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老朽化原発を動かしてはいけない 

（高浜１，２号機の運転期限延長問題） 

原子力規制委員会・規制庁が、超危険な老朽化原発である高浜 1，2 号機の運転期限を原則

40 年の法的規制を超えて 60 年とさせるべく妙な動きをしています。その背景には、電力業

界や原子力ムラ、それにアベ自民党政権からの圧力が陰に陽に感じられる事態となっていま

す。そもそも原発の寿命は 40 年であることが福島第 1 原発事故後に原子炉等規制法に書き込

まれ、当初は運転期限延長の原発は例外中の例外と説明されておりました。田中俊一原子力

規制委員長自身が「２０年延長は相当困難」などと、規制委発足の当時は口にしていたもの

でしたが、昨今では「個別に見て対応する」などと言葉を濁すようになっています。いつも

のパターンの「竜頭蛇尾」、あるいは「リップサービス」ですが、こんなことでは原発の危険

性は高まるばかりです。 

 

このほど原子力規制委員会・規制庁は、信じがたいことですが、高浜１，２号機について、

その老朽化審査を先送りにしたまま、運転期限延長＝再稼働のための「設置許可変更申請」

の審査を基本的にＯＫとし、その結果をパブコメにはかりました（パブコメ期限＝３／２５）。

しかし、そのやり方は、下記の朝日新聞記事にもあるように、原発の安全性審査を形骸化さ

せ、老朽化したオンボロ原発を次々と運転期限延長させていくインチキ手法とでもいうべき

ものです。以下、簡単にその問題点を指摘し、この原子力規制委員会・規制庁の危険極まる

行為に対して抗議したいと思います。こんなことでは原発の安全性の担保など、できるはず

がありません。原子力規制委員会・規制庁は、もはや「規制当局」としての機能と責務を失

い、単なる原発稼働の追認機関＝原発推進委員会になり果ててしまったと言えるでしょう。 

 

（私は、これからの日本で再び福島第 1 原発事故のような過酷事故が起きるとすると、１つ

には核燃料サイクル事業施設が考えられ、もう一つは、今回問題にする老朽化原発で安全性

の確認もきちんとできぬままに強引に再稼働されてしまった原発になる可能性が高いのでは

ないかと考えています。それだけに、原発問題では、この老朽化原発が最重要のものの一つ

であると考えております。もちろん、その他の既存原発も危険であることに変わりはありま

せん） 

 

●福井・高浜原発：「４０年超」原発、初の適合 新基準、１．２号機 規制委 - 毎日新聞 

 http://mainichi.jp/articles/20160224/dde/001/040/072000c 

 

●（別添ＰＤＦファイル）原発耐震性確認先送り、規制委 高浜 1，2 号機 認可後に（朝日 

2016.3.24） 

 http://digital.asahi.com/articles/DA3S12273342.html?rm=150 

 

（一部抜粋） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

東京電力福島第一原発事故後、原発の運転期限を原則４０年とし、規制委が認めれば１度だ

け最長２０年延長できる制度ができた。高浜１、２号機の場合、経過措置で猶予された今年

７月の期限までに、安全対策の基本方針の許可、工事計画の認可、運転延長の認可の三つが
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ちょぼちょぼ市民連合：田中一郎 
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必要になる。 

 

規制委は２月、４０年を超える原発で初めて、安全対策の許可の前提となる審査書案を了承。

この日の定例会は、耐震設計のもとになる地震の揺れの想定が引き上げられたことを踏まえ、

格納容器内の重要設備を実際に揺らす試験で耐震性を確かめる方針を決めた。 

 

 ただ、試験の時期は、工事計画認可を経て対策工事が終わった後の設備検査の段階でよい

とした。関電によると、対策工事には年単位の時間がかかるという。工事計画認可は、海外

の同様の原発の事例や１、２号機の耐震性の解析結果などをもとに判断する。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 ＜高浜１，２号機の設置変更許可にかかるパブリックコメント＞ 

（１）パブリックコメント：意見募集中案件詳細｜電子政府の総合窓口 e-Gov イーガブ 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198272011&Mode=0 

 

（２）「パブコメのたね」は以下です。参考にしてください！（原子力規制を監視する市民の

会 [2016.3.21 版]） 

 http://kiseikanshi.main.jp/wp-content/uploads/2016/03/t12tane.pdf 

 

