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原発は本当に安いのか

大島　原発は一番安いといわれてきました。この
見方は，すでに第 2回の原子力白書（昭和 32年版，

1958年 12月）にも書かれています＊1。1950年代か
ら，原発は経済優位性をもつ，と言われていて，
原子力の神話の中でも根深いものの一つです。そ
れを一から考え直してみようと考えました（『原発
のコスト』岩波新書）。

1970～2010年度の実際のコストを調べてみた
のが表 1です。1970年というのは，商業用原発
として現在につづく軽水炉が動き始めたころ（日本
原子力発電株式会社敦賀発電所 1号機 1970年運転開始）です。
ここで調べたのは，事業者が発電に直接的に要
するコストです。原発のコストには，直接の発電
コスト以外にも，社会的費用がかかっています。
社会的費用には，政策コスト（立地対策コストと研究開
発コスト。本来は事業者が負担すべきものだが政府が巨額の研

究費を出してきた），そして福島原発事故で明らかな
ように事故のコストがあります。
ただし，事故コストにおいて，金銭で換算でき
るのはごく一部であると私は考えていて，この点
は注意が必要です。
少なくとも政策コストで明らかなもの（全体から

すれば一部）を加えても，原発のコストは，歴史的
に一番高かったと言えます。

原発という事業では，単に発電の部分だけでな
く，付随するさまざまな国民負担を見る必要があ
ります。そこを見てはじめて，正確な費用がわか
ると思っています。
河野　昔から，原子力のコストについて資料を出
すように言っても，全ページ黒塗りで出してくる
という現実がありました。相当にでたらめをやっ
てきました。
電力の（一部）自由化（1995年より）がなされて，家
庭用と事業用に料金体系がわかれましたが，家庭
用はいわば正規の料金で，事業用は需給調整契約
の名目で，ダンピングしているわけです。私は，
7円／キロワット時という資料を見たことがあり，
表 1で見れば赤字ではないかという話です。
震災後に計画停電がありましたが，本来であれ
ば，その前に需給調整契約者への供給を遮断する
はずです。ところが，計画停電をした。
莫大な投資を必要とする原子力を動かさなけれ
ばならないために，夜間の電力料金のように料金
体系もおかしくなっているのだと思います。
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＊1―「原子力発電は，コストの点からみれば初期においてすで
に在来の火力と匹敵し，さらに数年後においては，最新鋭の重
油専焼火力と十分匹敵しうるようになり，それ以後は原子力発
電の方が有利になるとみることができる。」とある。

表 1―発電の実際のコスト（1970～2010年度平均）
 （単位：円／キロワット時）

発電に直接要
するコスト

政策コスト
合計研究開発

コスト
立地対策
コスト

原子力 08.53 1.46 0.26 10.25

火力 09.87 0.01 0.03 09.91

水力 07.09 0.08 0.02 07.19

一般水力 03.86 0.04 0.01 03.91

揚水 52.04 0.86 0.16 53.07

出所：大島堅一『原発のコスト』岩波新書
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コストの全容を明らかにし
全面賠償を

吉井　原発と核燃料サイクルについて，全体像を
きちんと明らかにしないままやってきたことが，
事故対応にかかわってきています。
原発はこれまで，コスト面も秘密主義，安全神
話をつくりあげて本当に安全なのかどうかも秘密
主義という，いわばブラックボックスの塊のなか
でやってきました。それが今度の事故で，全面的
に噴き出してきた。
原発を動かすということは，濃縮ウランに始ま
るウラン燃料のコストがあり，原発自体の建設コ
スト，ランニングコスト，バックエンドのコスト
もかかります。そのなかには，再処理工場を動か
す場合の，建設コスト，ランニングコスト，維
持・管理から解体コストが必要となってくるし，
その手前の現在は，海外へ再処理を委託し，輸送
用の巡視船を含めて，いろいろなコストがかかっ
ています。さらにウラン採鉱跡の環境復元コスト
も要ります。原発の全体像を描くことが大事な意
味をもっています。
この間，海外からの返還ウランのコストについ
て資料を持ってきてくれと言っても，電事連（電気
事業連合会）はぜったいに出さないんですね。
河野　海外で置いてもらう保管料も出していない
ですよね。
吉井　ええ。出さないんですよ。海外での再処理
の輸送・管理のコストが明らかになっていない。
河野　そのコストは，電気料金に入っているわけ

です。
吉井　さらに，将来の廃炉コストの見積もりも，
きちんとできているわけではない。積立金を積み
上げていますが，将来どれくらいコストがかかる
のか，まったくわからないのです。
使用済み燃料の処分もそうですが，高レベルに
しろ低レベルにしろ，廃棄物の処理・処分は，半
減期の長いものは時間をかけることになります。
半減期を技術的に短くできるのかどうかという技
術開発も問われてくるし，放射線量をどうやって
下げるかという技術開発も問われてくる。必要な
研究開発テーマはいろいろあるけれど，何も手を
つけないでやってきたので，将来のコストもまっ
たくわからないのです。
わからない部分を除いて，わかる範囲で費用を
計算すると，だいたい 54兆円くらい使ってきて
います。それを大島先生が研究されているように，
トータルの発電量で割るとどれくらいになるのか，
コスト面でもきちんと表に出させることが，結局，
原発依存でいいかどうかにつながってきます。
さらに事故処理コストがかかります。事故処理
コストとしては，避難をさせられた人たちの補償
をきちんとしないといけませんし，生産者の受け
た打撃，流通で受けた打撃があります。いまも福
島から避難している人には，居住地選択権がある
わけです。戻りたい人も，どこかよそに移りたい
人もいらっしゃる。原発事故がなければこの状況
はなかったわけです。それに対して，戻りたい人
のためには徹底した除染が必要ですし（ただし，除染
の技術が確立されていませんから，どこまで除染できるのかわ
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かりませんが），避難したい人には，移転費用や，移
転先での生活，教育，医療などのサポートが必要
で，これが全面賠償というものだと思います。

