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2010年4月15日(木)開催第147回いろりばた会議録 文責:いろりばた会津事務局

図解もんじ唾を魔酎諸るべき5つの理由

提起:樋田　敦さん腰開削こ反対する会･代表)

4月1 5日にたんばぼ害で開催された学習

会｢いろりばだ会議｣で､核開発に反対する

会.代表の槌日数さんがもんじゅの危険性と

ムタについて報告されました｡要旨は以下の

通りです｡

監直下に活断層
もんじゅのすぐそばに白木一丹生断層が走

っている｡そもそも日本は地震がないところ

はないが､なんでわざわざこんなところに建

てたのだううか｡

もんじゅの配管
の半径は普通の原

発より大きく､厚さ

は薄い｡大きくて薄

ければ折れ曲がり
に対して弱く､壊れ

やすい｡壊れれば冷

却材ナトリウムの
喪失事故になる｡

軽水炉の場合は

水が抜けて水蒸気
になると原子炉は

止まる方向に進む｡高速炉の場合はナトリウ

ムが抜けると反応が増える｡するとますます

その付近のナトリウムを泡にして追い出す｡

それで臨界事故になり､止めようがなくなる｡

高速炉は地震で臨界事故になる危険性を持っ

ている｡

低ナトリウムの危険

ナト｣ウムは水と接触すると激しく燃える

性質を持つ｡空気中に漏れても空気中の酸素

と反応する｡高速炉常陽もナト｣ウムで冷却

しているが､そのナトリウムを冷やすのは空

冷なので大きな事故はなかった｡しかしもん
じゅはナトリウムを水で冷却するという危険

がある｡

また､もんじゅはべらぼうに配管が長い｡

原子炉の周りを3ヶ所から外へ配管で引っ張

り出している｡ 3ヶ所でそれぞれ発電してい

ればそんなに長くする必要はないが､発電し

ているのは1ヶ所なので､そこへぐるっと配

管を回さなくてはならない｡だから､もんじ

ゅが発電するようにしたため､あんな事故に

なったということになる｡

事故になればナト｣ウムが水と反応すると

いうことも心配だし､ナトリウムが空気中に

漏れても前の事故と同じことになるし､ナト

リウムがなくなれば冷却材喪失事故になる｡

そして冷却できなくなるだけではなくて臨界

事故になってしまう｡もんじゅの場合はチェ

ルノブイリと同じように爆発にまでいたる可

能性はないわけじゃない｡ですから､地震が

あってナトリウムが漏れて､そして原子炉が

爆発するというような危険性があるのは結局

はナトリウムの問題ということになります｡

匪プルトニウム増殖のウソ
もんじゅの場合 

年間投入量1400(炉心) 年間産出量約1392(炉心)+62(ブラン■ケツト)-1454 

炉心の再処理技術なし(白金族元素の大量蓄積)○ 炉心の再処理で4%損失したら_増殖なし○ 

高速増殖炉は運転すると燃料が増える｢夢の

原子炉｣といわれて､みんながこれに編され

ている｡

プルトニウムは炉心とブランケットでそれ

ぞれできるが､できる量は炉心の方が多く､

ブランケットはわずか｡

できたプルトニウムは再処理をして取り出さ

なければならない｡ブランケットの再処理は

臨界事故に気をつけてちょっとずつ取り出せ

ばできる｡ところが炉心では白金属元素がで

きてこれが問題となる｡白金族元素は硝酸に

は溶けずヘドロ状態になる｡そこの中に閉じ

込められたプルトニウムは回収できないとい

うことになる｡つまり増殖ではないというこ

とになる,六ヶ所の再処理工場が今止まって

いるのは白金族元素が流れなくなってしまっ

たかうだが､軽水炉の再処理ですらそうなの

だが､高速炉はもっと燃焼度が高い｡

co2温暖化議論を封じ車められた槌田敦裁判を応援する会



はっきりしているのは年間62kgブランケッ

トで取れるということで､もし炉心の再処理

で4%回収できないとしたら､これでもう増殖

できないことになる｡

今まで増殖の嘘については｢プルトニウム

が倍になるまで50年から90年もかかる｣