 ＜関連サイト＞ 

（１）（参考書）老朽化する原発 ― 技術を問う―  原子力資料情報室（CNIC） 

 http://www.cnic.jp/books/3423 

 

（２）高浜原発 1 号圧力容器 脆性遷移温度 95 度に メルトダウンに至る危険性とは？ 小出

裕章 4-25 

 http://blog.livedoor.jp/amenohimoharenohimo/archives/65802425.html 

 

（３）展延性 - Wikipedia（延性-脆性遷移温度：ＤＢＴＴ） 

 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%95%E5%BB%B6%E6%80%A7 

 

（４）老朽化する原発（井野博満『科学 2011.7』） 

http://www.nonukesshiga.jp/wp-content/uploads/03a3bdb4a0a5a43a9ac292d379b168c1.pdf 

 

（５）原発がどんなものか知ってほしい（全）：故平井憲夫さん 

 http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html 

 

 ＜参考「いちろうちゃんのブログ」より＞ 

（１）「原発・原子力の出鱈目てんこ盛り」シリーズ再開（1６）：老朽化原発をインチキ審査

で再稼働する「破滅への道」＝ 高浜 1，2 号の後ろには、他の老朽化したオンボロ原発の再

稼働がわんさと待ち構えている  いちろうちゃんのブログ 

 http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2016/02/112-292b.html 

 

（２）明らかとなってきた原発再稼働審査のゴマカシ（２）：「脆性遷移温度」の予測数値を

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198272011&Mode=0
http://kiseikanshi.main.jp/wp-content/uploads/2016/03/t12tane.pdf
http://www.cnic.jp/books/3423
http://blog.livedoor.jp/amenohimoharenohimo/archives/65802425.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%95%E5%BB%B6%E6%80%A7
http://www.nonukesshiga.jp/wp-content/uploads/03a3bdb4a0a5a43a9ac292d379b168c1.pdf
http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html
http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2016/02/112-292b.html
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ゆがめてまで老朽化した危険な原発を動かそうとしている＝高浜１，２号機は危ないぞ！  

いちろうちゃんのブログ 

 http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2015/04/post-9304.html 

 

（３）（報告）３．８ （川内・高浜各原発）規制委院内ヒヤリング：原子力規制委員会は再

稼働を推進するな＝緩んでいたのは原発のボルトだけではなく、関西電力と原子力規制委員

会・規制庁もだった  いちろうちゃんのブログ 

 http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-2869.html 

 

（田中一郎コメント） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１．原発「老朽化」審査の仕方がおかしい 

 原発（再）稼働までの審査は、（１）原子炉設置変更許可申請、（２）工事計画認可申請、

（３）保安規定変更認可申請、（４）使用前検査、（５）運転期限延長申請、（それぞれ電力会

社の「申請」を受けて原子力規制委員会が審査）の５つですが（上記の朝日新聞記事一部抜

粋の記載は不正確）、それを規制委は、（１）の設置変更許可を、（２）、（３）、（４）、（５）と

切り離して、単独で先行パスさせようとしているのです。その際、上記の朝日新聞記事一部

抜粋にもあるように原発老朽化に伴う耐震性審査を先送りしています。 

 

 しかし本来は、こうした審査は「一体のもの」としてなされるべきものであり、まるで審

査進捗のアリバイづくりをするかの如く、設置変更許可だけを「審査」してパスさせるとい

うのはおかしな話です。特に老朽化した原発の場合には、（１）原発装置・機器類や構成素材

の劣化・脆化の度合いが如何ほどなのかを確認することが最重要であることや、（２）そもそ

も原発の設計そのものが現在の水準の安全基準をクリアできるのかどうかを見極めることが

重要で、そのためには、まず、実際の原発が 40 年を経過してどこまで傷んでいるか、原子炉

の現場はどうなっているか、これまでどのようなトラブルがあり現場ではそれにどう対処し

てきたか、などの現状確認を徹底して行うことが先決であろうと思われます。 

 

