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翌e原子力発電政策に関する総合評価の目的

　本稿の目的は，原子力発電政策に関する総合的アセスメ’

ント（総合評価）の枠組を構築したうえで，さまざまの発

電路線に関する暫定的な評価結果を示すことである。本稿

では，そうした総合評価の結果を，現実の政策決定に反映

させるために必要な制度改革のあり方について，立ち入っ

た議論と提言は行わないが，少なくともここで総合評価の

方法を確立することによって，日本の原子力発電政策の「合

理化」を進めていくための，ひとつの確かな土台を築くこ

とができると，筆者は考える。

　現在までの日本の原子力発電政策においては，その路線

内容に関する総合評価の手続きを抜きにして，さまざまの

政策が実施されてきた．ここで総合評価とは，包括的な評

価枠組（政策上の選択肢の体系と，価値基準の体系の2つ

の部分からなる）を明示したうえで，信頼性の高い情報に

基づいて，原子力開発の推進に対して中立的な立場から，

アセスメントを行うことを意味する。アセスメントの対象

となる政策は，個別の開発プロジェクトの進め方に関する

政策から，より高次元の基本政策まで，さまざまのレベル

にわたる。

　日本の原子力発電政策においては従来，政策決定は原子

力開発の当事者のみによって行われてきた。つまり科学技

術庁・通産省・電力業界の三者の代表者に，原子力開発の

推進を支持する学者を加えた機関（原子力委員会の専門部

会など）が，公式上の政策決定を行ってきた。しかもそう

した公式上の機関で決定事項が議題にのぼる前に，三者間

で実質上の合意形成が行われてきた。さらにその合意形成

は，国民および人類にとっての公益という観点からではな

く，三者の権益の維持・拡大という観点から下されてきた。

つまり私益本位のインサイダー談合が，意思決定の基本

ルールであった（吉岡，1992）。また公式上の機関の出す報

告書の中で，ある政策的勧告が行われる場合，その合理的

根拠が客観的な形で示されたことはなかった。そうした報

告書では，政策の推進によって得られると期待される利益

のみが列挙されるのが通例であった。ある政策の推進の利

害得失に関して，合理的・客観的な総合判断が示された例

は，残念ながら今日まで皆無である。

　こうしたインサイダー談合的で，公益にとっての合理性

を視野の外においた，日本的な原子力政策の意思決定シス

テムは現在，2つの意味で本質的な限界に直面し，改革を

必要としている。第1に，今日の原子力開発は莫大なコス

トが掛かり，大きな社会的リスクを伴う事業となっている

ため，政策合理性の確保が不可欠な段階となっている。第

2に，日本の原子力発電政策への国内的・国際的信頼が大

きく揺らいでいる中で，これからも原子力開発を推進して

いくためには，厳格な総合評価に耐えられるだけの合理性

を備えた原子力発電政策を構築することが，不可欠となつ
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ている。

　本稿の目的は，そうした総合評価を，H本の原子力発電

政策における今日までの基本路線としてのプルトニウム増

殖路線に関して，他の3つの路線との比較分析という形で，

試行的に実施することである。それによって得られるメ

リットは大きく分けて2つある。

　まず第1のメリットは，それによってプルトニウム増殖

路線そのものの政策合理性について，推進論者と批判論者

が議論するための共通の土俵が作ることができることであ

る。従来の議論では，推進論者はこの路線の推進によって

得られると期待される利益の列挙に終始するのが常であっ

た。また反対論者は逆に，この路線の推進にともなう損失

と危険の列挙に余念がなかった。その結果として議論が平

行線を辿ることが常であった。しかるに筆者の提唱する総

合的アセスメントのアプローチでは，この路線のあらゆる

種類の長所と短所を，バランスよく考慮することが可能と

なるのである。

　第2のメリットは，プルトニウム増殖路線に限らず，ま

た原子力開発に関連する事柄に限らず，さまざまの科学技

術活動に関わる対象に適用可能な，総合的アセスメントの

手法の見本例のひとつを，読者に提供することである。先

進諸国民と否とを問わず地球人の大部分は1960年代前半

頃まで，科学技術の発展は基本的に好ましいものであると

考えてきた。しかし1960年代後半になって先進諸国におい

て，科学技術の発展の意味に対するさまざまの再検討の動

きが台頭した。そのひとつの流れとして，科学技術の社会

的アセスメント論がある。

　それは一言でいえぼ，科学技術の研究開発の推進によっ

て，さまざまの社会的コストと社会的リスクが発生するの’

で，その推進の是非とあり方を決定するに際しては，社会

全体の同意が必要であり，その同意を得るためには中立的

立場から，複数の選択肢を示したうえで，それぞれの選択

肢を推進することの利害得失に関する事前の十分な検討と，

採用された選択肢に対する事後の評価を随時行い，各時点

での評価結果の比較検討にもとづきアセスメント自体の評

価を行うことが，ひとつの不可欠の前提であるという考え

方であるeここで事後評価が重要なのは，社会的同意がいっ

たん得られたとしても，それは暫定的なものでしかなく，

随時の見直しが必要となることが予想されるからである。

これは一般的な考え方としては，先進諸国において定着し

たと言ってよいが，今もなお標準的な手法は確立していな

い（吉岡，1986）。そうした標準的な手法の候補のひとつ

を，本稿で提案してみたい。

　だが，たとえ標準的な総合評価の手法を開発し，それを

具体的問題に適用してみたとしても，それが現実の政策に

反映されるとは限らない。とくに日本では，利害関係者に
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よるインサイダー談合的な意思決定が行われるのが通例で