とい倍増時間についての話だった机これで

は増殖を認めていることになるoようするに

倍増時間などを議論するのは増殖を認めた上

での話｡そうではなくて再処理ということを

中心に考えたら増殖なんかありえないo実際
の回収率はどのくらいなの机そのデータを

しっかり出させなければならないと思うo

藍巨額の経済負担
もんじゅの研究開発に掛かった経費は9 0

00億円｡もんじゅの出力は普通の100万

kWの原発の4分の1なのにこれだけかかっ

たo嘗通の原発の建設費が大休3α刀億円と

すると1 0倍｡とんでもないお金が掛かった｡

そのとんでもないお金の内訳を見てみると､

建設費に約6〔沿:)億円oそのうち政府が
45〔カ億円で民間が1 3(刀億円ということで､

ずいぶん電力会社がお金を出したんですねo

動燃は更に追加支出を要求したん机電力会

社は断った｡
一方､運転費はほんのわずかしか運転して

ないのに3CX刀億円もかかったoそのうち

2α刀億円は運転を止めてからの1 4年間で

使った｡これはナトリウムを温めておくためo

ナトリウムは温めておかないと固まってしま

ぅため､ナトリウムを温める電気代をじゃん
じゃん投入した｡

ナトリウム事故で動燃が政府に要求した修

理代は1(班)億から2∝Xj億だったが､政

府は2∞億円しか出さなかったoところが修

理代が200摩円なのに年間200億円の費用

を温めるだけに追加して14年やってしまっ

たoお金を出せないわけは｢建前上は軍事利

用ではないから｣｡それで200億円で節約さ

せたが結局鮭持費として沢山かかってしまっ

たo

二ウムをイギt｣スに売っていた｡これは古く

なってもう廃炉になった｡常陽は米カーター

政権が介入してブランケットを外させて･最

初に1 9kg生産L/たあとはもう生産をしてい

ないo

だから常陽が19kgの兵器級プルトニウム

を作ったし､もんじゅが17kg作りましたか

ら､今日本に36kgの兵器級プルトニウムが

ある｡

民主党政権がなぜこんなにもんじゅを大事

にしようとするのかというと､兵器級プルト
ニウムを生産する原子炉がもんじゅしか残っ

ていないからだ｡もんじゅが兵器級プルト二

ゥムを作ることができないと､日本はもはや

核兵器を持つことは不可能になる0 36kgで核

兵器を造ったら大体1 5発かそこらできるが､

この程度では脅威を与えられる量にはならな

い｡

マスコミも政府中枢も運動の一部もこの事

実を語ろうとはしてこなかった｡内心は日本

の核武装を望んでいるのだと思う｡中国が核

武装しているのに日本が非核だったら戦争に

なったら負けると信じていて･なんとかした

いと思っているのだろうoそのためにはこの

事実は話したくないと｡

もんじゅが運転しても周辺機器の事故でど

ぅせ止まると言いましたが･しかしなんとか

すりぬけて運転されてしまうと､インドに続

く核武装国日本ということになるoこの可能

性が完全に消えたわけではないo

そうするとこれは世界史でどういうことにな

るの机日本人はあれだけ反核と言っていた

世兵器級プルトニウムの生産

今まで日本には兵器級7)レト二ウムを製造

する原子炉は乗海原発と常陽ともんじゅの3

っがあった｡東海原発はアメリカが介入して

日本で再処理をさせなかった｡それでプルト

(HP)

じゃないか､なの

に自分のところ

の核については

何も言わないじ

ゃない机日本人

の本音と建前が

ここで世界から

非難されること

になる｡
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学習.討論 ｢もんじゅ｣を廃止に! 

講演会+方針討論 
(参加者.発言) 

6月26日(土)13:00-16:30 

講師小林圭二さん(元.京大 

原子炉実験所_もんじゅ 

研究の第一人者) 

･r強行再開后の諸矛盾､今後 

の展開｣ 

講師.槌田敦さん(核由発に反 

対する会代表､もんじゅ. 

