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【ガラス溶融炉Ａ系列運転試験経過】

２０ ０７．１１ ．４〜１２ ，２７ 初回 試験 。６０体製造で
停止。以後、ガラス液抜き取り、堆積物除去作業など。
０８．２．１４ 安全・保安院「再開方策」「性能確認」指示
７，２〜３ 高レベル廃液 で再開試験 。１体製造で流下せず停
止。洗浄運転試験やノズル高周波加熱対策など
１０。１０〜２６ 三度目の高レ ベル廃液での試験 ２７体
１０．２７ 原燃「運転性能結果報告」
（
「経過報告」に訂正）
１１ ．２９〜３０ 攪拌棒抜けず、炉冷却、液位低下させカ
メラ挿入。

炉内状況判断指標が悪化
し停止しました︒

十月二七日

これまでの報告は﹃白
金族元素﹄を高濃度に含
む不溶解残渣 を除いた
﹃高レベル廃液﹄を使用
した試験データだったわ
けで︑今回︑当然加える
べき不溶解残渣を混ぜた
廃液を使用し たところ
﹁二七体目から炉内判断
指標が基準を超えたため
回復運転に移行した﹂と
報告しています︒﹁白金族
抜き﹂の運転報告では﹃予
備試験﹄に過ぎないもの
とも言え︑国への許可申
請書の条件とは異なり見

した原 燃

不 完 全 な試 験 で済 ま そ う と

﹁運転 性能 報告 書﹂提出
核燃再 処理工 場のアクティブ試験 は海 運転不能に陥 りました︒原 燃の報告書 には
に空に放射能 を放 出しながら強行 されて ﹁最後 の五体 の製 造時 に︑初 めて白金族 を
この停止直後の十月二
きましたが︒肝心 の﹁高 レベル廃液 ガラス 含む不溶 解残 渣液 を混 入した﹂とあり︑こ
七日︑日本原燃は︑保安
固化体﹂製造のためのガラス溶融炉が︑廃 れまでの試験が白金族濃度の高い廃液 を除
院に対して﹁安定運転条
液中の白金族元素の炉底堆積が原因で︑ いた廃液であった事を明 らかにしました︒
件に基づく運転性能確認
結果報告書﹂を提出し公
開しました︒同報告書に
熔融炉流下試験強行
日から二六日まで再々度
や炉内攪拌を行い︑さら
は︑
﹁二二体目までは﹃不
十月十日〜二六日
運転が実施されました︒
には高周波加熱器で炉底
溶解残渣︵ ざんさ︶廃液﹄
七月の高レベル廃液を用
日本原燃は︑﹁白金族元素
口のノズルを加熱する方
を混合しない廃液を用い︑
いた溶融炉運転は︑たっ
堆積﹂による電気抵抗低
式で行えば安定運転を確
た一日で流下停止となっ
下加熱不調を認めようと
保出来るとしていました︒ 二三体目から﹃白金族元
素など不溶解残渣廃液﹄
ていましたが︑十月八日︑ せず︑早めにガラス成分
しかし十月二六日︑二七
を混合した廃液を用いて
保安院報告書提出後の十
のみを加える﹁洗浄運転﹂ 本目を製造したところで
データを取得した﹂とい
う記述がありました︒
高レベル放射性廃液ガラス固化装置のある部屋（セル） 全景
強い放射能のため人間は入れず、作業は全て遠隔操作で
ある。 日 本原燃「平成２０年１０月１ 日報告書」６頁より
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直しが必要です︒ところ
が驚いたことに同報告書
の﹁まとめ﹂では︑今回
の運転で﹃安定的に長期
運転が出来ることを確認
した﹄とあります︒
保 安 院 も ﹃中 途 半 端 ﹄と批 判

釈明しました︒
欠 陥 ガ ラ ス固 化 体
半 分 強 ︑製 造

さらに︑原燃は﹁六ヶ
所のガラス固化体に想定
外の化合物﹂が発見され
たと発表しました︒すな
わち︑﹁昨年十一月に始め
た固化体製造の熔融炉で
通常より粘りけの少ない
﹃水溶性の低粘性流体﹄
が出来た︒水に溶けた場
合周辺への影響も懸念さ
れる︒固化体六十体中三
五本に含まれていた﹂と
公表しました︒地中処分
には到底絶えられない不
良品が作られていたわけ
です︒

アクティブ試 験 の﹃追 試 験﹄

保安 院交 渉市 民集 会

このような中︑十一月
十四日原子力政策﹁転換﹂
議員懇談会主催の﹁ガラ
ス固化に関する保安院交
渉集会﹂が開催されまし
た︒参議院議員会館の会
場には近藤正道︑福島瑞
穂︑金田誠一︑下田敦子︑
大島九州男の各議員と市
民約五十人が参集し︑保

