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2015.11.14 日本科学者会議福岡支部・核問題研究会主催ー学習講演会 

＊）下記論考に基づき，その後の関連情報と講演者の問題意識を補足した． 
   福岡核問題研究会声明2014.12.4 
   「原子力規制世界最高水準という虚言の批判 
     ―世界一楽観的な進展シナリオに沿った，世界一奇妙な評価―」 
http://jsafukuoka.web.fc2.com/Nukes/resources/sekai1kyogen_hihan.pdf 

Filename=世界最高水準の原子力規制基準ってほんと？ 151114B .pptx 

§1. はじめにー原発再稼働をめぐる情勢をどう見るか 
§2. 原発再稼働は許されるか 
§3. 原子力規制世界最高水準というのは虚言 
§4. 原子力技術（核技術）の特異性 

http://jsafukuoka.web.fc2.com/Nukes/resources/sekai1kyogen_hihan.pdf


§1．はじめにー原発再稼働をめぐる情勢をどう見るか 

・安倍首相は2014年1月24日の第186回国会の施政方針演説において 
「世界で最も厳しい水準の安全規制を満たさない限り、原発の再稼働はありません」 
 
・田中原子力規制委員長は「規制規準を満たすかどうか審査をするが、完全に 
 安全であるとは保証できない」「世界一の規準とはいえないが、世界最高水準の 
 規制と思う」 
  
・原発差し止め訴訟のふたつの対照的な判決をどう見るか 
 １）関電・高浜原発３,４号機の再稼働差し止めを命じた福井地裁の仮処分決定 
   (2015.4．14) 
  →4.16規制委員長「事実誤認ある」、「基準見直す必要ない」 
  ←4.17高浜仮処分決定、誤認しているのは規制委・規制庁側 
          http://fukurou.txt-nifty.com/fukurou/2015/04/post-f1da.html 
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２）九州電力・川内原発１, ２号機の再稼働差し止めを却下 
   した鹿児島地裁の決定(2015.4．22) 
→地裁差し止め却下 「川内」事実認定に問題  
   2015年5月5日東京新聞 
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＊「国が責任を取る(持つ)」の表明の空虚性 
 
１）地元自治体同意の表明の前提条件-責任回避の儀式？ 
２）フクイチでは「国」はどのような具体的責任を取ったか，と 
 れたか？ 
３）短時間（時・分・秒）の危機への対処が必要な過酷事故 
  と別の主体が連携をとれる保障はどこにあるか？  



5 



6 

情勢分析への追加： 
 
・「長崎を最後の被爆地に」民生プルトニウムの生産中止も課題に： 
  長崎パグウォッシュ会議閉幕 
  鈴木達治郎 2015年11月09日 WEB RONZA(朝日新聞ディジタル) 
 
・「再処理計画断念を」 シンポで米専門家が訴え 2015年11月7日朝日新聞 
 
・核最終処分場建設、フィンランド許可 世界初、2023年に稼働へ 
  2015年11月13日朝日新聞 
 
・原発のテロ対策施設(特定重大事故等対処施設)、設置猶予期間を規制委が  
   延長 2015年11月14日朝日新聞他 
 
・高速増殖炉「もんじゅ」の運営交代」を原子力規制委が勧告  
    廃炉に現実味：2015年11月14日朝日新聞他 



§2.原発再稼働は許されるか 
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・現在も約10 万人が避難していて、福島第一原発事故の直  
  接的原因も解明不十分、 
 
・汚染水問題も未解決、 
 
・廃炉工程の遅れ、除染物質の最終貯蔵地の未選定。 
 
・高レベル放射性廃棄物の最終処分法は原発を保有してい 
 る各国で長年研究されてきたが、約10万年後の技術的 
 な安全性は実証できない。 
 
・高レベル放射性廃棄物処分場の場所も未定。 
 
・原発再稼働により核廃棄物の増加など，世代間倫理に 
 より一層強く反する。 
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・2013年6月に成立した「原子力規制委員会設置法」は、 
原発輸出と原発再稼働を当然の前提として作られた法律である。 