あり，原子力発電政策もその例外ではない。そうした意思

決定システム自体を改革しなけれぼ，総合評価のための努

力は現実社会においてほとんど無意味なものとなる。した

がって総合評価の結果を如何にして現実社会が活用してい

くべきかに関して，見識のある構想を示す必要がある。し

かし本稿では紙面の制約により，この問題を本格的に取り

扱うことはできない。

2。4つの原子力発電路線の合理性に関する総

合評価の枠組

　本節では，各国が採用することが可能な選択肢としての

原子力発電路線（いわゆる「凹型戦略」と「核燃料戦略」

の組み合わせという形で定式化できる）を体系的に列挙し，

その上で，各々の路線の総合評価を，筆者の提案する枠組

に基づいて行う。

　まず最初に，原子力発電路線の分類作業から始めたい。

発電用原子炉（必ずしも発電専用炉に限定されない。核爆

弾の原料を同時に生産する両用炉も含めて考える）は，大

別して燃焼炉と増殖炉に分けられる。前者はさまざまの炉

型に細分化されるが，その主流は軽水炉（Light　Water

Reactor，　LWR）一加圧水型（Pressurized　Water

Reactor，　PWR）と沸騰水型（Boiling　Water　Reactor，

BWR）の2種類に分類される一である。後者も理論的

には多くの炉型からなるが，現実的な意味で考慮に値する

唯一の炉型は，金属ナトリウム冷却式高速増殖炉（Liquid

Metal　Fast　Breeder　Reactor，　LMFBR）である。

　「炉型戦略」とは，現在および将来において，どのような

種類の発電炉を，どのような比率で建設・運転するかに関

する路線を指す。それは理論的には多くの路線に分けられ

るが，現実的には，高速増殖炉を将来の発電炉の主流とす

ることを目指しているか否かによって，増殖路線と非増殖

路線の2つに大別すればよい。

　さらに後者は，「核燃料戦略」（使用済核燃料の取扱い方法

に関する路線）の違いに応じて，次の2つの路線に細分化

される．「直接処分路線」（一昔前は通常，ワンススルー路線

と呼ばれた）と，「再処理路線」（一昔前は通常，リサイクル

路線と呼ばれた．日本では今でもこの用語が良く使iPれて

いる）がそれである。

　以上の議論を整理すれば，原子力発電路線（炉型戦略と

核燃料戦略を組み合わせたもの）には，現実的には主とし

て3つの路線が存在しうる．それは「プルトニウム増殖路

線」，「燃焼炉・再処理路線」，「燃焼炉・直接処分路線」の3

つである。日本が現在採用しているのは，言うまでもなく

プルトニウム増殖路線である．なお，この中で最初の2つ
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の路線は，「プルトニウム利用路線jという範躊で括ること

も可能である。なぜなら核燃料再処理は，抽出したプルト

ニウムの利用（必ずしも発電用核燃料としての利用のみに

限らない）を前提とした工程だからである。

　ところで，ここで注意すべき点は，上記の3つの路線が

全て，原子力発電を実施することを当然の前提事項として

いることである。だがじつは第4の選択肢として，原子力

発電を実施しないという路線（脱原子力路線）が存在する．

これもまた原子力発電路線のひとつである．以上4っの路

線の総合評価（もちろんそれは路線間の相対評価の形をと

ることとなる）を行うことが，本稿におけるこれからの課

題である。

　この4つの選択肢のうち，プルトニウム増殖路線はすで

に過去のものだというのが，欧米人の通念であるが，グロー

バルに考えれば必ずしもそうではない。1980年代末から90

年代初頭にかけて，世界の原子力発電路線は大きな転換を

経験した。全ての欧米先進諸国が，プルトニウム増殖路線

の継続を放棄する決断に踏み切ったのであるe従って欧米

先進諸国に関する限り，プルトニウム増殖路線の合理性に

関する総合評価を行うことは，もはや現実的意味がない。

しかし先進諸国の中でも日本だけは，今日もプルトニウム

増殖路線を推進し続けている。また先進諸国以外で，この

路線を公式的には放棄していない国があり（ロシア），さら’

