の東海・東海第二発電所の近況について、それから参

考資料２枚紙をおつけしております。資料の不備等ございませんでしょうか。 

   それでは、資料に基づきまして、服部のほうからご説明をさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー それでは、私のほう

から、着座で失礼いたします。 

   平成 29 年度の年間主要事業計画の概要ということで、まずご説明をしたいと思います。 

   めくっていただいて、平成 29 年度東海発電所・東海第二発電所の年間主要事業計画の概

要ということで、まず１．ですけれども、主要事業の概要、まず東海発電所でございます

が、昨年来と同様、廃止措置工事、今年度、熱交換器と呼ばれる、熱交換器が４基ござい

ますけれども、そのうちの２基目について今現在、解体撤去を行っているところです。そ

の解体撤去工事、廃止措置工事を引き続き、安全第一で着実に実施継続してまいります。 

   また、先ほど冒頭、江口のほうからありましたけれども、低レベル放射性廃棄物のうち

放射能レベルの極めて低いもの、私どもはＬ３と呼んでおりますけれども、その埋設施設

の設置に関しては、平成 27 年７月に国の原子力規制委員会のほうに埋設事業の許可申請書

を提出して以降、その後、国の審査等も踏まえて、昨年 12 月 26 日に申請書の補正を行い

ました。今後も継続して審査に適切に対応するということで、その状況等については、自

治体並びに地域の皆様に対して真摯に説明をしていく所存でございます。 

   では、廃止措置の工程については、めくっていただくと、添付資料１ということでおつ

けをしています。こちらが全体工程と、あと並びに解体の概念図ということで建屋の断面

図が記載してございますけれども、その中で、今年度は平成 29 年度ということで、緑で塗

った部分の全体工程の中での部分でございます。原子炉容器については、引き続き安全貯

蔵を継続していくこととしています。先ほど、下の図にありますが、緑に示す部分が熱交

換器と呼ばれるものです。これは４基ございまして、１、２、３、４と付番をしておりま

すけれども、２号機についてはもう既に撤去が終わっています。昨年度来から実施してい

ます１号機については、今年度も引き続き解体撤去を継続していくということでございま

す。その他については、全体工程の中では、平成 37 年度を目途で安全第一に廃止措置工事

を進めていくということで、継続してまいるということでございます。 

   本文に戻っていただいて、東海第二発電所ですけれども、平成 23 年の 3.11 以降、同年

５月 21 日から第 25 回定期検査を実施しております。停止期間が約６年ということで、停

止期間が長期化しているということもございますので、法令に基づく、私ども保安上のル

ール、原子炉施設保安規定というのがございますけれども、その保安規定に基づく保守管

理方針に基づく点検並びに特別な保全という形で、発電所の機器の維持管理に努めている

ところです。 
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   一方、いわゆる新規制基準への適合性については、平成 26 年５月 20 日に国の規制委員

会のほうに設置変更許可申請ということで、いわゆる安全審査という形で申請をして以降、

現在、規制委員会の審査に対応しているところです。その状況については、後ほど月例プ

レスという形で毎月お知らせしている中で状況をお知らせしていますので、その状況につ

いては後ほど触れたいと思います。 

   それ以降、現在もう審査を引き続き行っておりますけれども、新聞報道等にありますよ

うに、今、審査が加速化しているという報道もございますが、今後、現在審査については

全力を挙げて安全を確保した上で適切に対応していくということと、必要な手続を行って、

基準に適合すべく関連設備の工事を進めてまいるところでございます。東海発電所と同様、

審査の進捗状況とその内容や結果等については、自治体及び地域の皆様に対して説明を十

分に尽くしていく所存でございます。 

   また、以降、最後の３行ございますけれども、安全確認には新たな規制基準に対する適

合性に加えて、設備の経年変化に対する安全性を確認する必要があるため、運転期間延長

認可の申請に必要な評価を進めていくということで、今年度まさに来年、東海第二発電所

は 40 年を迎えるわけですけれども、その運転期間延長認可については、まだ当社、事業者

としては申請をまだ決めてはおりませんけれども、申請に必要な評価を順次進めていくと

いうことで進めていきたいと考えています。 

   以上が主要事業の計画の発電所の今年度の事業の概要でございます。 

   ２．の運転計画でございますが、これについては、審査以降停止して、第 25 回定期検査

という位置づけですので、これについては継続で、発電の電力量としては運転の計画とし

ては未定でございます。 

   次、めくっていただいて、主な工事等ですけれども、まず東海発電所については、先ほ

ど来触れましたように、廃止措置工事のほかに熱交換器の撤去工事を継続するということ

と、あと、放射性物質として扱う必要のないもの、いわゆるクリアランス対象物等につい

ては、引き続き再生利用等資源の有効活用に取り組んでまいります。 

   ２）の低レベル放射性廃棄物の埋設施設の設置に関する対応ですけれども、こちらも重

複しますけれども、放射能レベルの極めて低いもの、レベル３、Ｌ３の埋設しているもの

の設置に関しては審査等に適切に対応するということと、施設の設置に向けた準備を進め

てまいります。 

   （２）の東海第二発電所ですけれども、主要な工事としましては、前年度の継続でござ

いますが、使用済燃料乾式貯蔵設備の増強工事ということで、いわゆるドライキャスクと

呼ばれるものです。そちらについては、全体容量として 24 基の設置を予定しておりまして、

現在はそのうちの 17 基の製作が完了をしています。残りの貯蔵の容器については、工期で

分けておりまして、第４期分並びに第５期分という形で、第４期分が４基、第５期分が２

基ということで、現在製作を行っているところですけれども、今年度についても継続をし
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ていくということです。 