	破綻処理が当然だ

河野　東京電力が廃炉の費用，賠償の費用，福島
の事故対策費用を払えるはずがありません。実質
は，債務超過で破綻しています。それを破綻させ
ない，きわめて不透明な状況になっています。
問われなければならない株主と債権者（＝金融機

関）の責任を，現政権は何も問おうとしていません。
おそらく，財務省と金融機関の思惑が裏にあるの
でしょう。もともと不透明だった原子力が，さら
に不透明になっています。
吉井　事故の加害者として，東京電力が全面賠償
の費用を負担することになります。
しかし，東京電力は当初，「想定外の事故」だ

ったと言って，自分たちも被害者だから免責され
るという主張をずいぶんしていました。その考え
方を突き崩すように国会でも追及しましたが，さ
すがにそれは逃げられなくなった。あるいはまた
東京電力は，放出された放射性物質は「無主物」
（所有者のいない動産）だという主張をして，言い逃が
れしています。
河野さんが言われたように，本来は破綻処理で

す。ステークホルダーには皆，責任をとっていた
だく。そのうえで，電力の安定供給は必要ですか
ら，一時的か長期かは別にして，公的管理に移し
て電力供給を行わせる。将来的には，（自由化の是非
にもかかわりますが）自由化の道でいくにしても，送
電インフラは国道・県道に相当するような公的な
ものとして管理しながら，発電事業者やNPOな
どによる小規模な再生可能エネルギーの発電が爆
発的に普及することにより，電力を地産地消でま
かなうことです。さらに地域で余った電力を自由
に売れるようにするといった方向も考えられるで
しょう。電力の質や不安定さに対する技術的な解
決を考えなければなりませんが，基本的にはそう
いう方向でいくのだろうと思います。
河野　破綻処理をしないと，国民負担が増えます

から。株は 100％減資してもらって，社債は一
般担保がついているのでその範囲で保護されるこ
とになりますが（電力債には優先的に弁済される権利が付さ
れている），金融機関の融資は守られませんと，は
っきりしないといけない。破綻処理をして，国有
化をして，福島第一・第二原発は切り離して，処
理しなければいけないと思います。送電網は発電
と分離して，分離しても問題ないことがわかった
うえで，順次売却していく。売れた分だけ国民負
担が減っていくわけです。ステークホルダーの責
任を問い，売却によって国民負担を本来軽減すべ
きところです。
経営者の退陣は当然として，現場の人には本当
に申し訳ないけれども，電力会社は非常に人件費
が高いので，人件費はあるレベルまで抑えさせて
いただいて，福利厚生も平均値までは下げさせて
ください，ということはやらざるをえない。ただ
し，再スタート後にがんばってもらえば給料が上
がっていく，というのは当然のことです。いまの
ように，裏口から金を回して，それを何十年何百
年かけても返せというゾンビ企業では，先がない
ですから。一生懸命やっている現場の人にとって
も，先のない企業よりも，申し訳ないけれど破綻
して再出発してがんばってくださいというのは，
いいだろうと思います。
値上げは権利だと東京電力の社長が言っても，

JALがそんなことを言えたのか，と。地域独占だ
から言えるので，その前に，経営陣は無給でもや
ってください，と。社員の方には責任がなくて申
し訳ないけれど，会社の責任だからごめんなさい
ということで再出発してもらわないと。それもや
らないで電力料金を上げるとは，言ってはいけな
い。

	原子力損害賠償法を改正せよ

大島　破綻処理は当然の話で，ステークホルダー
に責任をとらせるのも当然です。
こうなったのは，原子力損害賠償法（原子力損害の

賠償に関する法律，原賠法）が，東京電力のみに責任を
課す構造をもっているからです。なぜそうなって
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いるかと言うと，「原子力事業の健全な発達」（第 1

条）が目的になっているからです。機器の設計・
施工という絵を描いたプラントメーカーやゼネコ
ンには，原発が危険な発電方法である以上，免れ
えない責任があります。ところが原賠法により，
プラントメーカーやゼネコンに損害賠償を求償で
きない構造になっています。そこが大きな問題で
す。
原賠法を改正して溯及させるのはむずかしいか
もしれませんが，「複合体」そのものに責任があ
ると言っていかないと。もちろん東京電力は第一
義的責任者で破綻処理すべきですが，プラントメ
ーカーは他人事で，リスクをまったくかぶらない
構造になっている。
大本には，燃料や炉が外国からの輸入だったの
で，引き渡し後の免責をアメリカ・イギリスが要
求したということがあります（『原子力開発十年史』p. 