を永年追及してきた) 

｢夢の虚子炉はケソ､『増殖』 

は.､はったり｣ 

於:明治大学リサアティタワー 

9階(1096室)140人定員 

資料代800円 

主催囲炉裏端会議 

核開発に反対する会 

現代史研究会 

電話03-326ト日28(午前中) 

協力たんばぼ舎 

廃原発ネットワーク 

9.30実行委員会 

電話03-3238-9035 

-音楽朴､保作rMONJYU｣ 

｢方針｣提案:柳田真 

(たんばぽ舎) 

東海村JCO臨界事故と 

もんじゅ､常陽との連関 7月7日(水)18:30-20:30 

講師樋田敦さん 於たんばぽ舎会議室 

資料代800円 主催9.30実行委員会 

学術討論会開催の申し入れ書を全席に単独配布

_一日本学術会議フォ､-ラム会場にて

艦4月30日(木)日本学術会議主

催｢I P CC問題の検証と今後の科学

の課題｣と題した公開シンポジウムが､

六本木の日本学術会議会議場で開催さ

れたo

t槌田氏は､開演時間前に乗､開場後､

事前に､全席に､文書を単独で配布｡

第二部の出席者全員のフォーラムを､

少し,聴き入り､口頭の質問など､い

っさい､されず､帰られた｡槌田氏の

行動に干渉する者はなかったもようで

ある｡申し入れ書と同時に､物理学会

誌に掲載された｢原因は気温高､ co

2濃度増は結果｣の論文のコピーを添

えられた｡

艦申し入れ書は､以下の通り一一地球

温暖化問題学術討論会開催の申し入れ

書一一｢人為的co2温暖化説｣対｢温

暖化自然原因説｣　2010年4月22日学

術会議議長　金沢一郎　殿

槌田敦(元名城大学教授　物理学､環

境経済学)　地球温暖化問題　学術討

論会開催申し入れ書o

k4月30日､学術会議主催で- ｢IPCC

問題の検証と科学の課題｣として公開

シンポジウムが開催されます｡しかし

ながら､この会の発言者を見るに､わ

ずかな批判者を含みますが､圧倒的多

数は.IPCCの擁護者であり.･余りにも,

政治的集会であると考えられます｡

(科学者の代表として､学術会議がな

すべきことは､このような政治的集会

を開くことではなく､ ｢IPCC問題の検

証｣というのであれば､そのよって立

つ｢人為的co2増による温暖化説その

ものの正否を学術的に検証することで

はないでしょうか｡

霊この説に真正面から対峠するものと

して､近藤邦明氏と私はrCO2濃度増

は自然現象｣と題する論文を日本気象

学会誌に提出しました｡しかし､気象

学会は､これを掲載しませんでした｡

一方､私は｢原因は気温高､ co2濃度

増は結果｣という論文を日本物理学会

誌に提出し､掲載されました｡ (中略)

上学術会議の使命として､両者のどち

らが正しいか､について徹底して検証

する必要があります｡よって､学術会

議主催による下記の学術討論会を開催

するよう求めます｡

轟学術討論会･r人為的CO2温暖化説｣

対｢温暖化自然原因説｣　以上

(この申し入れ書と物理学会誌掲載論

文｢原因は気温高､co2濃度増は結果｣

のコピーご希望の方は｢応援する会｣

まで)

雷高速増殖炉rもんじゅ｣の運転再開

が､ 5月6日､明らかになり､ ｢核開

発に反対する会(代表　槌田致)｣な

ど十余名は､経産省前で､抗議声明文

を読み上げ､原研の係官2名に､抗議

文を手渡した｡その後､一行は､文科

省にも､抗議アピールに向かった｡

■5月11日､槌田代表は､同会有志

と_総理大臣鳩山由紀夫あての抗議声

明文と735名の廃止請願署名書を､内

閣府秘書官に読み上げ､手渡した｡

｢6日運転を再開した福井県数ある高

速増殖炉『もんじゅ』 ｣の運転継続に抗

議します｡ (中略)諸国が核兵器の重要性

を低くする中で､日本が核兵器を開発し

たのでは､既存核武装国の権益が減るだ

けで､世界平和は遠くなるだけ-･『も

んじゅ』を廃止し､再処理路線を撤回し､

世界に核廃絶をアピールする道こそ.唯

一の被爆国であり､核廃絶を国是とする

我が国のとる道･ ･ ･｣と､訴えた｡
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