   ２）新規制基準の適合性ということで、こちらについては新増設等計画書を提出して以

降、国のほうにも設置変更許可申請を提出して以降、審査の適切に対応していくというこ

とで、これについても審査状況を踏まえまして、基準に適合すべく関連設備の工事等を進

めているところでございます。 

   ４．の燃料等の輸送計画ですけれども、今年度については、新燃料並びに使用済み燃料

とも輸送の計画はございません。 

   （２）の低レベル放射性固体廃棄物、いわゆるＬＬＷと呼ばれるものですけれども、今

年度は計画をしてございます。ドラム缶の本数で 1,100 本ほど、搬出先は青森の日本原燃

株式会社の埋設センターということで、来年平成 30 年１月に輸送するということで、現状

計画してございます。 

   以上が平成 29 年度年間主要事業計画ということで、概要の資料のご説明になります。 

   引き続きまして、次の資料でございますけれども、タイトルで東海・東海第二発電所の

近況についてということで、これは毎月１回、発電所の状況についてプレスをしてお知ら

せをしているものでございます。至近の 29 年５月分について紹介をいたします。 

   まず、その中の１．の発電所の状況ですけれども、東海第二発電所については、定期検

査を継続しているところ、東海発電所については、廃止措置中ということで、先ほど来と

重複しますけれども、熱交換器の解体撤去工事のうち１号熱交換器の撤去工事を実施中と

いうことです。 

   ２．の東海第二発電所の新規制基準への対応ですけれども、いわゆる適合性審査関係の

審査会合については、今まで四十数回行われています。前回のお知らせ、すなわち４月以

降、記載の回数、４月 13 日から 28 日にかけて、中身については主に耐震とか、もしくは

津波、もしくは東海第二発電所のケーブル、非難燃性ケーブルに対しての扱いであったり、

外部事象、竜巻その他自然現象等、火山も含めて、審査会合で規制委員会のほうに確認を

していただいております。それについては、現在審査中ということもございまして、適宜

それに対して対応しているということでございます。 

   そのうち、下から五、六行目にありますけれども、基準津波についてはおおむね妥当な

検討がなされているということと、あと耐津波設計方針については、一部防潮堤の構造変

更等について説明をしたところでございます。 

   （２）の主な対応工事ということで、毎月、主な対応工事の安全設備に関して記載をし

ています。まず、フィルタつきベント装置、いわゆるフィルタベントと格納容器の圧力を

逃す装置のところにフィルタをつけて、外部に放出するというような設備でございますけ

れども、それについては準備作業等で行っているところです。 

   防潮堤については、２）でございますけれども、地盤の調査、もしくは資機材の搬入と

いうことで、今現在、いわゆる発電所の海側に取水口というのがございますけれども、そ
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ちらの工事を、主に工事に当たって干渉するものの移動であったり、もしくは地盤の調査、

もしくは現地のいろんな工事の準備等を行っているところでございます。 

   その他の安全対策については、シビアアクシデント、いわゆる炉心溶融等の重大事故時

の対策等ということで、炉心へ注水する配管等の敷設工事を順次進めているところでござ

います。 

   （３）ですけれども、東海第二発電所の運転期間延長認可申請に向けた必要な評価とい

うことで、記載の文言は先ほど事業計画に記載した文言と同じでございますけれども、ま

さに運転期間延長認可申請に必要な評価を今月５月中旬より行うということで、現在準備

を進めているところです。 

   特別点検も含めた運転期間延長認可申請に必要な評価というのが添付資料の（１／２）

と（２／２）ということで資料をおつけしています。そちらのほう、少し概要を説明した

いと思います。 

   まず、添付資料の（１／２）ですけれども、こちらが運転期間を延長するに当たって、

国に申請する申請書の中身の概要を示したものです。まず、主に発電所の高経年化に伴っ

ての高経年化評価というのが主なものでございます。法令上、名称が劣化状況評価という

名称を用いてございます。その中で、安全上重要な機器、構造物等を対象にして経年劣化

事象が発生していないか、もしくは今後の運転で経年劣化事象が発生しないか等を、以下

を踏まえて評価するということで、最新の知見であったり運転経験、もしくは最新の技術

基準、あと、いわゆる特別点検という形での結果となります。 

   これについては、右側の吹き出しで、反映という形で黄色の四角がありますけれども、

今まで 30 年を迎えるに当たって、高経年化評価と呼ばれるものを東海第二は実施しており

ます。その中で、30 年目を迎えたときに高経年化評価をして、その後 10 年を超えない範

囲で、ほぼ 10 年ごとに劣化状況評価を行うということで、これは震災前から、いわゆる新

規制基準ができる前からの法令の枠組みがございました。それに基づいた評価というのに

加えて、まさに今回は運転延長に必要な特別点検の結果も入れ込んだ形で、劣化状況評価

として取りまとめて申請をしなさいというのが法令の要求事項ですので、その中で劣化状

況評価をした中で、今後の保守の管理方針を策定して申請をするということです。 

   劣化状況評価の中には、先ほどあった今までの高経年化技術評価の中身、もしくは圧力

容器等の劣化を監視するいわゆる監視試験片の結果であったり、あと、まさに今、震災を

受けて、3.11 以降強化された新規制基準への対応という形で、新たに追加する設備等もも

ちろん対象にして、今後、運転期間、延長しようとする期間、最長 20 年ですけれども、そ

の期間の運転を想定した技術評価を行っていくということでございます。 

   そのデータの評価の仕方ですけれども、右側の黄色の四角の一番下に記載がありますけ

れども、法令上、劣化状況評価のデータとして使えるというのは、運転開始 35 年以降に実

施した点検記録の評価結果を用いなさいというのが法令の要求にございます。それに従っ
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て、当社は事業者として、自主的な停止期間を使っていろんな点検をしていった中で得ら

れたデータも含めまして、いわゆる劣化状況評価として評価をして、取りまとめて国のほ

うに申請をするということです。 

   対象の設備が原子炉圧力容器、あと原子炉格納容器、あとコンクリート構造物というこ

とで、主にこの３つに分けてございます。それを図の建屋として示したのが次のページの

添付資料の（２／２）になります。 

   大きく分けて、対象機器の構造物が表の一番左に記載がございますが、原子炉圧力容器

並びに原子炉格納容器、コンクリート構造物ということで、主に原子炉圧力容器の絵が下

の左側にありますけれども、その部材ごとに母材であったり下のノズル部であったり、も

しくは支える基礎のボルトの部分であったり、それに対して、外観もしくは超音波探傷試

験等いろんな試験方法を用いてその健全性を確認していくというものでございます。 

   原子炉圧力容器の周りの原子炉格納容器と呼ばれるものが、その部分については目視に

よって内側の塗膜の状態の確認等を実施するということで考えております。建屋軀体、コ

ンクリート構造物については、採取したコアのサンプルをとって、その強度等を確認する

ということで、その健全性を確認していくというものでございます。 

   ということで、特別点検という形で、運転延長認可申請には特別点検という言葉がある

程度皆さんご存じかと思うんですけれども、あくまでも高経年化の評価を踏まえて、全体

的に劣化状況の評価という１つの評価の項目の中で特別点検というのはうたわれています

けれども、あくまでも原子炉の劣化状況を評価した中で、今後の運転期間、延長しようと

する期間、最長 20 年の運転を想定した技術的な評価を行うというのが趣旨でございますの

で、それを踏まえて、今後の保守管理方針を策定するというのを今後進めていくというこ

とでございます。その申請の期限が今年の 11 月ということでございます。 

   ちょっと長くなりましたが、特別点検も含めた高経年化評価等については、説明は以上

になります。 

   本文に戻っていただいて、いわゆる２ページになりますが、こちらについては、プレス

等の発表の実績を記載しているところですので、あと、４．はイベント情報ですので、こ

ちらは割愛をいたします。 

   この月例プレス、それを踏まえた形での添付資料等については、ごらんください。参考

として資料をおつけしています。 

   若干早口でしたけれども、事業計画の概要という形で、私からの説明は以上になります。 

日本原子力発電地域共生部渉外グループマネージャー これで日本原子力発電の説明は終わり

ました。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

副委員長 防潮堤なんですが、新規制基準に適合した防潮堤がつくられるというわけなんです
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が、何年度ごろに完成予定というのは、計画の中ではあるんでしょうか。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー 平成 26 年の申請の段