178）。
吉井　核兵器開発のための原子力に限界がきて，
今度は平和利用で大きな利益を上げようという狙
いから，原発へシフトしていったわけです。福島
第一での GE（ゼネラル・エレクトリック社）の「ター
ン・キー契約」は，そこから始まっています。引
き渡したらその先は，GEは免責されます，と。
この考え方は，製造物責任の考え方と，まったく
の対極にあります。現在であれば，とても成り立
たない話です。

GEは，アメリカの中部から東部にかけて原発
をつくっていて，それは地震のないところなんで
す（笑）。地震や津波への対策を考える必要はない
し，そもそも免責されるから頭にありません。し
かし，買い取る側は当然，考えないといけないで
すよ。日本のことをよく知っているゼネコンやメ
ーカーには本来，製造物責任が問われなければな
らないわけです。原発をつくって利益を上げてき
た人たちには，社会的責任をきちんと果たすとい
う考え方が必要になると思いますね。
大島　本来は，関係者であるプラントメーカーや
ゼネコンなどにも，責任を負わすべきだと思いま
す。そうでないと，モラル・ハザードがおこって

しまいます。事故があっても他人事で，もっと原
子力をやりましょうという気持ちになっているの
は，リスクをかぶっていないからです。国家丸抱
えで，ここまで保護されている産業はなく，きわ
めて特殊です。この構造に踏み込まないといけな
い。
私は，原賠法の目的そのものを改正してほしい
と思っています。もはや「原子力事業の健全な発
達」などというものは，前提にすべきものかどう
か，それ自体が疑われていますから。
河野　なるほど。そうなれば，プラントメーカー
もゼネコンも保険に入らなければならないと。
大島　そうですね。
河野　保険金が莫大で，本当に原発が安いのか，
となる。原発は建たなくなるでしょうね。
大島　瑕疵があっても求償できないなどというこ
とは，ありえない。パーフェクトな製品をパーフ
ェクトに納入しているかのような前提になってい
るのですが，実際，構造自体に瑕疵があったこと
もわかっているのに，責任が及ばないのは根本的
な問題だと思います。
資本主義の原則は，リスクをとる者がベネフィ
ットを得るということです。おかしな経済活動の
ために，おかしなことがたくさんおこっていると
思っています。

	再稼動を理性的にする法改正

河野　原賠法を改正して，溯及できるようにすれ
ば，国民負担は相当に減りますね。本来の状況に
戻さなければならない。本当は政治家がもっと早
くから言わなければならない話です。原賠法を改
正して再稼動するものからそれを適用するぞ，と。
メーカーは自信がないなら言ってくれ，と。
大島　そうなんですよ。
河野　「自信がありません」と言ったら（笑），そ
こは再稼動させません，となる。
大島　それが本来の意味での，ゼネコンやプラン
トメーカーの知見を活かすことだと思います。
河野　「うちは大丈夫です」とか「直してからで
ないと責任は持てません」などと，みんなが言い
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始めますね。そうすれば再稼動も正しく判断され
るはずです。再稼動に経済原理を入れることにな
ります。政治家がもっと早くから言っておくべき
話でしたね。
大島　シビア・アクシデント対策や安全対策の研
究は少ないとよく言われますが，この問題のため
だと思います。リスクを負うと思えば，メーカー
もゼネコンも，新しい炉の研究ばかりでなくてシ
ビア・アクシデントの研究をするようになるし，
正しく評価するようになるはずですね。民間が本
来負うべきリスクを負っていないことが，科学技
術の発展をゆがめています。社会には必要とされ
ている研究が，ブロックされる構造があって進ま
なかったわけです。
原賠法の目的の一つが住民への補償で，電力会
社が一義的に責任を負っていないとどこに請求し
ていいかわからない，ということでそうなってい
るのですが，かといって，他に求償できない形に
しているのは，本来はありえません。逆にいまそ
のことが，補償を滞らせていると思えます。再稼
動もそこから考えないと，いつまで経っても経済
界から，リスクを負わずにゆがんだ形の要求が出
てきます。
河野　経団連はやたらと動かせと言いますよね。
仲間内を助けようというような。
大島　リスクの判断を本来の形にすれば，危ない
原発は経済界としても反対することになるでしょ
う。正しくせずに妙なところをブロックすると，
市場が働きません。
河野　おっしゃるとおりです。だからこんなに国
費が入ることになるわけです。東京電力が破綻と
なれば，本来，第二・第三の責任者が応分の負担
をしなければいけない。そこがないから，そのま
ま国民負担になってしまう。メーカーはつくって
儲けは得るけれども，その責任は負わなくていい
という，そんなビジネスは世の中にありえない。
吉井　それどころか，事故をおこして，本来，製
造物責任を果たさなければいけない人たちが，事
故処理ビジネスで儲けるという，大変おかしな構
造になっています。

	総括原価方式が生んだ闇

大島　ベネフィットを得る者が，コストを払うこ
とが重要です。社会的費用を含めてきちんと反映
させて，他の電源と競争させれば，経済合理的に
原発は高くてやれないとなると思っています。そ
ういう仕組みをつくることが，政府の役割です。
いまは，コストを政府が払うとしていますが，そ
れが政府の役割か，と。
簡単に言えば，国民の財布を当てにした，すご
く都合のいい議論なんですよ。ベネフィットは俺
のもの，コストは国民のもの。これは経済的にも
成り立たない。
吉井　今度の場合，税金から出してもらって面倒
を見てもらうとともに，何十年何百年かかっても
返しますという構造になっているけれども，返す
お金はどこから捻出するのかというと，電気代の
値上げなんですよ。総括原価方式である以上，結
局，国民負担になる。東京電力としては，なにも
責任をとらない形になっています。
海外メディアがいちばんふしぎに思うのは，