原子力規制委員会 
原子力規制庁 

原発輸出 

原発再稼働 

国内の新規 
建設は困難 

原発輸入国の若者 
を研修させる必要 

日米原発利益共同体＝核エネルギーの民間利用を通じた日米同盟 
      財界中枢部の強固な政治的岩盤 

原子力基本法の「原子力利用の目的」に「安全保障に資する」
と加えられたこと 

政治献金 
の再開 

若杉洌 
「原発ホワイトアウト」 
講談社 



原子力をやめられない日本政府、国内の産業維持と
米国の期待が背景に 
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http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1502/04/news026.html 
 2015年02月04日 13時00分 更新[石田雅也，スマートジャパン] 
多くの国民の反対をよそに原子力発電所の再稼働を進める日本政府には、表向
きの理由とは別に2つの事情がある。1つは400社を超える国内の原子力産業を
維持することであり、もう1つは東アジア地域の核拡散防止にあたって日本を最
強のパートナーと位置づける米国政府の期待だ。 

図1 国内原子力産業の構造。出典：資源エネルギー庁 

他にも、小松公生「原発にしがみつく人びとの群れ」新日本出版社、2012年。 

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1502/04/news026.html


§3. 原子力規制世界最高水準というのは虚言 
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理由１ 
 
過酷事故対策設備に適用されるべき、国際的な基本的設計  
（１）恒設があってこその仮設 
（２）アクティブ(動力依存)よりもパッシブ(無動力)設計 
（３）手動(判断に基づく人的操作)よりも自動 
（４）リアクティブ（起きたら考える）よりもプロアクティブ(先  
  を見通す) 
（５）楽観的(精神論的)机上論ではなく実践主義(実証主義、現実主義) 
     
       
しかし、日本の原子力規制基準では非常に危うい。 
 １）まず仮設でもよい、 
 ２）アクティブ(動力依存)、 
 ３）手動(判断に基づく人的操作)、 
 ４）リアクティブ（起きたら考える）、 
 ５）楽観的（精神論的）机上論 

追加（福岡核問題研究会声明2014.12.4への） 
 １）筒井哲郎「水鉄砲で火の粉を落とす：形骸化する規制審査」『科学』 
   Vol.85,No,5(2015),506. 
 ２）田辺文也「改題『吉田調書』第6回」『世界』2015年10月号，ｐ．168 
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原子力規制委員会の主張 事実、評価 
世界一の耐震性及び耐震設計。 
川内原発における重要免震棟の

設置に5年間の猶予。 

基準地振動の過小評価。 
川内原発・玄海原発の重要免震棟の設置に5年間

の猶予を与えたのは福島第一原発事故の教訓を
まったく踏まえていない。 

ベント・フィルターの設置
(BWRに対して)。しかし、

PWRには5年間猶予 

川内原発・玄海原発にフィルター付きベントはな
い。 

欧州では，福島第一原発事故以前から、BWRか
PWRかの炉型も、地震リスクも問わず，ほとん

どのプラントに設置。 
コアキャッチャーは既設炉に

はない 
チェルノブイリ原発4号機には設置された。 

火山噴火を3ヶ月前に予知して 
核燃料を移動。 

噴火予知はほぼ不可能。期間限定した恣意的な確
率評価で火山噴火リスクの無視。 

表 原子力規制委員会の主張と評価 
BWR=沸騰水型原子炉、PWR=加圧水型原子炉。 

理由２ 

追加（福岡核問題研究会声明2014.12.4への） 
佐藤 暁「深層防護の考え方とフィルター・ベント」『科学』85巻5号 
    (2015)，pp.497． 
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IAEAの深層防護の考え方 日本の新規制基準 

第1層:異常運転及び故障の防止 〇 

第2層:異常運転の制御及び故障の検出 〇 

第3層:設計基準内の事故の制御 〇 

第4層:事故進展の防止及びシビアアク
シデントの影響緩和策 

事故進展の防止    △ 

シビアアクシデントの影
響緩和策 

× 

第５層:放射性物質の放出による放   
  射線影響の緩和 

× 

国際原子力機関（IAEA）の深層防護の考え方と日本の新規制基準の比較 
○要求あり、△要求はあるが極めて不十分、×要求なし。 

米国・原子力規制委員会（NRC）の緊急時計画の条項の内容とURL(2014.11．26現在) 
  NRC, Title 10 of the Code of Federal Regulations 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/ 
 

理由3 
 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/
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日本工学アカデミー_福島第一原発事故後の電気エネルギーの円滑な供給
に向けて，2011.9．18 http://www.eaj.or.jp/proposal/teigen20110918.pdf 