 常識で考えても、原発の老朽化の審査を終えないまま、たとえば（２）「工事計画」の認可

をしてしまい、それに基づく「工事」（補強等）を進めながら「老朽化」の審査をするという

のは、いかにもおかしな話です。何故なら、「老朽化」審査で、そんな程度の工事では不十分

だ、ということは十分にありうる話だからです（その場合には「工事計画」認可は取消とな

り、工事はやり直しになるでしょう。しかし、こうしたおかしな審査の手順が強行されると

いうことは、そういうことにはならない＝つまり「老朽化」審査がおざなりで、規制委・規

制庁と電力会社の間で、先行する（認可された）「工事」（ルール違反の事前着工を含む）が

「老朽化」審査の結果、否定されることはないという「阿吽の呼吸」があるからでしょう）。 

 

 原子力規制委員会・規制庁は、こうした「当たり前」の審査手順を踏まずに「書類上の整

合性」や「形式論的な建前確認」を先行させ、かつ、審査の全過程を通して、実質的にはそ

うした「書類審査」のみに重点を置いた現場と実態軽視の「形だけの審査」「書類審査」で済

ませようとしている様子がうかがわれるのです。 

 

２．そもそも古い原発はスタート時点からおかしい可能性あり 

http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2015/04/post-9304.html
http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-2869.html
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 運転開始から約 40 年が経過した老朽化原発は、原発の設計図通りに造られているのかどう

かが怪しい、いやそれ以上に、40 年間にわたる原発の管理やメンテナンス、あるいは引継ぎ

などがいい加減で、設置当初の設計図の存在すらも怪しい原発があるのではないかと思われ

ます。また、その 40 年の間に様々な補修や修繕、あるいは改良工事などを行っている可能性

がありますが、しかし、そうした「原発の改良・改造」の詳細な内容や経緯がきちんと第三

者が見て分かるように整理されて記録され保存されているかどうかも怪しく、場合によって

は老朽化原発の最新の状態を図示する設計図さえない状態もありうるだろうと考えられます。 

 

 原発を審査するにしても、まず、実際の原発がどうなっているのか＝これまでの管理やメ

ンテナンスが適正・適切であったのかどうか、原発の設計図の存在確認から、その設計図通

りの施工がなされているのかどうかの確認など、そもそもの審査の第一歩のところが「あや

ふや」「あいまい」「いい加減」なままでは話になりません。仮に、設計図もない、現状確認

もできない、これまで手抜きばかりしていた、などという管理レベルの低い原発であるなら

ば、その原発は「審査」の入り口の段階で「×××」としなければならないはずです（たと

えば高速増殖炉「もんじゅ」の例）。 

 

 特に関西電力と加圧水型原子炉メーカーの三菱重工業は、2004 年 8 月に美浜 3 号機で長期

間の点検漏れによる配管減肉・ギロチン破断で作業員を死亡させる大事故を起こしました。

破断した配管は、原発が運転を開始して以降、ただの一度も点検されていなかったという信

じがたいずさんなもので、原発全体が過酷事故に突入しなかっただけでも不幸中の幸いと言

えるものでした。今回の高浜原発もまた、そのような会社が建造し運転してきたものです。

厳重なチェックや審査が必要なことは言うまでもありません。 

 

（ここ数年、耐震設計偽装や建築施工偽装（杭打ち偽装）などが建築業界で発覚して大問題

となっています。しかし、我が国の原発・核施設は、このインチキ常習犯とも言える建設会

社・建設業界が造ったものであることを忘れてはいけないでしょう。原発だけは他の建築物

とは異なり、万全の取組をしているなどということは期待できるものではありません。それ

どころか、下記ＵＲＬの故平井憲夫氏の説明にもあるように、原発現場の実態は「出鱈目の

宝庫」「いい加減のデパート」そのもので、危険極まりないのであって、今、その危険物が老

朽化したものを、更に運転期限延長を行おうとしているわけなのです。「40 年超は例外中の

例外」というのは「言い過ぎ」でも「リップサービス」でもなくて、原発の危険性を考えた

場合には当然のことだと言えます） 

 

３．原発の現場実態を知る人がリタイアーしていなくなる＝40 年という運転期限の一つの根

拠 

 仮にいい加減な管理状態の原発があったとしても、今までなんとかやってこれたのは、各

原発施設のベテランの現場監督・管理職の人が、長い期間の一連の経緯をよく理解して記憶

していたので、その人知に頼ってやってきたということではないかと推測します。原発寿命

40 年の根拠は、この辺にもありそうです。原発の現場従事者は、２世、３世となるにつれて

質が低下し、作業の仕方、現場の管理監督、仕事への責任感なども劣化していて、要するに

いい加減で無責任が蔓延する体制になっている場合もあり、かつ、そういう中で、過去のこ

とがわからない・知らない人間ばかりになってしまった可能性もあるのです。 
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 審査をパスして再稼働したばかりの高浜 4 号機の一次冷却系が水漏れを起こし、その直接