に現在は研究開発の初歩的な段階（実験二又はペーーパープ

ラン段階）にあるものの，将来における実用化の意思を表

明している諸国（インド，中国）が存在する。それゆえ本

稿においてプルトニウム増殖路線の総合評価を行うことは

現在もなお，十分な現実的意味をもつと思われる。

　これより具体的な総合評価の作業に入る。ただしそれを

深い内容のものとするためには，上述の4つの路線が，エ

ネルギー需給計画全体の中にどのように位置づけられるの

かを，まず広い視点から見ておく必要がある。核エネルギー

（核分裂，核融合の双方を合わせたもの）が最大限占めう

る，最終消費エネルギーの中での比重は約10％である。そ

の根拠は以下の2つである。

　第1に，核エネルギーの民事利用面での実用的用途は，

過去半世紀の開発努力にもかかわらず，発電のみに限定さ

れてきた。原子力船や鉄鋼業・化学工業の熱源など，理論

的には多くの用途が考えられたが，どれも本格的な実用化

には至らなかったのである。ところで，最終消費エネルギー

の中で占める電気エネルギーの比重は，先進諸国において

概ね20％程度で頭打ちとなっている（1次エネルギーでは

40％程度に達するが，それは全体の60～70％にのぼる廃熱

を込みにした数値である）。従って電気の全てを原子力発電

で生み出したとしても，それは最終消費エネルギー全体の

20％にとどまる。将来的に電気エネルギーの比重が増える

という見解もありうるが，電気エネルギーは生産コストが

高く，発電過程における熱効率と環境負荷（熱汚染）の面

でも問題があるので，これ以上エネルギー供給に占める比

重を高めるべきではなく，必要不可欠の高級な用途以外に

は使うべきでないというのが，適切な判断である。

　第2に，原子力発電は電気エネルギーの全部ではなく，

一部しか賄うことができない。それは出力調整が技術的・

経済的に困難であるため，ベース電源には好適であるが，

ピーク電源には使いにくいからである。またリスク分散の

観点からも，単一のエネルギー源への過度の依存は好まし

くない。何らかの理由（石油の場合は産油国の禁輸措置の

発動，原子力の場合は重大事故や国際世論の変化など）に

より，そのエネルギー源が使えなくなる危険性があるから

である。多くのエネルギー源をバランス良く組み合わせる

ことによって，エネルギー供給システム全体としての経済

性とリスク分散を図ろうという思想は，「エネルギー・ベス

ト・ミックス」の思想と通称されるが，その観点から見て

も，原子力発電は電気エネルギー全体の2分の1程度（つ

まり最終消費エネルギー全体の約10％）にとどめるのが賢

明であると考えられている。

　以上の根拠により，原子力発電の役割は最大限，最終消

費エネルギー全体の約10％にとどまる。つまり核エネル

ギーは，その資源としての絶対量（プルトニウム増殖方式

を使えばウラン資源の絶対量は事実上無尽蔵であるといわ

れる。また核融合燃料資源についても同じことがいわれる）

の多寡にかかわらず，文明を支える基幹的エネルギー源た

りえず，補完的エネルギー源の地位にとどまるのである。

　これを前提に考えると将来のエネルギー供給路線は全て，

化石燃料（石油，天然ガス，石炭）を基幹とする路線とな

らざるをえない。なぜなら核エネルギーのみならず，非化

石エネルギー（水力，太陽，風力等）もまた，基幹的エネ

ルギー源となることは量的に困難iであるとされているから

である。そして化石燃料の中でも用途が広く，高品質で，

取り扱いの容易な石油が，基幹的役割を果たすことは不可

避である。従って将来のエネルギー供給路線は全て，「石油

を中心とする多元的路線」となり，「残り10％の問題」とし

て，原子力利用のあり方が議論されることになる。

　以上の予備知識にもとづいて，前述の4つの原子力発電

路線の選択肢　　「脱原子力路線」，「燃焼炉・直接処分路

線」，「燃焼炉・再処理路線」，「プルトニウム増殖路線」一に

ついて，総合政策上の合理性を検討し，利害得失の比較対

照を行ってみよう。ここで「総合政策上」と言ったのは，

原子力発電路線が単なるエネルギー政策の領域（経済性，

供給安定性，安全性，環境負荷の4点を考慮すれば十分な

政策領域）に収まるものではなく，外交政策や安全保障政

策，さらには市民的権利に関する政策にも深く関わる，総
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合政策的なテーマだからである。

　以下の総合的アセスメントでは，4つの選択肢の合理性

について，以下の7つの評価基準を立てることとする。（1）

「実用化可能性」（technica1『and　social　feasibility），（2）「平

和合理性」（rationality　on　non－proliferation），（3）「安全

合理性」（rationality　on　safety），（4）「環境合理1生」（environ－

mentai　rationality），（5＞「経済合理性」（economic

rationality），（6）「資源合理性」（rationality　on　natural

resource　supply），（7）「人権合理性」（rationaIity　on　democ－

racy　altd　human　rights）．

　ここでは7つの評価基準の重要度の重み付けを行わない。

価値観の多様性を認めれば，論者ごとに重み付けの仕方が

異なってくることを，承認せざるを得ないからである。た

だし筆者自身の考えを述べれば，最も重要なのは「実用化

可能性」である。次いで重要なのは，「平和合理性」と「安

全合理性」の両者である。なぜなら原子力には，他のエネ

ルギー源には見られない特有の「生命に関わる恐怖」が付

きまとっており，そうした恐怖の源泉となっているのが，

この2つの基準に他ならないからである。他の4つの基準

は，最初の3つと比べれば相対的な重要性が低いが，それ

でもきわめて重要であることに変わりはないe

　筆者のように評価基準体系を明示して，複数の選択肢の

優劣に関する体系的な比較検討を行った先行研究は，奇妙

なことに筆者の知るかぎり存在しない。幾つかの評価基準

を列挙したうえで，それに基づいて，何らかの路線を擁護

したり批判したりした議論は，数えきれないほどあるのだ

が，それらは皆，選択肢と評価基準の双方に関して，体系

性・包括性を欠いたものであったeその点で筆者の試みは

オリジナルなものである。

　もうひとつのオリジナルな点は，「実用化可能性」という

評価項目を筆者が設けたことである。しかもそれを最も重

要な評価項目としたことである。これも従来の議論（擁護

論と批判論）には，ほとんど見られないものであった。も

ちろんこの評価項目は，単に原子力分野だけでなく，あら

ゆる科学技術分野における総合評価において，不可欠のも

のである。総合評価を実行するに際しては，その予備査定

に相当する作業として，事前にすべての選択肢の実用化可

能性の評価を，行っておく必要がある。

　実用化可能性という評価項目を加えたことにより，実用

化の見込みのない選択肢に関して，他の評価項目に関する

本格的検討を加えるまでもなく，却下することが可能とな

る。今回の評価対象についていえば，脱原子力路線燃焼

炉・直接処分路線，燃焼炉・再処理路線の三者については，

主要な技術は既に実用化されているか，又は将来の実用化

が可能であると見られているが，プルトニウム増殖路線だ

けは，現在のところ技術的・社会的に実用化の域に達して
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いない。もしその実用化可能性が将来的にも低いと評価さ

れるならぼ，利害得失の比較対照を試みるまでもなく，そ

の選択肢は自動的に失格となる。

　もうひとつ断っておくと，エネルギー一供給路線の総合評

価に際しては，各国・各地域のローカルな特殊事情を考慮

する必要がある。グローバルな観点からの合理性と，ロー

カルな観点からの合理性とは，多かれ少なかれ互いに異

なったものとなる可能性があるからである。もし両者が対

立する場合には，もちろんグローバルな合理性の方を優先

すべきであるが，ある選択肢を選ぶことがローカルな観点

から見て，特定地域に重大な犠牲をもたらす可能性が高い

場合には，グローバルな合理性が若干損なわれても致し方

ないという判断を下すことも可能である。今回の総合評価

においては，基本的には日本のローカルな特殊事情をとく

に考慮しない分析を行い，必要と思われる場合には補足的

分析という形で，日本の特殊事情を考慮した。評価結果に

は日本の特殊事情を，すでに折り込み済みである。

3。総合評価の暫定的な結果

　4つの選択肢に関する筆者の暫定的な評価結果を，まず

表1に示しておこう（燃焼炉の二型によって評価結果が異

なりうるので，世界と日本の発電炉の主流を占める軽水炉

を評価対象とした）。ここでは，A・B・C・Dの4段階評

価を採用した。もちろん評点の意味は，優・良・可・不可

である。これは日本の大学において学生の成績評価に通常

用いられているものであるe筆者はこの評価結果を絶対的

なものとは考えない。むしろこれからの議論のための叩き

台となればよいと考えている。筆者の目的は，この総合的

アセスメントというアプローチを，原子力論争の共通の土

俵としたいということである。

　表詔　4つの路線に関する総合評価の結果

脱原子力路線
軽水炉・

ｼ接処分路線

軽水炉・

ﾄ処理路線

プルトニウム

攝B路線
実用可能性 A A A D

平和合理性 A B C D

安全合理性 B C D D

環境合理i生 C C C D

経済合理性 A A C P

資源合理性 A B C D

人権合理性 A B C D

総合評価 A B C D

　これを見ると，プルトニウム増殖路線の評価が，際立っ

て低いことがわかる。とくにこの路線は実用化可能性に関

して，D（不可）の評点を与えられている．従ってこの路

線については，合理性に関する他の6つの評価基準を当て
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はめてみるまでもなく，即座に却下してもよいのだが，こ