階では、一応完成予定時期ということで工程を示しておりましたけれども、現在審査を進

めていく中で、先ほど少し触れましたけれども、構造変更という形もありますので、現在、

一部工事には着手しているものの、完成時期については、現時点では、ちょっとこちらお

示しすることが難しい状況です。 

副委員長 まだまだ結構かかりそうな、21 メートルを想定した防潮堤でしたよね。そうなると、

かなりの日数というか年月を要するのかなと、あの距離を延ばしていくというのはという

のを思ったんですが、どうでしょうか。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー 今おっしゃるとおり、

想定する津波の高さは 17 メートルぐらいですけれども、余裕を見越して 20 メートルぐら

いの防潮堤をつくるんですけれども、そちらについては、やはり全体で２キロちょっとの

防潮堤ですので、工期についてはやはり、２年もしくはそれ以上かかるかなとは思ってい

ますけれども、完成時期については、現状ちょっとお示しはできる状況にはありません。 

副委員長 それはやっぱり新安全基準の中で、もうこれはやりなさいという中に入っていると

いう中の一環の防潮堤なんでしょうか。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー おっしゃるとおりで

す。 

副委員長 わかりました。 

委員長 ほかにございますか。 

   では、ちょっといいですか。 

   今、これ新聞が入っていたんですけれども、東京新聞の、延長を視野に劣化評価という

ことですけれども、この見出しをちょっと読んでみると、あくまでも安全性を高める取り

組みの一環として、申請するかは現時点では判断していないということで、20 年が例外中

の例外としてほか認められるということで、今度最後のほうに、そちらの社長さんが延長

申請について可能性はあるということで、ちょっとどっちをどうとっていいのか、お答え

願えますか。 

日本原子力発電地域共生部長 地域共生部長の猪股でございます。ご質問いただきました件で

ございます。 

   まずは、国の定めといたしまして、40 年を超えて運転をする場合においては、１回に限

り最長 20 年間、その運転をすることが可能ということになっておりますが、それにつきま

しては、今、服部のほうから申し上げました運転期間延長認可申請というものを行いまし

て、それが評価してそれが認可されるというのが条件でございます。 

   今般、私どものほうで、その申請に必要な評価を進めてまいりますということにつきま

しては、私どもがそれを判断するのは、１つは、今、きょうの説明の中にもありました新
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規制基準への適合性、この審査の状況がどういうぐあいになっているか、要は私どもが取

り組んでいる、それからこれからやろうとしている安全対策が新しい基準の中でもきちっ

と認められるものであるのかどうかというもののその評価の状況を見きわめながら、そし

てもう一つは、まさにこの劣化状況の評価、場合によれば、劣化状況が激しいというよう

なことが仮にでもあれば、これは進めるわけにはいかないということもございますので、

私どもとしては、今、それらの状況を踏まえた上で判断をするということが今の状況でご

ざいます。社長が可能性はあるというふうに申し上げているのは、まさしくその審査の状

況によって全く申請をすることはないということであれば、こういう評価をする必要はご

ざいませんので、そういう意味では、今評価する段階にはないですけれども、選択肢の１

つとして、そういった可能性もあるという、そういう意味でございます。 

   したがいまして、繰り返しになりますけれども、我々としては、まずもっては今の適合

性審査、それからこの劣化状況の評価、これをきっちりやって、とにかくまずは東海第二

が安全だということを確認したいというのがまず第一義でございます。以上でございます。 

委員長 そうすると、今、原子力規制委員会で審査中ですよね。それは別物になるわけですか。 

日本原子力発電地域共生部長 まさに、新しい規制基準への適合性確認の審査というのは、あ

くまでも新しい基準への適合性の審査ということで、あと、運転期間延長認可申請という

のは、まさにこれは経年劣化の状況を評価するということで、これは別のものでございま

す。 

委員長 全体的に今、日本の原発は 57 基なんですか。そのうち、大体４基ぐらい再稼働し始ま

っていますよね。これ、ほとんど西日本のほうの加圧水型のＰＷＲというのか、それで、

東日本のほうは沸騰水型で、これ一応審査を受けているんだけれども、１つも合格してい

ないですよね。これはどういうふうな見解を持っているんですか。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー 審査の状況について

は今おっしゃるとおり、主に太平洋側のプラントもしくは柏崎もございますけれども、い

わゆる沸騰水型と呼ばれる炉型を持つプラントについては、まだ審査の合格をいただいて

いるプラントはございません。加圧水型が一部先行しておりますのは、やはりみんな炉型

が大体同じようなものでして、１つの安全審査という形ができますと、先行事例にならっ

た形で審査が加速していくというのもございます。 

   加圧水型と沸騰水型ではやはり、東海第二は沸騰水型でございますけれども、沸騰水型

特有の課題がございますので、太平洋側については日本海側と違って、津波の評価であっ

たり地震の評価等も特有の特徴もございますので、そのあたりに時間がかかっているとい

うふうに認識しております。 

   ですので、一応東海第二発電所については先ほど少し触れましたけれども、基準地震動

と言われる地震の強さですね、それを示すものであったり、津波の基準津波と呼ばれるも

のについては、おおむね妥当な評価をしているということで、国のほうから確認を得てお
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りますので、今後、そのほかのプラント特有の事案も含めた形で、審査には対応してまい

りたいと思っております。 

委員長 そうすると、福島第一のほうは沸騰水型と同型ですよね。そうすると、やはりそうい

う何かの影響もあるんですか。審査がなかなか適合できないというのは。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー 福島第一と同じ炉型