の原因が「ボルトのゆるみ」だったことや、その後、過剰電流が流れてスクラムとなってし

まったことなどは、こうした原発現場の労務管理のレベルの低下＝質的劣化を象徴している

ように思われます。 

 

 伝聞情報で恐縮ですが、一般に日本の原発以外の産業界の巨大プラント（たとえば鉄鋼や

化学など）では、定期点検等で一時的に休めていたプラントを再稼働する場合には、会社を

挙げて全プラントの整備状況をダブルチェックで確認し、万が一にもトラブルがないように

してから再稼働されるとのことです。にもかかわらず、いや、鉄鋼や化学プラント以上に危

険極まりない原発では、ボルトの締まり具合を確認していませんでしただの、過剰電量が流

れて止まってしまいましただの、そんな低レベルの話が許されるのでしょうか。おそらくは、

原発現場のメンテナンスを含む全管理が下請けに丸投げされているか、あるいは、いい加減

でずさんな管理が行われても、電力会社のプロパー・キャリア社員は責任が問われないよう

な、そんな無責任な人事管理が慣習化してきたに違いありません。 

 

（⇒ 関西電力は、今回の高浜 4 号機のトラブルについて、現場責任者を含む関係者を厳罰処

分せよ。そうしないと、こうした不祥事は今後も必ず再発するでしょう。そして、そうした

ことの積み重ねが大事故につながっていくのです） 

 

●平井憲夫さん：原発がどんなものか知ってほしい（全） 

 http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html 

 

４．原発という巨大な施設を、どうやって隅から隅まで現状の状態を点検して回るのか 

 先般３／８の規制庁ヒヤリングの際には、規制庁の若い役人は、この「原発の現状把握」

について、「工事計画の審査や使用前検査でやる」と説明しておりました。「うそつけ」です。

あれほどの巨大な施設ですから、通常の定期検査でも 13 か月もかかっています。通常の定期

検査の場合には、原発施設の重要度分類に従って、検査や点検にメリハリをつけてやってい

る（つまり重要度の低いものは簡易な検査や手抜きをする）わけですが、40 年を経過した老

朽化原発では、そういうことは許されないでしょう（そんなことをしたら事故のもとになっ

てしまいます）。すべての装置や機器類について、その状態をしっかり確認していく必要があ

ります。しかし、そんなことは容易には出来るはずもありません。 

 

実際、先般発覚した「電気ケーブル設置状況の新規制基準違反」（防火対策違反）について、

原子力規制委員会・規制庁は、全国の原発にそうした違反がないか確認をせよとの通知を急

きょ出しましたが、再稼働させる予定の高浜原発や川内原発については、自らがたった 1 か

所だけを点検・確認して、それで事足りたとしているのです。老朽化原発の様々なことにつ

いても、万事こんな調子で現状確認・現場実態の把握を手抜きしている可能性が高いと言え

るでしょう。それでは老朽化原発は危なくて仕方ありません。 

 

５．設計そのものが古くてどうにもならない 

 海外では、加圧水型原発の安全対策がこの 40 年間で相当程度進み、重厚な手当てがなされ

ているように思われます。それとの比較で、運転期限延長の申請が出された原発の現時点の

状態が、要請される高い安全水準に達しているかどうかはきわめて怪しいと言わざるを得ま

http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html
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せん。特に、設計そのものが古くて、どう手を付けても要請される安全水準が確保できない

原発もあるはずで、そういうものは申請の初期の段階で「×××」とすべきでしょう。例え

ば、欧米の原発では当たり前になっている、コアキャッチャー、厳重なフィルター付きベン

ト装置、格納容器の緊急大規模冷却装置、原発施設全体の防水体制、そして二重の格納容器

などです。特に、日本の加圧水型原発の炉心溶融（メルトダウン）対策が、コアキャッチャ

ーや、従来のＥＣＣＳとは別の落下溶融炉心用冷却水供給系のないままに、それらが装備さ

れた欧米の原発と同じような内容であるというのは危険極まりないのではないかと思われま

す。直ちに再考・再検討が必要です。 

 

