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柏崎刈羽原発の再稼動を巡る動きと
新潟県技術委員会での議論

山口幸夫(原子力資料情報室共同代表)

「新潟県原子力発電所の安全管理に関する技

術委員会J(以下、技術委員会)における審議

が福島第一原発事故の検証をめぐって、大きな

山場を迎えている。柏崎刈羽原発の 6、7号機

の再稼動問題が焦点化しつつある最中であり、

議論の中身と進展の様子に注目したい。

知られているように、安倍政権は原子力規制

委員会の適合性審査を通った原発の再稼動を進

めることを明言した。経産省がさる 2月 25日

に公表した「エネルギー基本計画(案)Jによ

ると、原子力を「ベースロード電源」と位置づ

け、「世界でもっとも厳しい水準の規制基準に

適合すると認められた場合」は「国も全面に立

ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよ

う、取り組む」というのだ。

3・11福島第一原発事故から 3年たつ現在、

事故の主原因は地震なのか津波なのか、未だ真

相が明らかになっていない。にもかかわらず、

電力 8社は加圧水型 12墓、沸騰水型5基、計

17基の原発について、規制委員会へ適合性審

査を申請したのである。なりふり構わず再稼動

へとつき進もうとしている。福島原発事故を起

こした当の東京電力も、安全性よりも経営方針

を優先して、 14年夏に柏崎刈羽原発の 6、7

号機を再稼動する計画を立て、 13年 9月 27

日に適合審査申請をおこなった。地元と新潟

県の懸念は二の次、という姿勢だ。受け取った

原子力規制庁は審査をすすめている。この2月

17・18の両日、地震・津波担当の島崎邦彦規

制委員長代理ら 16人が敷地内外の断層の再評

価のために、現地調査をおこなったのはその一

環である(本号、大野論考)。

φ住民@県民を守ろうとしている新潟県③

福島事故の検証がなされていないのに、よ

り厳しい「新規制基準」をどうやってつくるこ

とができるというのか。「新規制基準」にはい

くつもの欠陥がある(井野論考)。フィルター

ベントは住民の被ばくを防ぐことができるのか

(金子論考)。いざというとき、住民は被ばくせ

ずに避難できるのか(矢部論考)。新潟県の泉

田裕彦知事は、おりにふれて、事故の検証がな

によりも先であり、それなしには再稼動問題の

議論を始めることは出来ない、と発言してきた。
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コントロールできなくなった福島原発事故の深