ということではなくて、やはり加圧水型と違って沸騰水型固有の課題というのがございま

すので、福島の廃炉もしくはそちらとの関連性は特にないと思っております。ですので、

あくまでも技術的な基準並びにいわゆる安全基準に合格、適合しているかを確認していた

だくということですので、審査の中身、基準がＰＷＲとＢＷＲでやや異なるということで、

ちょっと時間がかかっているのかなと思っております。 

委員長 じゃ、たまたまということですね。 

   ほかございますか。 

助川委員 冒頭、所長さんのほうからもお話がありましたように、市民の皆さん、あるいは周

辺住民の皆さんは、安全安心がいかにすれば確保できるかということを一番願っておる事

業所さんだと思いますので、そういうことを考えた場合に、先ほども副委員長のほうから

もお話がありましたけれども、防潮堤の件なんかも、この程度の津波を想定しているんだ

ということで、それに準じた高さを確保するということでありますけれども、そういう過

酷事故を起こす自然災害が、地震とか、あるいはまたそれに伴っての津波とかによって、

電源喪失がされてしまうというようなことからいいますと、それに関しての事象をいち早

く解決するために、二重三重の対応をしていただかなければ安心を担保できないというこ

とだと思いますので、これに関しては、たまたま万が一、防潮堤が壊れてしまって、ある

いはそれ以上のものが来てしまって水没してしまって、電源喪失がされたということに関

して、いち早く排水機能を発揮するというようなところまで想定して、これから工事を進

められることになるんでしょうか。その辺はどうなんでしょうか。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー それでは、今、議員

のご指摘のように、現状 20 メートルの高さの防潮堤を考えておりますけれども、それを超

える津波が来たらということも想定はしてございます。ですので、万が一というような想

定外というのはございますので、防潮堤を超えてくる津波に対してもきちんと対応できる、

原子炉をきちっと冷やせるようにということでの対応をもちろん考えた上で、対策を行っ

ているところです。 

   一方、万が一超えてきて、それを中身がプールみたいにたまったら、それを排水する仕

組みもございます。ですので、外からは入ってこないんですけれども、中からは排水でき

るような仕組みを現状私ども考えていますので、万が一、超えても原子炉を安全に冷やす

ような仕組みという形で、現状、安全の中で対応していくということで現状対応している

ところでございます。以上でございます。 
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助川委員 それによって、福島の原発におきましては水素爆発、格納容器の溶融が原因なのか

どうか、私は専門的なことはわかりませんけれども、それに伴ってのそういう水素爆発と

いう事象が起きてしまったんでしょうから、それによって放射能が放出されたということ

でありますので、この格納容器等も二重三重にするなんていうことは想定されないんです

か。それに耐え得るようなということで。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー 現状、議員のご指摘

のように、格納容器というのは原子炉の圧力容器の周りを取り囲むように鋼鉄製のライナ

という内張をされた丈夫な容器でございますけれども、そちらについては、現状、それを

二重化するとかという計画はございません。圧力が上がって、そちらが漏れるようなこと

がないように、先ほどちょっと説明の中で触れましたが、格納容器の圧力を逃す装置、い

わゆるフィルタベントというのも設置をする予定でございます。そちらで格納容器の圧力

が上がったらば、フィルタベントを通して放射能のセシウムでいいますと、大体 1,000 分

の１ぐらいに減少させた形で外に放出するということで、万が一、圧力容器もしくはそれ

から漏れ出した物質が格納容器の中にたまっても、圧が上がらないように逃してあげると

いうような設備もそれで対応していくというところで考えております。以上です。 

助川委員 そうしますと、福島で起きた水素爆発は、格納容器の外の部分を覆っておる部分で

はなくて、ここの図に示されておるこのほかの部分なんでしたか。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー 福島の１号機のこち

らのまさに原子炉建屋の上部が水素爆発で吹っ飛んだわけですけれども、そちら、格納容

器から漏れ出た水素等が、水素は空気に比べると軽いですから、常時上のほうに上ります。

ここの原子炉建屋の上部にたまって、それが爆発して、建屋の上部が吹き飛んだという形

になります。 

   東海第二は、規制基準の中でもそういう水素爆発に対してきちんと対応しなさいという

のがうたわれていますので、万が一、原子炉建屋の中に水素がたまった状態でも、それは

触媒を使って吸着させるであったりとか、ベント装置、いわゆる圧力を逃してあげるよう

な設備も現状考えております。ですので、まずはそちら、原子炉圧力容器、もしくはその

周りの格納容器で閉じ込めるというのが前段ですけれども、それがだめになったという前

段で、前段否定でもって、だめになったという仮定でもって原子炉建屋に水素がたまらな

いような仕組みもきちんとやりなさいというのが現状の要求ですので、それらに対しても

きちんと対応していくということで現状考えております。以上でございます。 

助川委員 放射能を外に出したというのは、そうしますと、格納容器の爆発によって炉心が損

傷して、それで放射能が漏れ出たということなんですか。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー 爆発というのは、原

子炉圧力容器、その周りを格納容器がありますけれども、格納容器自体は爆発したもので

はございません。爆発というか、水素爆発を起こしたのは周りの原子炉建屋と、コンクリ
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ートの部分ですので、あの圧力容器並びに格納容器が爆発したということではございませ

ん。 

助川委員 結局、事象としては燃料棒が溶融して、それに伴って水素が放出されたと。それが

満杯になって行くところがなくて、コンクリートの場所が吹き飛んだという形なんでしょ

う。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー そうなります。 

助川委員 そうですよね。そうしますと、それをそうしないようにするための方策として、ベ

ントをつくって、圧力が上がらないようにすると、フィルタベントによって、放射能も薄

めた形で放出するということなんでしょうけれども、その辺のところはそれで大丈夫なん

ですか。100％そういうことが起こり得ないということになりますか。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー 評価の中で 100％と

いうのはなかなか難しいものでありますけれども、私どもは先ほど来のいろんないわゆる

規制基準の中で要求されている安全対策設備を行うことによって、可能な限りリスクを下

げるということで考えておりますが、まさに 100％という形はなかなか難しいので、でき

る限り、可能な限り、リスクは下げるということで、圧力容器並びにそれを取り囲む格納

容器、その圧力が上がらないようにする。もしくは圧力が上がって万が一、原子炉建屋内

に水素が充満したケースにおいても、水素を吸着させる、もしくは圧力を下げてあげると

いうような対策を行うことで、対応は一応可能かなということで考えております。 

助川委員 まさに、今おっしゃられている内容でおさまっていただくのは一番いいことなんで

すけれども、想定外の事象になってしまうのが一番困るわけでありまして、そういうこと

を考えた場合に、安全審査に関しましては 100％に限りなく近づけるような対応をしてい

ただかなければ、市民の皆さんあるいはまた周辺住民の皆さん方、安心をして再稼働に何

とか行っていただきたいですよという声にはなかなかならないというふうに私自身は考え

るんですけれども、その辺のスケジュール的なものはどういうお考えなのかお伺いいたし

ます。 

日本原子力発電地域共生部長 まずもっては、今、フィルタベントのところに話が集中してし

まったんですけれども、それというのは、まず事故が起こって、相当最終的な段階、非常

に最悪のケースが重なった段階の話になります。一番まずもって大事なのは、これは審査

前からイコールですけれども、まずは事故の発生にならないようにちゃんと冷却をすると、

原子炉を冷却するという機能をまずしっかりと保って、水素が発生するような状況にしな

いというのが第一でありまして、そのために、防潮堤もそのための１つの一番最初のもの

ですけれども、仮にそこで水が敷地の中に入ってきても、今度は建屋の中にそれを入れな

いと、重要な設備は濡れないようにまずするというのが基本にあります。 

   それから、万が一、それができなくても、例えば電気をもって冷却系をコントロールし

ているわけですけれども、そのための電源を何重化、複数化すると。なおかつそれでも電
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源がだめになったら、今度は直接水を入れて冷やしてやると。それも一系統ではなくて何