の路線の特徴を良く理解するための便宜として，参考まで

に他の6つの評価基準に照らした評点を付けてみた。

　以上のような評価を下した根拠について，簡単な説明を

行っておきたい、まず「実用化可能性」についていうと，

実用化とは，「技術的実証」と「社会的受容」（いわゆるパブ

リック・アクセプタンス）の両者を達成することである（こ

れに「経済的実証」を加える考え方もあるが，経済合理性

は他の6つの評価基準のなかに既に含まれているので，重

複を避けて分析をすっきりさせるために，ここでは除外し’

た）。「技術的実証」の目安は，機械装置の高い信頼性である

が，それは高い設備利用率（70％以上がひとつの目安とな

るだろう）に反映されることとなるeまた「社会的受容」

とは，それを商業用施設として所有する組織体があらわれ，

国内世論・国際世論の同意を獲得し，立地地点周辺住民の

同意を獲得すること（建設用地を確保することを含むが，

それは必ずしも十分条件ではない）を意味する。

　脱原子力路線，軽水炉・直接処分路線，軽水炉・再処理

路線の三者はともに，高レベル放射性廃棄物の最終処分場

の建設を除いては，この条件を一応満たしているので，評

点Aをつけた。しかしプルトニウム増殖路線に関しては，

この路線で基幹的役割を果たす高速増殖炉と，高速増殖炉

用意処理の技術は，開発の開始から半世紀近くを経過した

にもかかわらず，技術的・経済的に見て実用化に程遠い段

階にあり，これから飛躍的なブレイクスルーがなされると

期待するだけの材料にも乏しい。またこの路線の社会的リ

スクの高さを考えれば，社会的受容にも問題がある。従っ

て評点Dは妥当である。

　それ以外の6つの基準について順次述べることとする。

まず平和合理性については，軍事転用の効果が小さく，ま

たその可能性が低いほど評点が高くなる。化石燃料に関わ

る技術体系に関して，評点Aは当然である。他の3つの路

線は核兵器という「究極兵器」に関連するので，当然評点

は低くなる。その中では，軽水炉・直接処分路線は，プル

トニウム抽出を行わない分だけ，他の2つの路線よりも評

点が高くなるeまた軽水炉・再処理路線の評点は，プルト

ニウム増殖路線の評点よりも高くなる。なぜならプルトニ

ウム増殖路線では，高速増殖炉のブランケットから取り出

した照射済核燃料の再処理という，軍事転用の観点から最

も危険な技術が駆使され，大量の「兵器級プルトニウム」

が生産・流通・利用・貯蔵されることになるからである（軽

水炉・再処理路線では，原子炉級プルトニウムしか出来な

い）。

　次に安全合理性については，評点Aを付けるに値する選

択肢はない。まず脱原子力路線では，石炭の大量消費が必

要となると思われるが，世界的に炭鉱事故が多くの人命を

奪ってきたことは周知の事実である。とくに日本ではかっ

て何度も大量死亡事故が発生した。現在では国内の石炭産

業そのものが滅亡寸前にあるが，輸入石炭の原産国での炭

鉱事故のリスクは，当然考慮しなけれぼならない（評点B

の理由）。しかし核施設の事故は，炭鉱事故よりも多くの人

命を奪うものである。1986年のチェルノブイリ原子力発電

所事故は，数十万人の晩発性癌死者を出すものと見られる。

従って軽水炉・直接処分路線の評点はCとなる。しかし軽

水炉・再処理路線およびプルトニウム増殖路線では，再処

理工場という大きな事故のリスクが付け加わる。また後者．

では，軽水炉よりも事故のリスクが高い高速増殖炉を運転

するので，リスクはさらに高くなるe以上2つの路線の評

点はともにDとなる。

　次に環境合理性について述べる。これは重大事故を起こ

さない通常状態での環境負荷に関わるものであるにう定

義することによって，安全合理性と明確に区別できる）。環

境合理性に関しても，評点Aを付けるに値する選択肢はな

い。これは文明の本質的なディレンマであるe脱原子力路

線では，大量の窒素酸化物（NOX），硫黄酸化物（SO

X），および炭酸ガスの環境への放出は避けがたい。脱硝技

術・脱硫技術の開発は進んでいるが，炭酸ガスを閉じ込め

る実用技術の出現は，将来的にも不可能であろう。従って

評点Cが妥当である。一方，軽水炉・直接処分路線では，

上記の大気汚染物質の放出を減らすことは出来るが，その

代わりに大量の放射能を生み出し，その一部を環境に放出

する。筆者はガス放出と放射能の生成・放出の両者を同等

と見なし，双方の路線に評点Cを付けてみた。次に軽水炉・

再処理路線では，高レベル放射性廃棄物を減らすことが可

能であるが，低レベルを含めた放射性廃棄物の容積は減ら

ない。また再処理工場が平常時に環境に放出する放射能は，

原子炉と比べて桁違いの量となる（C．Kuppers　and　M．

Sailer，1994）。これらすべてを考慮すると，評点はDとな

る。なおプルトニウム増殖路線についても，基本的に同じ

である。たしかに放射性廃棄物の消滅処理技術が実用化さ

れれぽ，放射性廃棄物問題に関して，軽水炉・再処理路線

とプルトニウム増殖路線の評価は上がるが，残念なことに

実用化の目処は立っていない。そして仮構上のメリットを，

現実的な政策的判断において考慮するのは邪道である。

　経済合理性問題の核心は「コスト問題」である。これに

ついては脱原子力路線と，軽水炉・直接処分路線の2つが，

互いに拮抗していると考えられる（評点Aの理由）。それに

対して軽水炉・再処理路線の経済性は，きわめて劣悪であ

る。そのことは，濃縮ウラン燃料とMOX燃料とのコスト

の比較を行なえば一目瞭然である（評点Cの理由）。さらに

プルトニウム増殖路線においては，核燃料の高コストに加

えて，高速増殖炉の軽水炉と比較しての建設費・運転費の
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高さが重なる（評点Dの理由）．これについては次節であら