「なぜ日本の電力会社はあれほど秘密主義なのか」。
秘密主義の根源にあるのは，電力が地域独占で，
総括原価方式で確実に利益があがり，原発をつく
っても損をしないことがあります。
電力会社が発注するのは，東芝，日立，三菱重
工です（加圧水型は三菱重工）。その付帯工事はゼネコ
ンが請け負い，鉄やセメントなどの素材供給メー
カーとして新日鉄や太平洋セメントが儲け，長期
にわたる資金調達はメガバンク。そして電力会社
は破綻しないから，メガバンクには何のリスクも
ないんですよ（笑）。財界中枢部が，原発を中心に
した利益共同体をつくってきて，だれも責任をと
らずに，責任をとるべき人が再稼動しろなどと旗
振り役をやる。安全や事故処理の社会的コストの
負担などは一切お構いなしに走っていくという，
原発利益共同体の問題です。
いままで機能してきたのは，「原発は安全で
す」と言ってきたからです。スリーマイル島で原
発事故があろうと，チェルノブイリで原発事故が
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あろうと，日本の原発技術は高いから大丈夫なん
だと，「安全神話」をくみたてて走ってきたわけ
です。もたれあいと無責任と秘密主義の混合体の
ようなもので，国民に対して責任をとらない構造
ができてしまった。そこをどうしていくかが，い
まの課題です。
原発利益共同体を構成している人たちのものの
考え方が，安全をひじょうにおろそかにしてきた。
安全対策はもっとできたんですよ。島村研究会
（1985～94年に島村武久・元原子力委員会委員が主宰した「原

子力政策研究会」）で，東京電力元副社長の豊田正敏
さんの発言に，コストがかかるからやめておけと
言われたとある。
とてもビジネスとして成り立たないという仕組
みを考えていかないと，なかなか大変でしょうね。
1年経ったいま，静かにしていた人たちがうごめ
きだしていますから（笑）。
河野　しかも表じゃなくて裏でやりますからね。
自民党でもそうですよ。表の場では誰も言わない
ことが，文書になると，誰がこんなことを言って
いた？ ということがある（笑）。
再処理積立金がたまっていて，あの一部は東京
電力の資産なんです。再処理用とわかるように外
に積み立てているだけです（東京電力の再処理引当金の
うち 0.9兆円が原子力環境整備促進・資金管理センターで運用）。
国民負担と言うならば，そちらを先に使うべきで
す。ところが，なかなかその議論に政府でもなら
ないですし，自民党でも大勢はそうだと言うんで
すが，裏でそれを止めている人がいて，表に出て
こいと言っても出てこないんですよ。
大島　え，そうなんですか？
河野　そうなんですよ。議員立法で積立金の東電
分を賠償に充てるという法案まで準備して，自民
党で審議をやってくださいと言うと，審議が始ま
らなくて，誰が止めているのか，わからない。い
やいや俺じゃないと，ずっと回っていく。止めて
いる奴は出てこいと言っても，誰も出てこない。
明らかに皆グルで止めているだろうと思うわけで
す。

経済性もなく矛盾に直面する
再処理

編集部　再処理（使用済み燃料からMOX（ウラン―プルトニ

ウム混合酸化物）燃料への抽出・転換）はコスト的にも成
り立たないし，歴史的経緯も不透明です（本誌 2010

年 2月号参照）。原発とは避けられない一体のもの
と誤解されているのではないかとも思います。
吉井　「19兆円の請求書」（核燃料サイクルのバックエン
ド（後処理）の総額の見積もり 18兆 8000億円＊2。2004年に経

産省で同名の内部資料＊3が作成された。表 2）の話では，河
野さんは当時，与党議員でありながら官僚とやり
あわれて（笑）。オフレコの部分とか，いろいろあ
るんでしょうけれど（笑）。
河野　もうぜんぜん大丈夫ですから（笑）。
再処理工場は最初は 7600億円と言っていたけ

れども，建ってみると 2兆円を超えている。
MOX工場も，最初 1200億円と言っていて 1900
億円まで上がっているわけです。本当にでたらめ
なんです。2兆円もかけて，十何年も動かない。
本当にそういう技術があるのかという話です。高
レベル廃棄物の処理はいろいろ言っているけれど，
言っているとおりに何一つできていない。
吉井　サイクルの現状がどうなっているか。河野
さんが言われたように，もうめちゃくちゃなんで
す。いちばんわかりやすい例が原子力船「む
つ」＊4です。60億円で計画しました。ところが
1000億円を超えるところまでふくらんで，1週
間の航海でダメとなって，いったん廃船が決定さ
れました。そのときに原子力関係を，きちんと総
括すべきだったんです。
大島　あまりに甘い見積もりですよね。
吉井　あまりにもひどかった。では，日本はアメ
リカのように原子力潜水艦を持つのかと言うと，
それはないんですよ。あくまで商業用ということ

＊2―http://kakujoho.net/rokkasho/costs.html
＊3―http://kakujoho.net/rokkasho/19chou040317.pdf
＊4―1969 年進水，74 年に出力上昇試験を開始早々に放射線漏
れを観測，93 年に原子炉を撤去し，96 年に研究船「みらい」
として進水，運航中。
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で始めた。失敗するという多くの研究者・技術者
からの声があったけれども，とにかく国策事業と
してやると。それで，関わった人がどう責任をと
ったかというと，そこがあいまいなんです。あい
まいのままに，原子力だ，それは核燃料サイクル
だときた。
よく見てみると，いま，サイクルの全部が失敗
しているんです。もともと高速増殖炉（「もんじゅ」
は原型炉。規模などにおいて商業炉の 2段階手前）は，仮に
計画通り 2030年に 150万 kWの商業炉ができた
としても，そのコストはめちゃくちゃ高いんです。
いまの動力炉の 3～4倍といった規模で高くつく
んですよ。
大島　じゃあ，ダメですね。
吉井　もともと，「もんじゅ」の実験が成功した
としても，商業化は無理なんです。実験するとリ
スクが伴います。すでに事故を経験したわけです
が。だから，やめたほうがいいんです。これをや
めれば，再処理工場の意味がなくなってきます。
そうすると，使用済み燃料をどうするのか，と