系統も冷やしてやる系統を持っていると。それができなくなってという段階の中で、また

そういったのが出てまいりますので、その部分だけをとって 100％行けるかということ以

前に、まずそういう事象を発生させないような段階的な、まさにこれがだめなら次、次が

だめならこれ、本当に何重もの対策をしていくという中で、そういう事故を起こさないと

いうことが基本中の基本ということになっております。 

   したがいまして、審査の項目も非常に多岐にわたりまして、非常に時間がかかっておる

というのも、そのような状況の中からです。今、我々としては、もうとにかく迅速に審査

を進める必要があるというふうに考えておりますし、また、地元の皆様には、東海第二は

これだけ安全なんですということをしっかりとご説明できるようになる必要があると考え

ております。 

   ただ、審査の状況については、まさに規制委員会のほうで審査を進めておるものですか

ら、私どもとして、いつごろというようなことを申し上げることがちょっと言える立場に

はない状況でございます。私どもとしては、規制委員会のほうからここはどうなんだ、こ

こはどうなんだということを示されたときに、適確に迅速にお答えするように対応してい

るという、そういう状況でございます。 

委員長 よろしいですか。 

福田委員 ちょっと過去のことから質問したいんですが、我々、当委員会、過去は特別委員会

でしたけれども、いろんな原発を視察に行って、ちょうどアメリカのテロ以前は格納容器、

これ、入れたんですね。見学できたんですよね。そういうときに、いろんな原子力施設で

質疑応答をしたときに、当時は原発というのは 40 年ということが言われていましたよね。

稼働から 40 年、そういう説明を受けて、我々、40 年の間、一番心配されたのが、格納容

器の中、圧力容器とかというのは、これはかなり頑丈にできている。これは我々一般から

見ても評価できたかなと思うんですけれども、残念ながら、本体に対する附帯設備、いわ

ゆるタービン建屋とかあるいは冷却関係の配管とかといういろいろな附帯設備があるわけ

でしょう。それの耐用年数、一般社会でいえば、耐用年数というのはどのくらいなんです

かといったら、40 年は絶対大丈夫ですと、こういう説明を受けた記憶があるんですよ。そ

れがさらに今度、20年延びて 60年というところに非常に我々は疑問を抱いたんですよね。

不安なんですね。当時は 40 年は絶対大丈夫ですよと、それがいつの間にかローリング的に

60 年と、これ国の方針、あるいは規制委員会とかという、そういうところでのことですか

ら、我々云々ということは言える立場ではないですが、非常にそういう附帯的な設備に対

しての不安というのが我々一般的に懸念をしているんです。 

   それは１つには、大分、十何年になりますか、あれはどこだったか、記憶がちょっとな

いんですけれども、タービン建屋に行く蒸気の配管、それが抜けてえらい事故が起きたの

がありましたね。あれは美浜でしたか。あの３日前に我々視察に行ったんですよ。３日後
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にああいう事故なんですよ。これはあくまでも格納容器の内部じゃなくて、附帯的な設備

の配管、そういう一つ一つのパーツも 40 年は絶対大丈夫ですというようなのをいろいろ

我々は耳にしていたんです。ところが、ああいう事故があった。あるいは外でもいろんな

そういう附帯的な事故が多くありましたよね。それが 60 年ということに非常に我々、不安

なんですね。その辺についてはどうなんですか。この資料をいただきました５月 11 日の東

京新聞、これは例外中の例外というようなことで記載されていますよね。既に高浜とそれ

から美浜、これが稼働していると。既に 40 年経過しているわけですよね。今、東海さんは

規制委員会が調査をしているということでしょう。 

   例えば、この前の福島の原発にしても、格納容器あるいは圧力容器というのは、問題は

なかったんですよね、津波では。問題は冷却水でしょう。そういう単純なことが今回のよ

うな大きな被害を被るえらい事故につながった。そうすると、例えばそういう周り、いわ

ゆる本体そのものより附帯的なそういうことに対しての、これに対して非常に我々近隣市

町村として心配なんですね。特に福島の例を見れば、立地よりは周辺、これがえらいいま

だに避難区域があるわけでしょう。そういうことからいうと果たして、これ決して私は原

電さんを云々ということじゃなくて、国あるいは規制委員会に対して、そういうことまで

全てチェックはしているんでしょうけれども、当時 40 年が 60 年ということに延長された

ということに非常に心配がある。どういうふうに思いますか。 

日本原子力発電地域共生部長 すみません、今 40 年ということが出てきたんですけれども、運

転期間は 40 年ときちっと定めましたのは、この震災後の規定で初めてのことでございます。

従来は 30年の時点で残り 10年間の安全性をきちんと確認しなさいというのがありまして、

そこで多分 40 年という言葉がすごく印象にお残りになったんじゃないのかなというふう

に考えるわけですけれども、従来はさらにまた延長する場合には、40 年目を迎える前まで

に次の 10 年間の評価をして、必要な対応をして、それがきちっと確認されればさらにとい

うふうに、いつまでというものが具体的に決まっていなかったんです。 

   それに対して、今回は 40 年というのをまず決めて、その上でそれを超える場合には、し

っかりとその後、最長 20 年、しかもそれがしっかりと劣化状況をきちっと評価をしてでき

るようにしようというのがまず基本なんです。また、そういう中で、もちろん附帯設備に

ついてもいろんな差があります。極めて重要なものから全く事故等何とかとは関係のない

ようなものとかありますけれども、そのレベルに応じて、しっかりと附帯設備についても

点検なり評価なりをするということになってございます。 

   それから、先ほど美浜の事故ですね。非常に痛ましい、本当にまたその直前に入られた

ということで、さぞかしご心配なされたんだろうなというふうに思う次第でございますけ

れども、まさしく美浜の場合はＰＷＲ、加圧水型ということでございまして、タービン建

屋そのものに行きます蒸気は、これは放射能を帯びていないものでありました。したがい

まして、当時の基準等でいった場合に、そこの強度の点検等というものに関して、非常に
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その当時どういうぐあいかというのは、ちょっと関西さんの話なので、私どもで知る立場