ためて議論する。

　資源合理性については，燃料資源の絶対量と，その長期

供給安定性という価値基準に照らして，評価を行えばよい。

まず明白なのは4つの路線はいずれも，資源の絶対的不足

に陥る可能性がないということである。しかし長期供給安

定性に関しては，路線ごとに相当の格差が生ずる。まずエ

ネルギー源の多様化（供給元およびエネルギーの種類の双

方に関して）という点に関しては，核エネルギーを利用す

る3つの路線の方が，エネルギー源の種類がひとつ増える

分だけ有利であるeしかし社会的・政治的な不安定性に関

しては，原子力利用路線は著しく不利になる。つまり原子

力の破壊力の大きさ（軍事面，安全面の双方に関する）ゆ

えに，国際的・国内的な政治情勢の変化や，事故・事件の

発生により，影響を受けやすい。こうした社会的・政治的

な不安定性は，プルトニウム増殖路線が最も高く，軽水炉・

再処理路線では一段低下し，軽水炉・直接処分路線ではさ

らに一段低下し，脱原子力路線が最も低いと思われる。そ

のことと前述のエネルギー源の多様化とを組み合わせて考

えれば，ABCDの4つに評点が分かれる。

　最後に，人権合理性について言うと，それはひとりひと

りの市民の基本的人権に関わるものである。この基本的人

権には，民主主義という政治体制の保障が含まれるものと

考えることができる。従っていわゆる民権合理性を含めて，

人権合理性という言葉を使うことが出来る。さて原子力と

いう分野は，その潜在的な危険性の大きさゆえに，完壁な

保安体制によって軍事転用，核物質の盗難，施設の破壊等

を防止しなければならない分野であり，原子力業界のイン

サイダーとアウトサイダーを問わず，人権侵害の脅威をた

えず受けている。そこは人権よりも保安が優先される世界

である。なお原子力を利用する3つの路線を比較すると，

プルトニウム増殖路線が，兵器級プルトニウムを大量に取

り扱うために，最も評点が低くなる（評点D）。原子炉級プ

ルトニウムを取り扱う軽水炉・再処理路線がそれに次ぐ（評

点C）。軽水炉・直接処分路線では，濃縮ウランの管理や施

設め保安に関する問題はあるにせよ，プルトニウムは抽出

しないので，原子力を利用する路線の中では最も評点が高

い（評点B）。しかしそれも脱原子力路線（評点A）には及

ばない。

　以上，さまざまの評価基準に照らして，4つの路線の比

較検討を試みた。全体として見ると，脱原子力路線と軽水

炉・直接処分路線の評点は，互いに拮抗しており，軽水炉・

直接処分路線に対して好意的評価をすれば，それをベスト

とする総合判断を行うことも，不可能とは言えない。しか

し軽水炉・再処理路線は明らかに，軽水炉・直接処分路線

よりも劣っている。さらにプルトニウム増殖路線について
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は，その評価の大前提となる実用化可能性が実証されてお

らず，仮に将来それが実証されたと仮定しても，他の6っ

の評価基準に関しては，極めて厳しい評点が並ぶ。

　以上の総合評価に照らせば，プルトニウム増殖路線は中

止するのが合理的であると思われるが，その中止を唱える

人々に対して，必ず投げ返される反問があるe「プルトニウ

ム利用抜きに，日本の長期エネルギー需給計画を，日本国

民に対して責任ある計画として，立てることは不可能であ

る。プルトニウムに頼らずに，日本の将来のエネルギー供

給を確保する方途があるならぼ，その代案を示せ」という

反問である。

　だがこれは論理的に不当な反問である。なぜなら責任あ

る日本の長期エネルギー需給計画に，プルトニウム増殖路

線を組み入れるためには，その実用化可能性をあらかじめ

実証する必要があるが，それは不可能である。そのような

不確かなエネルギー源を当てにしたエネルギー計画は，あ

たかも宝くじで大金を得ることを当てにして老後の生活設

計を立てるようなものであり，政策担当者としてきわめて

無責任である。また現段階では，プルトニウム民事利用に

よるメリット発生はほとんど皆無であり，その喧伝される

メリットは仮構上のものである。従って，プルトニウム増

殖路線への反対者は，計画中止による仮構上のメリット喪

失を補うための，現実上の代替策を示す必要はない。

　以上の総合評価の方法は，1995年忌筆者が開発し論文と

して発表したものである（吉岡，1995）。しかし今回は大幅

な改良を加えた。最大の改良点は，従来は軽水炉・直接処

分路線と比べて明らかに劣るという観点から，意味のある

選択肢として考慮に入れていなかった軽水炉・再処理路線

を，新たにひとつの路線として明示したことである。他に

も「実用化可能性」の概念規定の改良など，幾つかの重要

な修正が加えられているe

4eプルトニウム利用路線の経済性評価の客観

性について

　以上，4つの路線の総合評価の結果の要旨を示した。そ

こで使った7つの評価基準の中で，経済合理性という基準

は，必ずしもトップクラスの重要性を持つものではない。

にもかかわらずそれは見かけを上回る現実的意義を持って

いる。なぜならそれは実用化可能性とも密接に関連してい

るからである。商業用原子力施設を所有したいと考えてい

る者の観点からは，新しい施設が経済合理性を満たすこと

が，それを現実に所有するための不可欠の条件である。

　もちろん政府の補助金をはじめとする各種の政策的優遇

措置が期待できるのであれば，その分だけ経済合理性が

劣っていても構わないが，極端に経済性が欠如していたの
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では，焼け石に水である。とくに最近は世界でも日本でも，