いう問題が出てきます。だからいま，核燃料サイ
クルの全体が矛盾に直面しているんです。
本来なら，一つ一つの要素技術の研究開発をし，
技術が確立してから，進むのならば進むというの
が普通の手順です。なにも解決していないのに，
莫大な投資をしてきたんです。今度の福島の事故
で，おそらく，再処理施設も，「もんじゅ」も，

無理でしょう。早く決断したら，それだけ損失は
少なくてすみます。すでに深い傷ですけれど，ま
だ浅くすむ。突っ込めば突っ込むほどに，傷口は
深く，損失は大きくなるんです。安全上や環境上
の問題はもとより，技術的にも経済的にも，核燃
料サイクルはやめたほうがいい。
大島　損切りに尽きると思います。大きな損失で
すけれど，いま損失を止めないと，大変なことに
なってしまいますね。
吉井　六ヶ所の核燃施設は一部放射化しましたけ
れど，まだいまなら，解体処理コストがましなん
ですよ。本格稼動した後で解体処理をするときの
コストは，ものすごくかかる。早く止めたほうが
損失が小さくてすむんです。
河野　アクティブ試験のときに「本当にやるんで
すか」と言ったんです。やってしまうと解体に費
用がかかるのに，結局，最後のガラス固化が動き
ませんと。本当は，あのときに止めることができ
たはずなんです。それをやらなかったのが大きい。
何のために核燃料サイクルをやるかと言えば，
ウランは輸入だけれど，プルトニウムは国内で増
やせて高速増殖炉で電力を得るのだというのが当
初の議論だったわけです。高速増殖炉でプルトニ
ウムを増やすから準国産エネルギーだと説明して
いた。笑ってしまうのは，高速増殖炉ができなく
て，プルサーマル・サイクル（プルサーマル：MOX燃

料を燃やしプルトニウムを消費する）なんです，と言う。
それで，国産エネルギーに分類しているのはどう
いうわけかを尋ねると，輸入したウランは炉の中
で 3年くらいは燃えているからと，支離滅裂な
ことを言う（笑）。プルトニウムは国内で増えない
輸入エネルギーだとなれば，経済性で勝てなかっ
たら，やる必然性はないわけです。
大島　燃料として経済的にもまったく成り立たな
い。本当に無意味です。

	外交・防衛の理屈は成り立つのか

吉井　核燃料サイクルのもう一つのポイントは，
核抑止論です。40年以上前に外務省の研究会で
つくられた文書（外務省・外交政策企画委員会「わが国の外

表 2―政府によるバックエンド事業の費用推計
 （単位：円）

再処理 11兆 8000億
返還高レベル放射性廃棄物管理 18兆 3000億
返還 TRU放射性廃棄物管理 18兆 5700億
高レベル放射性廃棄物輸送 18兆 1900億
高レベル放射性廃棄物処分 12兆 5500億
TRU廃棄物地層処分 18兆 8100億
使用済燃料輸送 18兆 9200億
使用済燃料中間貯蔵 11兆 1100億
MOX燃料加工 11兆 1900億
ウラン濃縮工場バックエンド 18兆 2400億

合計 18兆 8000億

出所：総合資源エネルギー調査会電気事業分科会　コ
スト等検討小委員会「バックエンド事業全般にわたる
コスト構造，原子力発電全体の収益性等の分析 ･評
価」2004年 1月 23日より作成
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交政策大綱」1969年）にあるように，日本は核兵器は
持たないけれども，いつでも核兵器を持てるとい
う，経済的・技術的ポテンシャルを持つことによ
って，外国から掣肘を受けることなく核抑止力を
持つことになるという考え方が，外務省を中心と
してずっとあったわけです（本誌 2011年 12月号参照）。
再処理工場は，その肝にあたります。再処理工場
をやめるというのは，潜在的核抑止力論という考
え方そのものを否定することにつながってしまう。
ですから，なかなか簡単には引っ込まない人たち
がいるだろうなと思います。
河野　抑止になるとは思えないですけどね。向こ
うが撃つぞと言っているときに，これから 1年
かけて開発しても間に合わないわけだから（笑）。
仮にそういう議論があるとしても，すでに日本は
45トンもプルトニウムを持っていて，十数トン
が国内にあるわけです（本誌 2010年 2月号参照）。プリ
ンストン大学のフォンヒッペルさんによれば，ア
メリカの核兵器に積んでいるプルトニウムの総量
でさえ，38トン。45トンもあれば，アメリカの
核兵器のプルトニウムよりも多いわけです。8 kg
で爆弾ができるというから，日本の国内にある
10トンでいくつできるのかという話です。仮に，
百歩譲って核抑止の議論があるとしても，もう再
処理の必要はない。プルトニウムの半減期はもの
すごく長いから，いまある量で，十分以上なわけ
です。
仮に外交・安保の理屈があったとしても，日本
のどこで核実験をやるのか，と言った瞬間に，そ
の議論は止まってしまうと思いますし，仮にあっ
たとしても，再処理のやる必要がないほどのプル
トニウムを持っています。経済性もないし，必然
性もないし，もうやめていいと思います。
編集部　日本の再処理は，あたかも外交成果のよ
うに思っているが，アメリカに利益があるから与
えられ，日米原子力同盟に引き込まれたのだ，と
いう指摘があります（本誌 2011年 12月号，4月号参照）。
吉井　その見方は当たっていると思います。アメ
リカがアジア戦略を組んだときに，日本はエネル
ギー面で原発を求めてくるから，初期の段階では