にないんですけれども、少なくとも東海第二でいいますと、タービン建屋に行く配管のタ

ービンのところに行く蒸気については、これは放射能を帯びた蒸気でございますので、し

っかりとそこについても点検はしっかりもちろん行っておりますし、その強度がしっかり

あるかということはしっかり現在でも、これまでもずっと評価をしているような状況です。 

   特に新しい規制基準においては、どこか一部分が弱いがためにだめになったというよう

なことにならないような総合的な評価をしっかりやるということになってございまして、

従来以上に経年劣化に対する評価をしっかりやるということについては、従来よりも厳し

くなったというのが状況でございます。それにしっかりと私どもはやると同時に、審査に

合格したからいいんじゃないかということではなくて、さらにできることがあるのかとい

うことを我々はしっかりと捉えて、少しでも地元の皆様方にはそういう不安を与えること

のないように精いっぱいやる、そういうつもりで取り組んでございます。 

福田委員 おっしゃっていることはよくわかります。まず安全第一というのは、これはもう当

然のことですから。ただ、この新聞にも記載されていますけれども、法律上の寿命は 40

年だったと。それが基準を満たせば 20 年延長できるんだよというところに、一般住民はそ

こがなかなか理解しがたいところなんですよ。ですから、その辺をしっかりと原電さんは、

これからどういう結果が出るかわかりませんが、そういうことが一番大事なんじゃないで

すか。私もそう思っているんです。 

   案外、格納容器あるいは圧力容器というのには、これはもうあらゆる技術を擁した格納

容器全てが本当にすぐれたものだろうと、これは我々も評価したいんです、説明を受けた

中でも。ただ、残念ながら、今回の場合には冷却水がだめで、圧力容器の底の部分が大分

損傷でえらい放射線が放出されている。これは誰も想定していなかったでしょうね、今回

のあれは。ですから、そういう想定外のことを想定するということ、こういうことが非常

に大事なのかな。老朽化している原発は特にそうじゃないですか。そういうふうに素人的

な考え方、一般住民的な考え方でものを言えば、そういうことをしっかりやっていただき

たいなというのが私の率直な質問でございます。以上です。 

日本原子力発電地域共生部長 ありがとうございます。まさしくおっしゃるとおりで、年数が

たったから弱くても仕方がないんだという発想は全くだめであって、本当に必要があるの

なら、新品に交換をする、必要な強度をしっかり保っているのか、この後保てるのかとい

う、そういう見方をしっかりしていく必要があるというふうに考えております。そして、

議員おっしゃるとおりで、まさに地元の皆様に何をもって我々がきちっとご説明できるか、

しっかりと今、発電所がどういう状況にありますということをできる限りわかりやすくご

説明をして、そして、今の発電所の状況がこういう状況にあるというのを絶えずお知らせ

をしながら、本当に東海第二については、我々が一生懸命やっているということの中身を

今、現状どういうぐあいになっているかというのを皆様方にしっかりとご説明をしながら、
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一歩一歩進めることが大事だというふうに思っております。 

   したがいまして、今おっしゃっていただいたようなことを一つ一つ、また私ども今しっ

かり取り組んでおるつもりではございますが、もう一回持ち帰って、そこはしっかりと、

点検の際にそういう目線でしっかりと物事をやっているかどうかということを確認しなが

ら、今の審査についてもしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 

委員長 よろしいですか。ほかございますか。 

遠藤委員 るるご説明をいただきました。今おっしゃったとおり、今どういう状態なのかとい

うのをしっかりとまずわかっていただくというのが大事ということですれば、当然そうだ

ろうなというふうに思っております。 

   先週、私ども災害の特別委員会があるんですが、全議員、また担当執行部も含めて、原

子力事故があったときに、我々那珂市民が避難するという筑西市と桜川市に行ってまいり

ました。我々自治会単位で、70 ほどの自治会がそれぞれ避難所分かれて逃げるというよう

なことに、県のほうでもそういうふうな自治体単位で逃げ、また市のほうでは自治会単位

で避難所を指定していただいておりまして、つまり、当然、事故を起こさないのが大事な

ので、それはぜひ頑張っていただきたいわけですが、もう我々地域住民の目線としては、

もう事故が起きたらばどうやって逃げようか、どこに逃げるんだ、どういうふうにするん

だという視点が当然なんですね。 

   そういったときに、では事故が起きてしまいましたという場合に、あの 3.11 のときは複

合災害でした。単独ではなく、地震があって、津波があって、電源喪失して、それからの

事故でしたけれども、単独災害だって、今だってあり得るわけですよね。燃料棒が入って

いて、何かしらのふぐあいで原発事故は起きる可能性はあるわけですから、再稼働してい

なくても今単独事故の可能性はあるわけでして、今の時点で、じゃ、何かしらそういう重

篤な事故が起きた場合、我々市民としては、これからどこに逃げればいいかという、執行

部にはマップをつくっていただきましたし、それなりにこれから住民説明をしていただく

わけですけれども、じゃ、事業所としてはどういうふうに情報を出し、また行政とどうい

うふうな連絡体系をとって我々住民にお知らせいただけるのか、これが不明なんですよ。 

   我々も起きたときにここに逃げればいいというのは、まだその調査も緒についたばかり

ですけれども、そもそもどういう情報で、どこからテレビ、ラジオ、行政の防災無線、ど

ういうふうにして情報が来るか全くわからない状態でして、何をもとに避難すればいいん

だというふうなところがあります。 

   まず、事業所さんとして、起きたときはどういうふうな体系をつくるのか。例えばＪＣ

Ｏのときは、現場での状況がわからないから、かなり中央、東京のほうは混乱した。だか

らオフサイトセンターを現地につくった。現地で情報収集をして、そこから発信できるよ

うにしたと思います。オフサイトセンターなんかというのが今どういう状態になって、原

電さんとどういう連携をとって、県と市がどういうふうになっているかというのがちょっ
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と、そこの説明がほとんどないので、わからないです。事業所目線からして、まずそうい

う過酷事故が起きたときに、どういうふうな行政との連絡体制をとって、どういうふうに

避難、住民に連絡を回していくのか、それを教えてください。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー 発電所の私ども勤務