またどんな産業分野に対しても，露骨な政策的優遇措置を

発動することは先進国では困難となっており，もしそれを

発動すれぼ，国内世論および国際世論からの厳しい批判を

浴びる危険性がある。このように経済合理性の基準は，間

接的な形で実用化可能性を左右しているので，大きな現実

的意義を持つ結果となっている。

　それでは2つのプルトニウム利用路線の経済性は，具体

的にどうなっているのだろうか。まず強調したいことは，

プルトニウム増殖路線に関しては，本格的なコスト評価の層

ための研究調査が全く実施されていないという点である。

それに対して，軽水炉・再処理路線に関しては，経済協力

開発機構i・原子力機i関（OECD／NEA）　　国際機i関

として，IAEAとともに原子力発電に関する調査研究を

最も活発に推進している機関　　が，過去2回にわたり報

告書を公表している（OECD／NEA，1985，0ECD
／NEA，　1994）e

　プルトニウム増殖路線が今まで，コスト評価の対象外と

されてきたことの基本的理由は3つあると思われる。第1

に，現在までに全ての欧米諸国がこの路線から撤退してし

まった．従ってコスト評価を行う必要性そのものがなく

なったのである（ただしこれは1990年代以降の出来事であ

り，1980年代までの時代については，以下のような別の理

由を挙げる必要がある）。

　第2に，軽水炉・再処理路線に関しては，運転中の施設

のデータが存在しているので，実証的議論が可能であるが，

プルトニウム増殖路線に関しては，商業用の高速増殖炉が

開発されておらず，また高速増殖炉用の再処理施設（きわ

めて燃焼度の高い使用済核燃料を取り扱うので，軽水炉用

と比べて技術的な難度が高く，それがコストにも反映する）

も，開発の初期段階にあるので，信頼できるデータがない

のである。

　第3に，原子力開発の世界では，開発の初期段階におい

て過度に楽観的な経済評価が示され，開発の進展につれて

経済性の見積もりが悪化していくのが通例であった。こう

した「前科」ゆえに，実証的裏付けのないコスト予測は信

用しないというのが，この世界の不文律となっている。経

済協力開発機構・原子力機関（OECD／NEA）は，そ

のことにも一定程度は配慮したと思われる．

　ただひとつ確実なことは，キロワットアワー当たりの発

電原価を推定した場合，プルトニウム増殖路線のコストは，

軽水炉・再処理路線のそれよりも大幅に高くなるだろうと

いう点である。なぜならプルトニウム増殖路線においては，

核燃料再処理のコストは，使用済核燃料の燃焼度の高さの

ため，軽水炉・再処理路線のそれよりも高価となるだけで

なく，高速増殖炉の建設費も，同規模の軽水炉のそれと比

較して高価になると見られているからである（高速増殖原

型炉もんじゅの建設費の単位出力当たりの価格は，最新型

軽水炉の約7．6倍である。より大型の実証炉ではこの格差

は縮まると思われるが，高速増殖炉の技術的な複雑さゆえ

に，建設費の大きな格差は解消されないと思われる）。

　さて，前節で結論だけ示したように，2つのプルトニウ

ム利用路線は，経済合理性の観点から見て，きわめて否定

的な評点を下されている。ところが日本の原子力委員会は，

軽水炉・再処理路線のコストは，軽水炉・直接処分路線の

それと大差はないと，最新の原子力開発利用長期計画の中

で，次のように主張している（原子力委員会，1994：98ペー

ジ）。「軽水炉でのリサイクルと直接処分の経済性について

は，使用済燃料を直接処分する際の主要因子である技術的

課題コスト等がそれぞれの国の置かれている状況によっ

て大きく異なり，不明確であるため厳密に比較することは

困難であるが，経済協力開発機構・原子力機関（OECD

／NEA）のサイクルコストの経済性に関する評価によれ

ぽ，再処理リサイクル方式の方が燃料コストで回数％ほど

高くなるとされている。しかし，同時に同評価では，原子

力の発電コストにおける燃料コストの比率が15～25％で

あることを考慮すれば，両者に本質的な差はなく，その選

択に当たっては，むしろ，その国の炉型戦略を含むエネル

ギー政策，環境への影響等がより重要な因子であるとされ

ている。我が国の軽水炉でのMOX燃料利用は短期的には

若干のコスト高になる可能性があるとしても，長期的視点

に立てば，現実にエネルギー供給の一翼を担うのみならず，

将来の高速増殖炉を中核とする核燃料リサイクル体系の確

立に向けて，経済性の観点を含めて核燃料リサイクルの実

用化を実現することに重要な役割を果たしていくものであ

り，その意義は大きい⊥

　これは果して客観的な経済性評価なのだろうか。それを

考えるためにまず，経済協力開発機構・原子力機関（OE

CD／NEA）報告書のコスト評価の結果を示しておこう。

それは，次の表2～表4のようになっている（OECD／

NE　A，1994：47，50，53ページ）。

表2　評価対象とする原子炉のデーータ

項　　目

炉　　　　型

熱　出　力

電気出力
負　荷　率

運転開始年

プラント寿命

燃　焼　度

仮定事項
加圧水型軽水炉（フランスN4型）

402万キロワット

139万キロワット

750／o

西暦2000年

30年

42500MW　d　／　t

7
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表3　加圧水型軽水炉の燃料サイクルの単価

加圧水型軽水炉での基本仮定