参議院議員会館 １１．１４

◆この製造 した﹁ ガラス固
化体﹂には ︑不良 品が半分
以上もあっ たとい う︒原燃
報告書では ﹁昨秋 以来製造
された六十 体のう ちの三五
体に﹃想定 外のモ リブデン
や硫黄︑ナ トリウ ムの化合
物﹄が混入 してい た︒低粘
性で水に溶 け出す 可能性が
ある﹂と述 べてい る︒この
ような欠陥 品では ︑地中に
数万年も埋 蔵して 管理でき
るはずがない︒◆さらにこ

安院核燃サイクル規制課
金城慎司課長補佐らの見
解を質しました︒
先ず市民側から︑これ
までの﹁溶融炉ガラス固
化試験﹂では﹁不溶解残
渣﹂を入れない試験運転
をしてきたわけであるが︑
専門家委員はこのことを
知っていたのか？﹁これ
でアクティブ試験﹂と言
えるのか︑など︑厳しい
質問が出されました︒金
城課長補佐は︑報告を受
け取ったとき﹁不可解な
ものと思った﹂と答えま
した︒
このように︑六ヶ所再
処理工場のガラス溶融炉
や固化体の技術的欠陥が
明かになってきました︒

アクテ ィブ試 験 終 了
を三ヶ月延期

約二時間の 講演を 聞き︑意
見交換を行いました︒

十月三一日﹁ 岩手の会﹂
は核燃料サ イクル 安全小委
員会の各委 員へ﹁ ガラス溶
融炉﹂につ いて︑ 地元民の
不安を受け とめ慎 重な審議
を行うこと ︑場合 によって
は再処理の 見直し を求める
事︑との文書を送りました︒

安全小委員へ要望書

岩手の会

十一月二五日︑記者会
見した兒島伊佐美社長は︑
炉内の攪拌棒の挿入窓が
開閉出来なくなったこと
や﹁竣工時期を来年二月
まで延期﹂したことなど
を報告しました︒

生活クラ ブ岩手 は︑十二
月四日﹁花 巻・学 び学園﹂
で﹁六ヶ所 工場っ て何？い
まどうなっ てるの ？﹂と題
する講演会 を開催 し︑原子
力資料情報 室の澤 井正子さ
んのお話を 聞きま した︒き
れいな海で 安全な 海産物を
生産し続け ている 重茂漁協
の前川清理 事の挨 拶やメッ
セージビデオの鑑賞のあと

況の説明を行いました︒

十一月二三日︵日︶︑盛岡
大︑岩手大 ︑県立大 の学生
有志が﹁六 ヶ所村ラ プソデ
ー﹂上映会 を岩手大 学ポラ
ンホールで 開催しま した︒
二回の上映 で︑約百 人が鑑
賞しました︒
﹁岩手の会﹂の
永田文夫世 話人が最 近の状

集まった約９０人の会員・参会者

澤井正子さん

兒 島 社 長 ﹃経 過 報 告 ﹄に 訂 正

この報告書について原
子力保安院サイクル規制
課の石井康彦課長は﹁不
溶解残渣を混ぜた場合の
適切な運転条件などが示
されておらず︑中途半端
である﹂と批判していま
す︒
十月三一日︑定例記者
会見を行った日本原燃の
兒島社長は二七日の﹁報
告書﹂は最終報告ではな
く﹁経過報告﹂であると

水 めがね

ヶ所の﹁直 接通電 ジュール
加熱方式﹂ では溶 融炉の温
度が上がら ず安定 運転の見
通しが立た ないと いうこと
である︒人 がそば に寄ると
即死する﹁ 超危険 な放射性
廃液﹂を作 り出し ︑それを
欠陥技術で﹁ガラス固化体﹂
にしようと いうの は不合理
である︒﹁使用済み核燃料﹂
は再処理せ ず使用 済み燃料
のまま保管 するこ とがベタ
ーである︒急ぐ事はない︒

れまでのア クティ ブ試験で
造ってしま った﹁ 高レベル
放射性廃液 ﹂の蓄 積の問題
がある︒液 体状で 約二四〇
立方㍍も溜 まった と推定さ
れる︒液体 状では 絶えず冷
却しなけれ ば沸騰 し︑強い
放射線によ る水の 分解で水
素が発生する︒◆そして﹁工
場直下に活 断層﹂ という学
説が発表さ れた︒ 審査条件
が変わった のだか ら﹁再処
理﹂の立地審査をやり直し︑
再処理その ものを 考え直す
べき地点に立っている︒
︵尚︶

「六ヶ所村ラプソデー」
上映会

コラム

再処理工 場の高 レベル廃
液ガラス溶 融炉の 致命的欠
陥が明らか になっ てきた︒
膨大な国費 を投入 して行っ
た﹁アクテ ィブ試 験﹂は何
回﹃追試験 ﹄を行 っても合
格の見込み が立ち そうもな
い︒ここま で来れ ば国民に
全てを明ら かにし て是非の
判定を受け るべき だ︒◆ま
ず言える事 は︑使 用済み核
燃料に含ま れてい る﹁白金
族元素﹂があるかぎり︑六

盛岡の三大学
学生主催

集まった国会議員・ 市民