するほうからお答えしますと、まず、事故が小さなトラブルもそうですけれども、何かト

ラブルが起きた際には、24 時間私ども体制を組んでおりまして、対外的な通報の当番制を

しいております。24 時間、トラブルが起きた際には、県と立地である村もそうですけれど

も、那珂市さんもそうですけれども、関連する 15 市町村を初めとして関連の機関に対して、

速やかに情報提供する仕組みを整えております。 

   ですので、過酷事故に限ったわけではございませんけれども、通常時のいわゆるトラブ

ル等に関しても速やかに通報できて、まず状況を速やかにお伝えする、発信すると、それ

も間違いのない情報を速やかに発信するというのが私どもの務めだと思っていますので、

原子炉の状態、もしくはいろんな状況に関しては、事実、間違いのない正確な情報を速や

かにお伝えするというのが第一義的には大事だと思っています。それ以降の体制等につい

てはちょっと私、発電所のほうとしてはあれですけれども、まずもっては、トラブルも含

めて正確な情報を速やかに発信するというのが私どもの第一義的な責任かなと考えており

ます。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所長 所長の江口です。 

   事故の程度によっては、議員さんおっしゃったとおり、原子力災害の法律に進展してい

くような事故もあります。そのときには、話の中にありましたようにオフサイトセンター、

これは今、ひたちなかにあるんですけれども、こちらを活用して、そこに集まっていただ

いて、その中で各県、村、あるいは関係市町村が集まって、その中で避難等の議論がされ

るというふうには認識しております。 

   我々の訓練の中には、そういうところも想定しまして、そこにきちんと、情報をきちん

と発電所の場合は伝えるというのが一番大事なので、そういうところでそういう議論をし

ましょうと、そういうふうな事故になった場合には、速やかにそういう専門の人を派遣し

たり、あるいは我々の中の派遣した者と通信手段をもって派遣しますので、最新の情報を

そこにどんどん流すというようなことをやっております。そういう訓練もやっております。 

遠藤委員 それは 3.11 以降の法令の整備もしくは運用基準の見直しを含めて、そういうふうな

体系になってきたのだろうというふうに思いますが、例えば、報道の中で見ると、私たち

もよくわかりませんが、当時の 3.11 の福島のときは、官邸含めやはり情報が錯綜し、当時

の総理が緊急に現地に入り云々みたいなものもありましたようですが、やはり相当混乱す

るわけだと思うんですよね。事業所の中でまず相当混乱するんだと思いますよね。だから

そういった意味で、果たしてどれだけの情報が正確に、まず事業所内で集約できるのか、

そういう訓練ができているのか。また、そういったものを適確に外に出すに当たって、混
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乱を生じないようにするために、福島から学んだ教訓というのは何なのか。そういったと

ころをやっぱりきちっとまず発信する際が混乱を来し、また正確な情報を適宜出していく

ような体制をとっていないと、最終的に末端である我々市民は避難がおくれます。それに

よって２次、３次災害がまた拡大するということが当然想定されますので、いざというと

きに適切にそういうことができる体制になっているかどうかを確認させていただきたい。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所長 今おっしゃったのは、多分災害対策本部の話をされ

ていると思います。私はその本部長を務めます。おっしゃるとおり、起きた際に、情報を

きちんと我々も確認しないといけないというふうに思っています。それは福島のことを考

えると、やはり錯綜した、いわゆるいろんな情報が飛び交っている状況で判断しないとい

けないというようなところも想定した訓練をします。 

   具体的に何をやるかというと、パラメートをきちっとお互いに確認していくのがまず１

つ。その次に、起きたパラメーターで、次に、では何が起きるのかと予見していく。その

ための戦略を立てる。何を第一にやるんだということを災害対策本部にそれぞれの分野の

プロがいます。それらと議論しながら、次はこれをやる、これをやるということを本部は

決めていきます。 

   もう一つ大事なのは、おっしゃったとおり、決めたことをどういう状況にあるというの

を丁寧に伝えていくというのがすごく大事です。１つ福島のときから大きく国との関係も

変わったところが、国と直接そういうことを議論するためのシステムが今発電所にありま

す。大きな事故があれば、国からも直接我々のどういうことをやっているんだということ

を国に見てもらうというようなシステムが現在あります。そういうことを通じまして、や

はり発電所が一番大事なのは、きちんと冷静に何が起きているということを時間をかけず

にクイックに判断するということが１つ。その次には、それを正しく情報を速やかに伝え

ると。これを徹底して訓練をやっています。 

   具体的には、どんな訓練をやるかというと、今言ったやつの事象が早い事象とか、すぐ

に送るやつを無理無理想定して、それでも対応できるのかというような訓練とか、最初に

数人しかいなかった、そこからスタートしてどうなんだと、そういう訓練もやっています。

こういうのを日々やっています。毎月はこういう感じで、本部ということで、大体当社の

場合には 60 名体制を敷きますけれども、これらの者が毎月そういう訓練をやっているとい

うところが現状です。 

遠藤委員 非常に心強いなというふうに思いますけれども、では、そういったところを、いざ

というときのためですから、それをまず地元の那珂市の行政がわかっているのか。そうい

うふうな連携がとれているのかということなんだと思います。これはもうここの立地の東

海村しかり、この近隣市町村しかり、そういったところを行政の方にわかっていただかな

ければならないのではないか。当然、県もそうです。そういったところがまず事業者さん

でしっかりと構築していただいた上で、いざというときのための体制を地元行政としっか
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りと綿密に連絡をとっていただいて、体制を構築していただきたい。 

   少なくとも我々市民が当然事故がないようにしていただくわけですが、市民が避難しな

ければならないようなときを想定して、実際そういうこともあるわけですから、しっかり

とやっていただきたいなと、本当に切に思った次第です。 

   本当にここから五、六十キロ離れて避難するというのは大変なことです。現実的にどこ

までできるかと、本当にこれは机上の空論じゃないかと思えてしまうぐらい、実際にみん

なで当日行ったときに、私は実感をいたしまして、ここに本当に５万 5,000 人の市民が来

られるのかなと。本当に今でいうと机上の空論に本当に近いなという実感ですが、ただ、

これは既にもうあったわけですから、これに向けて、少しでもそこに魂を入れていかなけ

ればいけないのではないかというのが本当に実感でございますから、ただ、その発信元は

やはり事業所さんです。そして、それに連携をとっていただく自治体のほうですから、ぜ

ひ努力していただきたいなと思います。最後に見解を。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所長 わかりました。おっしゃるとおりだと私も思ってお