アメリカは原発を輸出し，後には技術料で吸い上
げていくわけです。同時に核燃料はアメリカが供
給し，使用済み燃料はアメリカが持って帰ってプ
ルトニウムをとりだせば，核兵器のコストが下が
っていくわけです。日本は，早くから高速増殖炉
の道を進もうとしていましたから，アメリカとし
ては，日本が再処理工場を持てば，核武装をする
おそれがあるが，それはさせたくないと。日米原
子力協定では再処理工場をもともとは認めていな
かったんですが，認める代わりに，核兵器への転
換は許さないという仕組みで，アメリカの核の傘
の下にあるという体系のなかで考えてきたわけで
す。韓国にも同様にやってきた。韓国は，再処理
工場を日本のように持ちたいという気持ちがある
けれども，米韓原子力協定に縛られていて改訂し
ないとできないんです。韓国は自前の再処理工場
を持てないでいるんですが，逆に幸いしていると
思います。
原発で出てきた使用済み燃料をどうするのか，
という問題があるけれども，それはどういう道を
とるにしても研究開発の途上で，いまは処理・処
分の技術は何もないんです。再処理には首を突っ
込まないのがいちばん無難です。首を突っ込んだ
ら後戻りが大変です。
河野　お正月にワシントンに行ったときに，アメ
リカがすごく気にしていたのは，2014年の米韓
原子力協定の改訂です。そのときに韓国が，原子
力主権だと言って，日本が再処理をやっているか
ら韓国にもやらせろ，と言われることを気にして
いる。建前としては，使用済み燃料プールがあふ
れるから，再処理をやらなくては大変だと言うの
だけれども，ドライ・キャスク（乾式貯蔵）なり，や
りようがあるわけです。せっかく米朝合意で，よ
うやく北朝鮮がウラン濃縮をやめると言っている
ときに，韓国が再処理を始めてプルトニウムを取
り出すと言ったら，北朝鮮は待てよという話にな
るから。
大島　それはそうでしょう。
河野　南アフリカも再処理をやりたいと言ってい
る。韓国，南アフリカにOKを出したら止めら
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れなくなって，プルトニウムが世界に拡散するこ
とになる，と。日本も再処理には合理性がなくて
やめるから，韓国も使用済み燃料プールの処理は
乾式貯蔵で，と言うべきだねという議論をアメリ
カでしてきたんですが。
いまの民主党政権は，そんなことより濃縮ウラ
ンが大変だと言っている。濃縮ウランが大変なの
はそのとおりだけれども，だからといって，プル
トニウムを放置はできない。ウランの問題はウラ
ンの問題として対応して，プルトニウムの拡散に
ついても，いまから再処理の拡散を止めなければ
いけない，と民主党政権に言っても，まともにと
りあわないんですよ。
再処理の問題は，国際的な安全保障の議論のな
かで，意味がないから日本も降りる，だから韓
国・南アフリカもやめろ，と言うのがいい。その
代わり P5（核兵器を保有する国連常任理事国 5カ国）も，も
うすこしまじめに核兵器の削減に動けと，日本が
言えると思うんですよ。段階的に核兵器を減らす
ために，再処理はやめると言うべきだと私は思い
ます。

	使用済み燃料の乾式貯蔵へ

河野　使用済み燃料プールが一杯になって，ドラ
イ・キャスク（乾式貯蔵）に行かざるをえない。いま，
民主党の議連も自民党の議連もバックエンドの話
をしていますが，経済合理性を入れて，原発の電
力消費量に応じて，ドライ・キャスクの保管を
47都道府県に分けようという議論があります。
そこまで分散させたら危ないだろうという話もあ
ります。うちの県は原発の電力は結構ですと言え
ば，いままでの分だけ引き受けてください，と。
大島　廃棄物の本来の原則はそうでしょう。
河野　電力だけ使うというのは成り立ちませんよ
という話です。拡散が問題であれば，置いてもら
う県に預かってもらうお金を払えばいいでしょう。
いまはそういうお金を払っていませんから。そう
すれば，うちの県は天然ガスの電力や再生可能エ
ネルギーの電力を買います，保管料がかかるから
原子力はもういい，という具合になる。そういう

経済合理性を入れたほうがいいという話があるん
です。そこまで言えば，原子力がなくてもいいと
なるだろうと。
吉井　ドライ・キャスクは，使用済み燃料を将来
どうするかの研究開発が進んでいないなかでの，
暫定的なものですね。すでに東京電力はドライ・
キャスクを発電所敷地内で持っています。敷地内
で，貯蔵プールに入っている分を，一定温度以下
になった古いものから，敷地内でドライ・キャス
クに移して置いておくことができるわけです。
問題は，原発依存でこれからも続けていくのか
どうか，そこにかかってきます。プールも一杯，
ドライ・キャスクでやるにしても敷地や容量的に
大変だとなってきた場合には，そういうところは
老朽化していますから，廃炉に行かざるをえない。
そういう面からも，外に持ち出すという議論は，
受け入れ側にはなかなか大変なことだと思います。
いくら，あなたも電力の恩恵を受けていると言っ
ても，うちの近くにそれが来るのはいやだと言う
のは，福島原発事故以降，放射性物質に対する考
え方は厳しくなってきていますから，これはむず
かしい。
河野　そうすると，保管料で払ってくださいとい
うことですね。
吉井　原発敷地内でドライ・キャスクの保管場所
を建ててとりあえずもっていく。あとは廃炉管理
ということになります。