構　成　要　素

仮定単価 感度の範囲

ウラン購入 ＄50／kgU（1990年） ＄40一＄90／k墓U

年率1．2％の値上げ 年率L2％の値上げ

転　　　　換 ＄8／kgU ＄6一＄11／kgU

濃　　　　縮 ＄110／SWU ＄80一＄130／SWU

成形加工 ＄275／kgU ＄200一＄350／kgU

再処理オプション

一一g用済核燃料輸送 ECU　50／kgU ECU　20－80／kgU

一一ﾄ　処　理 ECU　720／kgU ECU　540－720／kgU

一超高レベル廃棄物の処分 ECU　90／kgU ECU　90－580／kg｛J

直接処分オプション

一使用済核燃料輸送 ECU　230／kgU ECU　60－290／kgU

一一Jプセルへの装荷と処分 ECU　610／k墓U ECU　140－670／kgU

表4　2つのオプシ§ンにおける均等化PWR燃料サイクルコスト（仮定ケース）

（mills／kWh）

構　成　要　素
合計（再処理） 合計（直接処分）

ウ　　ラ　　ン 1．64 L64

転　　　　換 021 0．21

濃　　　　縮 1．85 1．85

成形加工 1．00 1．00

フロントエンドの小計 4．70 4．70

使用済核燃料輸送 0．U

再処理とガラス固化 L66
一廃棄物処分 0．02

『バックエンドの小計（再処理） 1．79

一
ウラン・クレジット 一〇．18

プルトニウム・クレジット 一〇．08

クレジットの小計（再処理） 一〇．26

｝
使用済核燃料の輸送／貯蔵

一
0．51

使用済核燃料のカプセル化／処分

一
0．25

バックエンドの小計（直接処分）

一
0．76

コスト合計 623 5．46

　ここで表2・表3は，コスト計算を行うさいの基本仮定

を示したものである（他にも多くの計算上の仮定があるが，

煩雑なので割愛した）。また表4は，それらの計算上の仮定

に基づいて算出されたコストを指す（mills／kWhとは，1

キロワット時当たり1000分置1ドルを意味する。また算出

に当たって，＄1＝1ECU（欧州通貨単位）と仮定して

ある）。これを見ると，軽水炉・再処理オプションの方が，

軽水炉・直接処分オプションと比べて，o．77mills／kWh（約

14％）ほど割高であるが，これはさほど大きな格差ではな

い（日本円に換算して，1キロワ’ット時当たり約0．1円高く

　　　なるが，これは発電コストの約2％に当たる）。ま

　　　た，価格変動に対する感度分析を考慮した場合でも，

　　　再処理オプションは5．17～7．06mii1§／kWh，直接処

　　　分オプションは4．28～6．30mills／kWhであり，両

　　　者間に大きな格差はない。この結果に関して報告書

　　　は述べる（OECD／NEA，1994：9ページ）。

　　　　「今回の調査によると，（原子炉からの燃料を取り

　　　出した後）すぐに再処理するオプションと，長期間

　　　貯蔵した後に直接処分するオプションとを比べた場

　　　合，コスト面での差は小さいことが示されている。

　　　最も適切な評価データに基づけば，直接処分オプ

　　　ションの方がコスト面では安いものの，参考ケース

　　　では，この差は燃料サイクル・コスト全体の約10％

　　　であることが示されている。（燃料サイクルの）コス

　　　トには不確定な部分が多いことを考慮すれば，この

　　　再処理と直接処分オプションとの間の小さな差は，

　　　発電コスト全体から見れば無視できる程度のもので

　　　ある。各国における炉型戦略を含むエネルギー戦略

　　　や環境影響，収支およびパブリック・アクセプタン

　　　スなどの問題は，今回の調査で明らかになった経済

　　　上の小さな差などよりも，燃料サイクル政策を決定

　　　する上で，重要な役割を演じると考えられる」。先に

　　　引用した日本の原子力委員会の主張は，これを根拠

　　　としている。

　　　　だが第1に，OECD／NEA報告書には，多く

　　　の問題点がある。また第2に，日本の原子力委員会

　　　が，このOECD／NEA報告書をそのまま引用し

　　　て，上記のような結論を導き出すことは無理がある。

　　　まずOE　CI）／NEA報告書そのものの問題点を列

　　　易しようe

　　　　第1に，＄1＝1ECUの仮定は不適切であり

　　　（＄1．3＝1ECUが妥当であろう），それがバックエ

　　　ンド・コストを大幅に低く評価する結果をもたらし，

　　　ひいては再処理オプションにおける巨額のバックエ

　　　ンド・コストが，低く見積もられる結果となってい

　　　る。第2に，再処理オプションにおける廃棄物処分

のコストは，英仏両国の予測値にもとつくものであるが，

それはこのオプションをとる多くの諸国の予測値の中で際

立って安い部類に属する。それに対し，直接処分オプショ

ンにおける廃棄物処分のコストは，スウェーデンの予測値

にもとつくものであるが，それはこちらのオプションをと

る多くの諸国の予測値の中で最も高い部類に属し，米国の

約3．7倍に当たる（OECD／NEA，1995）。第3に，直

接処分オプションのみに，使用済核燃料の長期貯蔵のコス

トが計上されているが，現実には再処理オプションでも，

使用済核燃料の長期貯蔵が常態となっている。第4に，ウ

8
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ラン・クレジットとプルトニウム・クレジットは，ゼロと