過酷事故発生を事前に止める算段（レベル１）については、米国では 
1979年のスリーマイル島(TMI)事故を契機に設計基準事象の実験と解析 
手順書が成文化． 
 異常時運転手順書（AOP：Abnormal Operation Procedure） 
 緊急時運転手順書（EOP：Emergency Operating Procedure） 
今回（福島第一原発事故）のような状況（後段＝レベル２）では 
 予め事故対応手順（Procedure）を決め置くことはできない。 
 
 比較的短い時間（時、分、秒）の視野の中で、その場その場での迫り来る危機
との戦いとなる。これはプロセスの「緩和／制災」段階である。 

米国：過酷事故時管理指針(SAMG)と包括的損傷管理指針EDMG（Extensive 
 Damage Management Guideline、NRC Section B5b）を用意  

防止と緩和は質的に異なる！ 

「通常では、絶対やらないことも、やらなければならなくなる」 

そのような極限状況においては超法規的な判断と行動をとることがあり、責任 
の所在と分担をも予め決めておかなければならない。新たに制度設計が必要。  

参考 
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追加（福岡核問題研究会声明2014.12.4への） 
 
 １）田辺文也「改題『吉田調書』第6回」『世界』2015年10月号，ｐ．168 
 ２）田辺文也「改題『吉田調書』第７回」『世界』2015年12月号，ｐ．208 
            吉田前所長が手順書を無視して事故に対応したことが事態の深刻   
    化を招いた． 
 ３）佐藤 暁「深層防護の考え方とフィルター・ベント」『科学』85巻5号 
    (2015)，pp.497． 
   p.501:特に，フランスでは過酷事故が進展し，環境の変化によって 
   原発職員がどうしても撤退しなければならない事態に備えて， 
   総勢300人からなるFRAN(緊急対応部隊，Force d’Action Rapide    
         Nucleaire)が新たに設置される．運転員にたいするシミュレータ訓練 
   では，あえて未経験の過酷なシナリオがぶつけられ，融通性が 
   鍛えられる，という． 
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理由４ 
＊避難計画の策定が関連地方自治体に義務づけられ
たことの不当性(非民主主義)と非実効性  
 
 内閣府ホーム
http://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/keikaku/keikaku.html 
・地域防災計画・避難計画策定支援 
   原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第28条第１項
の規定により読み替えて適用する災害対策基本法（昭和36年法律第223
号）第40条及び第42条の規定により、都道府県及び市町村には、防災基

本計画及び原子力災害対策指針に基づく地域防災計画を作成することが
求められています。 
→具体的な地理・道路状況・単独で避難できない多数の人々の緊急時輸

送について書類上の計画は策定されているとしても，実効性の検証は不
十分    
  

追加（福岡核問題研究会声明2014.12.4への） 
 
泉田裕彦「泉田新潟ｋン知事インタビュー：過酷事故に備えられて
いない日本」『科学』85巻5号(2015)，pp.477-488 

http://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/keikaku/keikaku.html
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理由５ 
＊緊急時の被ばく線量及び防護装置の効果の試算に
ついて(案)20140528―その恣意性― 
https://www.nsr.go.jp/data/000047953.pdf 
「なお、本試算はこれ以上の規模の事故が起こらないことを意味している
ものではない。」 
  
深層防護思想は各レベルの措置が独立であることがポイントのひとつ 
  ↕ 
 日本：前レベルにおいて，小規模の事故想定に応じた対策 
  鹿児島県知事2015年8月11記者会見より： 
「（原子力）規制委員会があれほど厳しい規制基準を作られたと。それで、
「百万年原子炉が運転して、初めて１回事故が起こる確率」、そこまで精
度を高めたと思うのです。そしてもし事故があったとしても、福島の時に
放出した放射性物質、その百分の1のレベルになるように、１万テラベク
レルが100テラベクレルですね、そこまで制度設計をした、その基準で、
今の薩摩川内の原子炉において防御措置をいろいろ講じました」 

追加（福岡核問題研究会声明2014.12.4への） 
 佐藤 暁「深層防護の考え方とフィルター・ベント」『科学』85巻5号 
    (2015)，pp.497． 

https://www.nsr.go.jp/data/000047953.pdf
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欧州加圧水型原子炉
（EPR） 