	原発の静脈産業を新たにつくる

河野　福島原発も廃炉に 30年，40年かかるし，
いずれ全 54基の廃炉は出てくるので，この分野
の雇用はつづきます。原発をつくるところにはも
う魅力はないかもしれないけれど，少なくとも廃
炉技術では食いっぱぐれがないし，スピンオフし
て廃炉の専門会社をつくって大金持ちになる，と
いうこともあるかもしれない。確実に必要な分野
だという認識はあるから，人は日本人も含めて来
ると思います。世界中でこれだけ原子力と言って
いる時代ですから，日本で廃炉を学んで，世界的
に廃炉ビジネスをやろうという人は，たぶん大勢
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いると思うんです。
原子力発電所を閉じたら，人が来なくなるとか
集まらなくなると言うけれど，世界には 400基
以上の原発があるわけです。これから原子力発電
をやるという国は，人材育成も必要で，彼らから
すれば，日本に行って運転技術から廃炉ビジネス
まで学べると思えば，来ると思います。もちろん
日本人でやればいいし，日本人がいないというな
ら，外国から呼べば来てくれるでしょう。それは
そんなに心配していない。英語のプログラムにな
るかもしれないけれど，日本人が英語でできれば，
外国に廃炉ビジネスを展開することもできるわけ
です。
人は集まるとしても，問題は，あんな人間に教
えさせるのかということです。原子力の先生方は
悪いけど，一回首，と。外国から，必要な人材を
呼んできて，鍛えなおさないとダメでしょう。
いままでのように，企業からもらった資金や，
就職の人数で評価されるのでは，ダメでしょう。
教える側の人間が癒着しているようでは。NHK
に出てきてでたらめを言ったような人は，大学も
解雇しろよ，と思いますね。
大島　環境経済学からすれば，どの産業でも静脈
産業である廃棄物処理は必ずあります。唯一，産
業として廃棄物を考えてこなかったのが原子力産
業で，きわめていびつです。
いまの原子力工学の人には，静脈産業の人がほ
とんどいないでしょう。だから，いまの原子力工
学の人たちを前提に予算をつけてもなにも意味が
ないと思います。
ですから，静脈産業を新たにつくらないといけ
ない。政治的な判断だと思いますが，もう上流は
いいと考えて，思いっきり削って，静脈産業が発
達するように誘導することが重要ではないかと思
います。
河野　要らないところにたくさんお金が落ちてい
る予算を，組み替えるということですね。
廃炉ビジネスは，原子力工学だけの問題でなく，
ロボットをどう開発するのか，建物をどう解体す
るのかなど，他分野の最先端の課題があると思い

ます。放射線量の高いところで自由に動けるロボ
ットの開発などは，ロボット工学からすればチャ
レンジングな世界のはずで，成功すれば，いろい
ろなところに展開できる話でしょう。廃炉で必要
なのは，原子力工学だけではない。人材は，原子
炉だけでなく，広い分野の人を含めて，月にロケ
ットを上げるくらいのチームをつくる話になると
思います。いろいろな国の人が関心をもって，む
しろ日本に呼ばれるとうれしいと思ってくれるの
ではないか。人材については悲観する必要はない
と思います。

	専門家は誰か

編集部　専門家とはある体系のなかで答を出す人，
科学者とは未知の現象の解明を目指す人という整
理ができるかと思います（本誌 2012年 1月号参照）。専
門家は同時に科学者であるべきですが，その点が
忘れられているのではないかと思えてなりません。
大島　わかっているかのように，無責任に言うん
ですよね。
原子力とは単に原子炉を動かすだけの話ではな
いので，社会学や経済学など，さまざまな分野が
総合的にからまないといけないと思います。
審議会でも，原子力工学やプラントメーカーの
人たちばかりです。学者然としてしゃべれば，少
しだけいる他の，たとえば消費者団体の人たちな
どを，いくらでも煙にまける。びっくりするのは，
原子力損害賠償のことまで，原子力工学の人が，
あたかも専門家のように話してみたりする。法学
や経済の人がいれば，そんな恥ずかしいことはで
きないと思います。一分野の人たちばかりでは，
きわめて危険だなと思います。
河野　事故の後，海外のメディアから，原子力安
全委員会や保安院に，原子力発電所の建屋の設計
とか，そこで使われている材料に詳しい人はどれ
くらいいるのかと聞かれて，絶句したんですよ。
たとえばコンクリートの含水率といったことを知
らないと，なにが起こるかわからないだろうとい
うわけです。突っ込んだ質問で，すごいなと思い
ました。でも，官邸に聞いてもわからない。専門
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家が入っているかどうかも官邸ではわかりません，
といった話になってしまう。
政策決定が原子力の人だけではダメというのも
そのとおりだし，事故がおこると，格納容器や圧
力容器の中だけの話ではない。設計や材料がわか
るように広い範囲で適切な人を求めないといけな
い。
大島　原子炉のなかだけの話に収斂していて，再
稼動も原子炉の話だけをする。複合的にできてい
るはずなのに，個々の部分だけに詳しい人が全体
を話す。それは危ういですよね。
編集部　開発の初期に素粒子論グループの研究者
らは，独自に研究開発していく重要性を説き，輸
入して直ちに商業化するのではひ弱になると批判
しましたが，本当にそうなったのだと思います。
基礎的な分野の人も入ることが重要ではないかと
感じます。
吉井　かつての旧原子力研究所は，だんだんその
後，推進機関に変えられましたが（本誌 2011年 12月

号参照），湯川（秀樹）さんや朝永（振一郎）さんの流れ
を汲んで，原発を平和的に利用できるかどうかも
含めた基礎研究をやるべきだ，という発想から出
発していました。そういう研究機関を，規制庁の
付属研究所として持ち，現役の技術者・研究者を
抱えておかないと，実際の原発規制は大変です。
そのときに，使用済み燃料の処理・処分や，原
発の解体・廃炉などに関する研究や技術開発とか，
研究者としてのモチベーションが上がる仕組みを
同時に考えていかないといけません。