評価すべきである。使用済核燃料から抽出した核物質は，

成形加工コストが高いために，経済的観点からは使用に耐

えないからである。

　以上の全てを考慮すると，再処理オプションのコストは

7．85mills／kWh，それに対して直i接処分オプションのコス

トは5。69mills／kwhとなり，両者には2．16mills／kwhも

の格差が出る（ここでは再処理オプションの廃棄物処分の

コストと，使用済核燃料の長期貯蔵のコストを，直i接処分

のそれと同じと仮定して計算した）。これは相当に大きな格

差である。もちろん原子力発電コスト全体に占める比率は，

それでも4％程度（OECD／NEAの1993年の報告書に

記載されている日本の評価値53．7mills／kWhによる）に

とどまるが，それは発電コスト全体の数字が大き過ぎるた

めである。バックエンド政策の修正だけで，巨額のコスト

削減が可能ならぼ，それを実施しない理由はない。コスト

は削減が容易なところがら削減していくのが常道である。

　次に，日本の原子力委員会が，OECD／NEA報告書

をそのまま引用して，2つのオプションの格差を無視でき

るという結論を出すことの問題点は，原子力委員会が日本

自身のデータに基づいて，計算を行っていないことに尽き

る。これは奇妙なことである。なぜならOECD／NEA

報告書の計算作業は，すべて動力炉・核燃料開発事業団（動

燃）スタッフの手で行われたからである。計算上の仮定の

数値を，日本の実情に見合ったものに入れ換えるだけで，

容易に適切な計算結果を出すことが出来るのである。原子

力委員会がそれを行わなかったのは意図的であり，日本の

再処理コストの極端な高さに触れないことにより，2つの

路線のコストが大差ないという結論を守ろうとしたからだ

と思われるe

　じっさい日本では欧米諸国と比べて，原子力発電システ

ムのさまざまの構成要素のコストは，大幅に高い。とくに

再処理コストは，英仏の数倍になると見られている。例え

ば，日本痘疹が現在建設中の六ヶ所村再処理工場（800tu

／年）の建設費（通常は熱処理コスト全体の過半を占める）

は，それがフランスのラ・アーグ再処理工場の事実上のコ

ピーであるにもかかわらず，現在のところ1兆8400億円と

見積もられており，将来さらに上方修正される可能性が高

い。OECD／NEA報告書において使われた英国核燃料

公社（BNFL）の再処理工場（900tu／年）の建設費の

推定値は，23億ポンド（約4300億円）であるから（OEC

D／NEA，！994：113ページ），単位再処理能力当たりの

日英格差は，約4．81倍となる。運転費・補修費・解体費の

格差も同様のものとなると仮定すれば，OECD／NEA

報告書にある1．66mills／kWhという再処理コストは，実

に7．98mills／kWhに跳ね上がる。さらに1．3＝IECUと

して計算を補正すれぼ再処理コストは10．38mills／kWh

となる。

　以上2つの要因（OECD／NEA報告書そのものの問

題点，日本自身のデータの取扱い）を考慮すれぼ，再処理

オプションの核燃料コストは，実に16．57mills／kWhとな

る。これは直接処分オプションの2．91倍に相当する。両者

の差は月数％ではなく，約200％となるのである。しかもこ

れは日本における原子力発電コスト全体のじつに約30％

に当たる。つまり再処理オプションを選ぶことによって，

化石燃料を用いた火力発電に対する原子力発電の価格競争

力が，決定的に損なわれることとなるのである。

　以上に示した核燃料コストの推定値は，きわめて大まか

なものである。しかし日本の政府も電力業界も，原子力発

電システムのさまざまの構成要素のコストを，公表してい

ないので，精密な議論を行うための基礎データが存在しな

いのである。少なくとも六ヶ所再再処理工場に関する詳細

なコスト評価の結果と，英仏両国への再処理サービス委託

料金のデータ（これは再処理オプションを海外委託という

形で続ける場合の基本データとなる）の2つが公開されな

けれぼ，再処理オプションの経済合理性に関する精密な評

価は不可能である。

　だが精密な評価を待たずとも，軽水炉・再処理路線の経

済含理性の欠如は明白である。そしてプルトニウム増殖路

線の経済合理性は，軽水炉・再処理路線にも増して，劣悪

なものとなることが確実である。これは政策的優遇によっ

て解消できる程度のものではなく，軽水炉・再処理路線お

よびプルトニウム増殖路線の，日本における実用化可能性

にも，大きな影響を与えかねないものである。実用化可能

性には前述のように，技術的側面と社会的側面があるが，

後者で問題となるのはいわゆるパブリック・アクセプタン

ス問題だけだと見られてきた。しかし現在注目すべきなの

は，むしろコーポレイト・アクセプタンス問題（誰が設置

主体となることに同意するかの問題）である。1995年8月

の新型転換炉（ATR）実証炉建設中止事件　　電力業界

がナショナル・プロジェクトの継続に対して歴史上初めて

拒否権を行使し，計画を中止に追い込んだ事件一一と同じ

ことが，再処理工場に関して再演される可能性は否定でき

ない（吉岡，1996）。

5。日本の原子力発電政策の合理化へ向けて

　本稿において政策の「合理化」とは，国民的見地または

人類的見地から見て非合理な内容の政策を，合理的なもの

へと改めることを指す。また政策的意思決定の手続きを，

合理性に関する客観的評価を重視したものへと改めること

を指す。そうした手続き上の合理性を保障するためには，

9
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意思決定のプロセスは原則として全て公開され，あらゆる

方面からの批判的吟味を加えられなければならない。そう

した試練に耐えられるだけの強靭な論理的・実証的議論を，

公開の場で構築していく習慣と能力を身につけることが，

これからの政策決定責任者に求められている。従来の当事

者のみによる私益本位のインサイダー談合的な意思決定の

仕組みは，過去のものとしなければならない。

　今までの原子力発電政策においては，そうした「談合政

治」が続いてきた結果，国内的にも国際的にも非合理な原

子力開発計画が進められてきた。とくにプルトニウム増殖

体系（いわゆる核燃料サイクル）の確立に向けての開発計

画は，国民と人類の利益という見地からは，きわめて非合

理なものであったeにもかかわらずそれに対して，国会・

内閣・裁判所・国民投票など，より上位の政治権力による

コントロールは，機能してこなかった。

　またこうした「談合政治」的メカニズムゆえに，全ての

主要なインサイダー（科学技術庁，通産省，電力業界）が

同意しなければ，既定の計画の中止は不可能となっていた。

計画の中止は三者の何れかの利益の剥奪につながるからで

ある。従って計画が順調に進まない場合でも，計画の見直

しはなされず，単に実用化に至る開発計画のタイムテーブ

ルが際限なしに後退していく結果となっていた。

　もし開発計画の際限のない後退が続く場合，誰かが責任

を負わねばならない。ところで原子力開発における直接の

最高意思決定者は原子力委員会であるから，原子力委員会

が責任を負うのが当然である。原子力委員会はなぜその開

発計画が順調に進まなかったかを総合的に分析し，それに

もとづいて計画の中止や見直しを決定しなければならない。

にもかかわらずそのような厳正なチェック・アンド・レ

ビューが行われたことはなかった。開発スケジュールを単

に後退させるという決定が，計画難航の真相究明への努力

なしに，数年ごとに繰り返されてきただけである。それは

原子力委員会が，公共心利益に対してではなく，科学技術

庁・通産省・電力業界の三者に対して，責任感を抱いてき

たことの結果である。三者の合意が更新されれぽ，その度

に原子力委員会の方針も，自動的に更新されてきたのであ

る。

　こうした意思決定システムのあり方を基本的に改めるこ

とが，原子力発電政策の合理化のために必要である。筆者
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が本稿で提唱した総合的アセスメント（総合評価）の枠組

は，そのためのひとつの重要な足場となりうる。これが利

害当事者を含む国民の問で広く共有されることによって，

従来の意思決定の方法の不毛さに関する認識が深まってい

くことが期待されるからである。筆者が示した暫定的な評

価結果は完全なものではなく，さまざまの異論の余地を残

したものである。筆者の希望は，この暫定的な評価結果に

反対する者も，このアプローチ自体には同意してほしいと

いうことである。

原子力委員会
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