６．圧力容器の脆性遷移温度と中性子照射脆化の問題は未解決 

 これについては、これまでもご案内してきましたので、上記でご紹介したサイト、ないし

は別添の井野博満東京大学名誉教授（金属材料学）の論文をご覧ください。その井野先生や

小岩昌宏元東北大学金属材料研究所教授・京都大学工学部教授らの金属工学の専門家から、

「危ない」「脆性遷移温度の予測の仕方が非科学的で、実際はもっと脆くなっている可能性が

ある」などの指摘が出ており、この注告を真摯に受け止めることが必要不可欠です。御用学

者たちだけの屁理屈と現状追認でＧＯサインを出せば、近未来に「圧力容器全面破壊」（熱湯

を注いだガラスのコップのごとくパリンと割れる）という破局を迎えることになりかねませ

ん。日本の生死にかかわります。 

 

７．ごまかされる原発の 40 年運転期限 

 高浜１，２号機は既に運転開始から４２年が経過しており、本来ならば「アウト」なのを、

原子力規制委員会・規制庁は様々な屁理屈と小細工で「生き残り」を認めています。加えて、

上記１．のようなおかしなことをしているのは、きちんとやると、すべての審査を終えるの

に何年間もかかり、原発寿命の 40 年間をはるかに超えてしまう他、更に、延長寿命 60 年間

の大半を審査に要してしまうという皮肉なことが起きてしまうからです。老朽化原発を「創

意工夫のある審査」（皮肉です）でパスさせることで、法定運転期限の 40 年を超過しても使

っていこうとする電力会社と原子力規制委員会・規制庁のコワークが陰に陽に行われている

ようですが、彼らはいったい何のために、誰のために、何の「審査」をしているのでしょう

か？ 

 

８．形骸化するパブリックコメント 

 驚いたことに、老朽化原発のパブコメは、今回なされた（１）「設置変更許可」申請の審査

結果に関するものだけで終了となり、今後審査の対象とされる上記（２）（３）（４）（５）（⇒ 

下記（＊）を参照）については、パブコメは行わない方針だと原子力規制庁は言っています。

特に（５）についてパブコメを実施しないというのですから、老朽化原発の運転期限延長に

関しては有権者・国民の意見を聞くつもりはないというに等しい行為です。それだけ老朽化

原発の寿命延長には問題が多く、また、原発のことに詳しくなくても、常識的に見て、おか

しなことだらけであることが推測されます。そうしたことが浮き彫りにされないよう、有権

者・国民にオープンにならないよう、原子力規制委員会・規制庁が（電力業界や原子力ムラ

のために）「気を効かして」パブコメを中止してしまったと言えるのではないかと思われます。 

 

（＊）（１）原子炉設置変更許可申請、（２）工事計画認可申請、（３）保安規定変更認可申請、

（４）使用前検査、（５）運転期限延長申請） 
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（なお、原子力規制委員会・規制庁が実施するパブリックコメントは、有権者・国民より提

出された意見や要望などが実際の原発・核施設の審査に活かされることがほとんどなく、つ

まらない・どうでもいい字句修正程度に反映させて、事実上「棚上げ」にされてしまってい

ます。いわば規制委・規制庁が考えている規制や審査を押し通していくための形式的手続き

にすぎなくなってしまっている実態があるのです。パブコメがそもそものところで歪められ

ています） 

 

（その他、老朽化原発にかかる諸問題） 

 その他、老朽化原発の運転期限延長にかかる諸問題については、上記でご紹介した「原子

力規制を監視する市民の会」の「パブコメのたね」をご覧ください。非常によくできている

と思います。福島第１原発事故の実態解明や原因究明ができていないことをはじめ、基準地

震動・基準津波の低すぎる水準、電気ケーブルの不燃化の問題や汚染水対策の欠如、避難計

画のノーチェックや、白塗りの秘密だらけ・隠蔽だらけの「審査結果」の公表の問題など、

老朽化原発以外の一般の原発・核施設の再稼働審査と共通する問題なども指摘されています。

是非、ご覧になってみて下さい。 

 