ります。ですが、我々もやはり地元のことをよく考えながら、実は、我々の発電所も東海

村でもう 50 年以上ということで、我々の家族も実は住んでいます。６割、８割と住んでお

りますので、それのことも思いながら、あるいは皆さん全体のことを思いながら、訓練を

しっかりやっていって、しっかり情報発信が適切にできるように日々やっていきます。あ

りがとうございました。 

古川委員 東海村を含む近隣自治体の首長が構成するところからの協定の見直しに対しては、

我々は新聞等による報道もしくは自治体からの間接的な報告でしか知る余地がないんです

けれども、それに対して、そのような中、市民の方々から請願として我々議会に、議会と

しても首長の懇話会に対して、品のない言い方ですけれども、けつをたたけといったよう

な請願、直接原電さんにではなくて、首長懇話会のほうに対してけつをたたけというよう

な請願でございましたけれども、そこは議会としては少し見守るかと、もしくは議会とし

て周辺の議会が足並みをそろえて直接原電さんにまた要求するかといったような考え方、

動きもなくはない現状なんですけれども、そういう意味で、原電さんから直接私ども聞い

たことがないものですから、その辺の協定の見直しに対する考え方についてお伺いしたい

なと。この場で新たな発言をしますと大問題になるでしょうから、それは結構ですけれど

も、これまでの経緯、経過について教えていただきたいと思います。 

日本原子力発電地域共生部長 地域共生部長、猪股でございます。 

   まさに私のところで対応してございますので、状況をご説明させていただきます。これ

につきましては、そもそもが、まさに安全審査の申請を行う際に、安全協定の改定のご要

請というのをちょうだいしておりまして、これにつきましては、東海村を座長とする隣接

市と水戸市で構成されております原子力所在地域首長懇談会という１つの団体と、そして

もう一つは水戸市さんを中心にして、これはＵＰＺプラス小美玉市も入っておりますけれ
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ども、15 市町村のこちらが東海第二発電所安全対策首長会議という、この２つの組織から

要求をいただいております。 

   そして、外側の 15 市町村のほうの会議のほうは、まずもっては内側の所在地域懇談会と

のものを、そちらを先に決着をして、その後で 15 自治体側もというような、そういう内容

でございます。中身としましては、６市村の中身でいいますと、水戸市を含めて隣接市全

て東海村と同じように位置づけることということと、あとは東海第二発電所の重要事項に

かかわる事前了解にかかわる事項というような、その２つに大きく絞られてございます。 

   これについて、ずっと要請以来、やりとりをさせていただいておるんですが、昨年７月

27 日に開催されました懇談会の席上において、東海第二が申請時期を迎えるということを

踏まえて、早期に締結するように改めてというお言葉をいただきました。そして、昨年 12

月に開催されました懇談会の場において、私どもから一旦考え方をお示しさせていただき

ました。これについては、この状況では飲めないということで、改めて再度の要請という

のをいただきまして、３月 24 日にまたこちらのほうから再回答という形でさせていただい

ております。これにつきましては、新聞等でも報道されておりましたけれども、私どもと

しては従来というか、現行の安全協定の中で再稼働の部分等、特にきっちり言う部分とい

うのは非常に難しい中で、新たな協定ということをご提案申し上げた状況ございます。 

   それに対しまして首長様方からいろいろご意見いただきましたが、ちょっと非公開の場

の内容でございますので、その意見の内容については、すみませんが、ここでは控えさせ

ていただきたいと思います。私どもはそのいただいた意見を踏まえて、さらに私どもから

どういう対応ができるかというのを今考えている最中でございまして、もうご要請をいた

だいている状況ですから、迅速に適確にしっかりと、できる限り、本当に事業者として最

大限の回答をさせていただきたいと思って、今やりとりをさせていただいている次第でご

ざいます。 

古川委員 非公開でということなんですが、非公開であるがゆえ、言えないような内容も含ま

れていたということなんですか。 

日本原子力発電地域共生部長 非公開だから公開だからというか、私どものご提案した内容に

ついては、報道に対してもこういう内容だというものをお出ししたんですけれども、首長

様からいただいたご意見は首長様の各ご意見なものですから、これは私のほうから首長が

こう言っていましたというのは、ここでちょっと申し上げる立場にはないなという、そう

いう意味でございます。 

副委員長 ちょっと戻ってしまうんですけれども、今、東海と同じ 40 年の経年劣化の検査を受

けているような同じような原発ってありますか。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所長 今、延長認可申請という意味で、既に 40 年の申請を

したプラントはあります。これは、関西電力の高浜１、２とか、美浜３号機、そしてこれ

は許可がおりております。今、表明して、延長認可申請の評価を進めますと言っているの
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は、今は当社だけです。先行の先ほどの３つのプラントは既にもう申請も終わって、認可

までもらっているということです。以上です。 

副委員長 今現状、延長認可申請を行う予定であるというのは東海だけですか。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所長 そうですね、予定といいますか、評価をしているの

は東海第二というのが正しい理解です。 

副委員長 わかりました。ありがとうございます。 

委員長 ほかございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   それから、原子力専門委員の皆様、ご質問あれば。 

     （なし） 

委員長 では、暫時休憩いたします。 

   日本原子力発電株式会社の皆さん、ここで退席いただきます。大変ご苦労さまでした。 

     休憩の宣告（午後２時 21 分） 

     再開の宣告（午後２時 32 分） 

委員長 では、再開いたします。 

   気体廃棄物の放出状況についてを議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

防災課長補佐 防災課の課長補佐の秋山です。ほか１名が出席しております。 

   本日は、時間をいただき、ありがとうございます。執行部からは、気体廃棄物の放出状

況についてをご説明させていただきます。 

   内容については担当よりご説明いたします。よろしくお願いいたします。 

原子力Ｇ長 それでは、気体廃棄物の放出状況について、私のほうからご説明のほうさせてい

ただきます。 

   まずお配りしました資料１、平成 28 年度第４四半期における気体廃棄物の放出状況につ

いてをごらんください。 

   この資料は、平成 28 年度第４四半期１月から３月期におけます気体廃棄物の放出状況に

ついて、茨城県原子力安全協定に基づきまして 11 の事業所から報告があったものをまとめ

てございます。 

   表の見方につきましては、クリップどめをしております裏面に資料１の１としまして、

気体廃棄物の放出状況について、解説版をつけさせていただいておりますが、全ての 11

事業所において放出管理目標値を超えて放出された気体廃棄物についてはなく、適正に管

理しておりますことを報告させていただきます。執行部からは以上となります。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 
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     （なし） 

委員長 なければ、本件を終結いたします。 

   本日の議題は全部終了いたしました。 

   長時間にわたり大変お疲れさまでした。 

   以上で原子力安全対策常任委員会を閉会いたします。 

   閉会（午後２時 34 分） 

 

   平成 29 年８月 29 日 

    那珂市議会 原子力安全対策常任委員会委員長   笹島  猛    