日本の新規制基準   
1.安全上重要な設備
の多重性 

独立4系統  (独立2系統)   
2.コアキャッチャー 設置 ×   
3.格納容器熱除去設
備 

設置 ×   
4.頑強な原子炉格納
容器 

大型商用航空機の衝
突に耐え、設計圧力
を高めた二重構造の

格納容器の設置 

× 
  

1基当たり平均的な
費用 

約5,800億円以上 約870億円（九電） 

表：欧州加圧水型原子炉（EPR）と日本の新規制基準の比較 

理由６ 



§４．原子力技術（核技術）の特異性 
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原子力技術（核技術）の特異性 
 １）過酷事故が起きた場合，その影響の空間的な，特に時間的な制御は不可能 
 ２）高レベル廃棄物処理に超長期間(10万年)かかる 
 ３）種々の側面で核兵器製造技術と重なっている．（軍事的に機微な技術） 
 ４）重大事故（過酷事故）の場合の緊急時避難計画を周辺自治体に義務づけ 
  る技術システムは他にはない． 
 ５）イデオロギーに導かれた技術であり，通常の技術のように「失敗が許されない」 
  ので，否定的な見解に対して次々に新たな理由が附加されてきた． 
       F．ダイソン「科学の未来」みすず書房，1997年．Pp.36-39. 
 ６）集中立地の場合，複数原子炉の同時多発あるいは連鎖的な事故が起こり， 
  周辺の原子炉の制御を困難にし，中小国には耐えられない程の破局的事態を 
  招く可能性がある． 
 
・工学技術(テクノロジー)の本質はデザイン(設計)にある． 
  吉川弘之「テクノロジーの行方」岩波書店1996年，2章， 
  斉藤了文「ものづくりと複雑系」講談社，1998年，5章 
 →設計時の想定を越える事故としての過酷事故(Beyond-Design Basis Accidents,BDA) ？ 
 
・技術者は次の一言で尊敬を得る．「後悔するくらいなら大事をとれ」．技術者は，設 計
の弱点を探すように訓練されているー大惨事の潜在的可能性について警告すべく． 
     F．ダイソン「科学の未来」みすず書房，1997年．p.33. 
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留意すべきこととして、EPR水準の安全対策を備えたとしても、

その有効性の実証は十分になされてはおらず、過酷事故に
よる放射線災害のリスクがあることに変わりはない． 

原子力市民委員会 2015年2月1日 
「見解：高浜原発３・４号機の再稼働は容認できない」 

安全なエネルギー供給に関する倫理委員会著 
吉田文和、ミランダ･シュラｰズ訳 
「ドイツ脱原発倫理委員会報告ｰ社会共同によるエネルギーシフトの道すじ」 
大月書店、2013年。 
 原題「ドイツのエネルギー大転換ｰ未来のための共同事業」 
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20140215吉井英勝「新規制基準を斬るー抜け穴をどう読み解くか」 

疑問 
  世界最高水準かどうかを問題にすることは意味があるか？ 
  世界最高の規制基準を満たした原発は安全ということになり、 
  結局，原発再稼働を合理化することにつながるのではないか？ 

回答 

http://www.geocities.jp/neryoshii/kenkoureji/sinkiseipdf.pdf 



補足 
包括的損傷管理指針EDMG（Extensive Damage Management Guideline、
NRC Section B5b）の関連情報 
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[1]NRC B.5.b Phase 2&3 Submittal Guideline 
  http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0700/ML070090060.pdf 
[2]青木孝行「我が国の原子力界はなぜ旧態依然として改革，改善されな  
 かったか」2011年11月21日， 
 ttp://www.engy-sqr.com/lecture/document/zadannkai138siryou.pdf 
[3] 東京電力・第2回改革監視委員会配布資料，2012年12月14日 
 「B.5.ｂはどうしたら知り得たか?幾重にも無意識の眼を通り過ぎた」 
 http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/121214j0105.pdf 
[4]山口 彰(日本原子力学会，リスク専門部会長）「外的ハザード事象のリス  
 ク評価とPRA基準の開発計画（その3）今後のPRA実施基準整備とリスク情 
  報活用に向けて」2012年． 
 http://www.aesj.or.jp/sc/comittees/gijiroku/etc/2012a_sc_session4_3.pdf 
[5]村松健「格納容器のSA対策に係る規格基準の国内外動向」2012年9月20日 
 日本原子力学会，秋の大会企画セッション「シビアアクシデント対策に係る規格 
 基準の検討動向」 
 http://www.aesj.or.jp/sc/comittees/gijiroku/etc/2012a_sc_session3_4.pdf 
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