 また、今回の高浜１，２号機については、３，４号機とセットで「設置変更許可」申請に

ＯＫが出されようとしています。これは、高浜３，４号機の緊急時対策所が、１，２号機を

稼働しない前提で、１，２号機の施設の一部（会議室）を利用する形で、これまで「設置変

更許可」がＯＫとされていたためで、今回、別途、緊急時対策所を新たに建設することにし

たために、３，４号機の「設置変更許可」が申請されているのです。もちろん、その「緊急

時対策所」が九州電力の緊急時対策所と同様に、免震構造ではないとか、面積や機能面で話

にならないくらいに過小であるとか、大問題があることは申し上げるまでもありません。 

 

 更に、先般の大津地裁による高浜３，４号機の運転差止の判決が出たことを考慮に入れれ

ば、今回の「設置変更許可」申請や、それに対してＯＫを出した原子力規制委員会・規制庁

の「審査」結果については、いったん撤回するか、あるいは「棚上げ」にして裁判の今後の

進捗を見守るか、あるいは、これまでの審査の内容をより厳格な方向で見直しするのが常識

ではないかと思われます。それをせずに、田中俊一原子力規制委員長みずからが、大津地裁

判決は原子力規制委員会・規制庁が被告ではないから、原発再稼働審査には影響しない、な

どとうそぶいていることが、この原子力規制委員会・規制庁という組織の堕落とその正体を

赤裸々に示していると言えるのではないかと思います。 

 

（重要）（美浜 3 号機では、基準地震動の大きさが引き上げられたため、従来の評価方法では

要求される耐震性が維持できなくなっている） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 2016 年 3 月 18 日付日経夕刊記事で報じられましたように、美浜 3 号機では、基準地震動

が 750 ガルから 993 ガルに引き上げられたため、従来の方法では原発の耐震性が要求される

水準に達せず、審査をパスできない状態に陥っているようです。しかし、関西電力は、今度

は原発の耐震性評価を従来の方法ではないやり方＝新しいやり方で評価しなおし、なんとか

引き上げ後の基準地震動でも審査をクリアできるようにしたいと頑張っているようです。ま

さに「インチキ」を絵にかいたようなことですが、今後の美浜 3 号機の運転期限延長審査の
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行方には注目が必要です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 最後に、福島第１原発事故から５年、この間、一貫して原発・核施設や原子力ムラの出鱈

目を熱心に監視し、今回の「パブコメのたね」のように私たちドシロウトの市民にもわかる

ように、平易に適切に情報提供をし続けて下さっている「原子力規制を監視する市民の会」

のみなさまには心より感謝いたします。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

●「パブコメのたね」は以下です。参考にしてください！（原子力規制を監視する市民の会 

[2016.3.21 版]） 

 http://kiseikanshi.main.jp/wp-content/uploads/2016/03/t12tane.pdf 

 

 ＜追＞ 

●（高浜）４号炉トラブル原因 電流量を過小設定（東京 2016.3.10） 

http://www.chunichi.co.jp/kenmin-fukui/article/kenmin-news/CK2016031002000200.html 

 

（一部抜粋） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 関西電力は九日、高浜原発４号機（高浜町）が発電系統のトラブルで緊急停止した原因と

対策をまとめた報告書を原子力規制委員会に提出した。過電流を検知して警報を発する計測

器の設定値が低かったことが原因と結論づけた。 

 

 ４号機は二月二十九日、発電機と送電線をつなぐ「並列」の作業をした直後、送電線側か

ら設定値を超す電流が流れたのを計測器が検知し、原子炉が緊急停止した。設定値はフル出

力時の３０％の電流で、計測器には３５％の記録が残っていた。停止中に通常の計測器を取

り換えたため、別の計測器で代替。並列時に一時的に流れる送電線側からの電流を過小に見

積もっていた。 

 