	社会的責任論の背骨を

編集部　小社では先ごろ，坂田昌一の論集を編み
直した『原子力をめぐる科学者の社会的責任』を
刊行しました。
吉井　湯川・朝永・坂田の三先生の『平和時代を
剏造するために』という岩波新書が私の学生時代
に出版されたのですが，それは科学者・技術者の
社会的責任論なんです。いま，社会的責任論が，
一人一人の学者・研究者・技術者とそれらを目指
す人に，文系・理系の枠を超えて，必要なときだ

と思います。社会的責任論をふまえてものを考え
る，そういう人びとの集団をつくりあげないと。
社会的責任論が欠如している人に，どんな技術を
持たせてもダメだということです。
原子力工学・原子核工学といわれる分野は，本
来はシステム工学です。全体をつかんで判断でき
る，しかも社会的責任をふまえてできる人が，育
つ構造になっていないのが，残念ながら実態だと
思うんです。要素にも通じていながら，システム
を運営できる技術者をどうつくりあげていくかと
いうことと，そのときにそれぞれの人が，社会的
責任論を一本の背骨として持っていないと，どう
いう方向で考えても，これからの日本社会にとっ
て大変だなと思うんです。それをつくらないとい
けない。
マスコミ的には，原子力村という表現はおもし
ろいですが，私の受け止め方からすると，電力，
原発メーカー，ゼネコン，素材供給メーカー，メ
ガバンクという財界中枢部がつくる原発利益共同
体に飼われているようなものです。専門家といわ
れる人たちの手で，全体が動かされているわけで
もないんですよ。原子力全体を動かしているのは
原発利益共同体で，専門家といわれる人たちはう
まく舵取りされているだけ。個々の分野は金をた
くさんもらって丸々と太ったかもしれないけれど，
原子力みたいな巨大システムをうまくやっていく
のは無理ですね。
スリーマイル島原発事故のケメニー報告（大統領

委員会報告書，1979年）では，安全という思い込みこ
そが最大の原因であったとしています。今回も，
自分たちで作った「原発安全神話」を振りまいて
いる間に，自分もその「安全神話」の信者になっ
て，どんな報告も学会発表も，自分の問題として
受け止めることがなかったわけです。水素爆発に
ついては，コンビナート造成以来プラントに関わ
って水素を扱う「水素屋さん」と呼ばれる技術者
の方に手紙をもらいました。東京電力にも発想で
きる人はいただろうと思います。しかしコスト論
の前に進まなかったんでしょうね。水素爆発や水
蒸気爆発の実験レポートがかつて原子力学会誌に
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載ってもいます。日本も一応やってきたのに，そ
れを取り扱う人たちがあまり深刻に考えていない
のです。

SPEEDI（緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステ
ム）の取り扱いの問題も，そもそも避難について
の発想がなかったわけです。原発のなかだけでな
く，もしも事故がおこったときに周辺の住民にど
う避難してもらうかを含めて，巨大な社会システ
ムとして原発を考えなければならなかったのです
が，残念ながら，コスト論による抑圧とか，社会
的責任論の欠如，安全だろうという思い込みのな
かで，やってしまったというのが，今回の事故だ
ろうと思いますね。
河野　安全神話，その先は思考停止状況だったと
思いますね。
原子力発電所は，事故はやたらとおきているわ
けで，臨界事故までおこして 29年間隠してきた，
という状況がありました。それなのに，事故はお
きないという前提だったし，避難訓練もなにもな
いという状況でした。深く反省しなければいけな
い。

	独立した規制庁を

河野　環境省の下に規制庁をつくるという政府案
は，経産省の下に保安院があるのと同じです。危
機対応のときに大臣がいないといけないと言いま
すが，保安院にも大臣はいたんですよ。平時と緊
急時を分けるようなことを言っていますが，緊急
時に政治の本部長がいて，規制庁のトップが副本
部長として入って，政治が指示するというと，そ
れは菅さんのときと同じでしょう。それでは事故
の教訓を学んでいないと思うわけです。独立した
委員会が，非常時は原子炉のコントロールをし，
対策本部は避難などの，原子炉の外の社会のこと
をやるというのが，独立の趣旨だと思います。
民主党は，かつては 3条委員会（国家行政組織法第

3条および内閣府設置法第 49条にもとづく行政委員会。公正取

引委員会など）でやると言っていたんですよ。
吉井　私，一緒に共同提案をしたんですよ。
河野　そうですよね。民主党は以前は，「自民党

は保安院をつくってダメだ」と言ったのに，この
提案になるのはおかしい。
大島　官僚は恐ろしいですね。
河野　こわいですよ。完全に丸め込まれている。
吉井　環境省はこれまでずっと原発推進の立場で
来ているんですよ。温対法（地球温暖化対策基本法案）
のなかにも原発推進が書かれています（第 16条）。
推進官庁のもとに規制庁が入ることになりますか
ら，これは国際条約上も違反なんです。
河野　IAEAは明確に，政治からの独立をもとめ
ていますからね。
大島　保安院が別のところにできるようなものだ
と。
河野　ノー・リターン・ルールと言っても，何百
人もいるなかの 19人だけ。大多数の人間は経産
省に戻るんだから。
吉井　人材は，幹部だけではなく，技術屋も必要
です。JNESや元メーカー，電力であれ役所であ
れ，かまわないから，二度と戻れないだけでなく，
将来の天下りもできない，罰則も含めた厳しいノ
ー・リターンにすればいい。技術は活用しないと
いけないけれども，癒着しておかしくなったから
問題なんです。 （2012年 3月 14日に収録後，加筆修正）
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