（中略）「一時的な電流評価をチェックするルールがなかった」。豊松副社長は、過電流を検

出する計測機器が不適切な設定になっていた原因をこう説明した。発電機メーカー任せにな

っていたと認め、「教育不足」とも述べた。今後は関電、メーカー、協力会社がチェックする

態勢に改めると説明。長期の定期検査中に設定を変更したり、新設したりした計測器など三

十六点も妥当性を再検証するとした。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（田中一郎コメント） 

 バカバカしい説明です。「一時的な電流評価をチェックするルールがなかった」などといい

ますが、そもそも流れる電流はいかほどが適切なのでしょうか、はっきりしているのでしょ

うか（「過電流」とは何か、何故、発生するのか）。また、はっきりしているのなら、何故、

おかしな電流上限値がセットされていたのか、上記の説明ではさっぱりわかりません。もし、

前者がよくわからないのなら、過電流が流れた理由も含めて、徹底した調査や検討が必要で

しょうし、そうではなくて後者であるというのなら、それは現場の労務管理や人事管理の問

題となります。同じ 4 号機の「ボルトのゆるみ」問題と同様に、関西電力の現場の管理監督

http://kiseikanshi.main.jp/wp-content/uploads/2016/03/t12tane.pdf
http://www.chunichi.co.jp/kenmin-fukui/article/kenmin-news/CK2016031002000200.html
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や労務がたるんでいて、いい加減・無責任状態が蔓延しているということではないのでしょ

うか。 

 

 いずれにせよ、この「過電流スクラム」問題もまた「ボルトのゆるみ」問題と同様に、関

西電力やそれを管理・監督・規制する原子力規制委員会・規制庁に大問題があることを赤裸々

に有権者・国民に見せつけてくれた事件でした。はたして、かようないい加減で出鱈目で、

かつ説明責任も果たさない無責任な関西電力や原子力規制委員会・規制庁に、原発を稼働・

運転したり管理・監督・規制する資格があるのかどうか、再度、厳重なチェックが必要です。 

以 上 

 

（追）（参考書）老朽化する原発 ― 技術を問う―  原子力資料情報室（ＣＮＩＣ）から 

 http://www.cnic.jp/books/3423 

 

●同上冊子の「第 3 章 高経年化対策という虚構」（田中三彦氏著）より 

 1960～70 年代にかけて建造された原発の圧力容器（原子炉）には「ＵＣＣ：アンダー・ク

ラッド・クラッキング」という問題があり、1970 年当時、大問題となっていました。「クラ

ッド」とは他の金属の表面を覆う金属材料のことで、圧力容器内面の表面がステンレス鋼で

「さび止め」（溶接）塗装されていることを意味します。「クラッキング」とは「ひび割れ」

のことで、つまり、ステンレス塗装の下面の圧力容器内面金属表面に大量の「ひび割れ」が

起きていることが偶然発見され、その原因が塗装をする際に行う「溶接」の高熱が原因とわ

かったのでした。田中三彦氏によれば、欧米諸国ではこの問題に規制当局がそれなりに厳し

い姿勢で臨んでいましたが、日本の場合には、そもそもこの問題に関心が高まるまでに長い

時間を要し、更に、規制当局・監督省庁のこの問題に関する対応は、まったくずさんで出鱈

目なものだったそうです。従って、日本の老朽化原発のうち、少なくとも 1960～70 年代にか

けて建造されたものは、この「ＵＣＣ」問題だけでも圧力容器が危険な状態にあると言える

ようです。 

 

 また、田中三彦氏は、同じ論文の中で、老朽化原発の問題の具体例として、①シュラウド

のひび割れ、②浜岡原発の地震時の安全性、③再循環配管の応力腐食割れ、④加圧水型原子

炉に特有のＰＴＳ問題（冷却材喪失事故時の「加圧熱衝撃」）、などを挙げています。特に④

のＰＴＳは、老朽化原発の圧力容器の中性子照射脆化や上記のＵＣＣと相まって、圧力容器

を一気に破壊してしまう危険性を高めるため、厳重にも厳重な警戒が必要です。 

 

 最後に、田中三彦氏のこの優れた論文の最後の部分を一部抜粋して添付しておきますので、

是非、目を通してみてください。ここで田中三彦氏が指摘している「アスメ・セクション・

スリー」とは、民間組織の米国機械学会（ＡＳＭＥ）が策定した原子炉圧力容器の規格の「基

本思想」や、その規格に出てくるいろいろな言葉や規定の「意味」や「概念」について書か

れたものです。1963 年に策定され、当時の日本は「ＡＳＭＥ調査団」なるものを米国に送り

込んでいました。その「ＡＳＭＥ」もその後いろいろと改定・追補され、当時のボリューム

の倍以上になっているとのことです。ともあれ、田中三彦氏がこの論文の最後の部分で言及

している日本の「高経年化対策」なるものが、いかに技術的に底の浅い、かつ危険でいい加

減なものかがよくわかります。これでは近未来に老朽化原発で事故が起きるのは間違いない

でしょう。 

http://www.cnic.jp/books/3423