刻さから、私たちはこの考え方に賛成し、これ

を支持するものである。

しかし、技術委員会のいまのような審議のや

り方で、福島事故の検証が可能になるだろうか、

いささか/C"配!なところカ1ある。

2007年7月の中越沖地震のあと、新潟県は

「地震、地質・地盤」と「設備健全性、耐震安全性J

の2つの技術小委員会主E発足させ、より専門的

な審議を始めたのである。この 2小委が住民・

市民の協力を得ながら、突っ込んだ議論を展開

し、原子力安全・保安院や国の委員会の誤りを

指摘し、いわゆる新潟方式の価値を高めたこと

は広く認められている。親委員会に当たる技術

委員会は、ずうたいが大きすぎて、また、メン

バー構成に問題があり、期待に応えることがで

きなかった。県民からも、批判の声があがって

いた。

⑫6つの課題別の非公開ディスカッションφ
新潟県によれば、福島事故検証を効率的に進

めるために以下の 6課題について、 2~3名の

技術委員会委員が非公開でヒアリング、とディス

カッションをおこない、その結果を技術委員会

(これは公開)で議論する、というのが現在の

やりかたである。小委員会は開かれていない。

課題 l 地震動による重要機器の影響

課題2 海水注入等の重大事項の意思決定

課題3 東京電力の事故対応マネジメント

課題4 メルトダウン等の情報発信の在り方

課題5 高線量下の作業 1

課題6 シビアアクシデント対策

課題別のヒアリングとディスカツションは

13年 10月から始まって、これまでに各 Z回、

非公開で、おこなわれたという。

14年2月 11日開催の 13年度第4回の技術

委員会で、課題 l、5、6について審議された。

しかし、各課題の報告者の報告を聞いたうえで

の審議は間接的であるゆえに、隔靴掻痔の感が

あった。東京電力側の当事者がその場で発言し

ないからか、あるいは、そ乙に出席していなかっ

たのかもしれない。住民・市民の参加もできに

くくなった。かつての、小委員会での緊張した

やりとりはなかった。

課題 1について.国会事故調の調査協力委

員だった伊東良徳弁護士の「津波が到達するよ

り以前に SBOが起きた」という主張(注)と、

東京電力の言い分とがはげしく対立して議論は

収束しなかった。それに時閣を費やし、 l号機

のIC配管が地震によって小破断したという回

中委員の主張とこれを否定する東京電力側の主

張との議論が深まらなかった、と田中委員は報

告した。そして、公開の技術委員会の場で伊東

氏を聴取したいと提案した。

課題5について:緊急時ということで作業員

の許容線量が 100mSvから 250mSvへひきあ

げられたが、作業員がどこで、何によって被ば

くしたのかがよく判っていない。素材は出てき

たので、整理が必要だと立崎英夫委員が報告し

た。

課題6について:杉本純委員が報告したが、

意見や疑問が次々と出て、何をもってシビア

アクシデント対策とするのか、結論が導かれな

かった。各委員の福島事故の理解には相当の

開きがあった。水素がど、乙から発生したか、漏

れ出たパスはどこなのか、爆発は何故起こった

のか、 2号機の水@ジルコニウム反応は起きて

いなかったのではないか、中央制御室の放射線

管理はどうあるべきか、 I号機についての時系

列的なデータを東京電力はきちんと出していな

い、等々 。

この目、フィルターベントlについて東京電

力からのシミュレーション結果の報告があった

が、きわめて不十分なものであり、次回へ持ち

越しになった。

今回の技術委員会の審議を聴いて、非公開

ディスカッションを経る意義があったのだろう

か。柏崎メIJ羽原発の安全性をチェックする観点

から福島原発事故を検証するのであれば、 2つ

の小委員会を聞いて議論を深める方がよいので

はないか、と思ったしだいである。次回は3月

末の予定である。

(注)伊東良徳「再論福島第一原発1号機の全交流

電源喪失は津波によるのではない」
『科学~ (岩波書窟)電子版:

http://www.iwanami.co.jp/kagaku/e-Kagaku.html 
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柏崎刈羽原発の断層地盤問題に注目を!

大野隆一郎(柏崎刈羽原発活断層問題研究会代表)

原子力規制委員会は 2014年2月 17-18日，

東京電力の追加調査の内容を確認するため，

柏崎刈羽原子力発電所の周辺及び敷地内で初

の現地調査を行いました。初日に敷地外を回

った後，島崎邦彦委員長代理は「東電の計画

する追加調査の内容はおおむね妥当o 調査の

結果次第で、は外部の識者に意見を聞くことも

ある」と語っています。

2月 28日，東電は柏崎刈羽原発6，7号機の

新規制基準適合性に係る発電所敷地内および敷

地近傍における地質・地質構造に関する追加調

査について，本日より開始すると発表しました。

追加調査概要によると，敷地内におけるボーリ

ングは全体で 10本程度，立坑は 4箇所。敷地

外におけるボーリングは全体で 60本程度， ト

レンチは刈羽村寺尾における 1箇所となってい

ます。

ζζ』ζ蓋る若干の経緯

1992年，地域の地学系教師が中心となって，

柏崎平野と荒浜砂丘の成因およびその生い立ち

の解明をテーマに掲げ，後期更新世の諸問題に

取り組む荒浜砂丘団体研究グループ(通称，荒

浜砂丘団研)が発足しました。その準備段階の

予備調査の折 (1991年9月)，柏崎刈羽原発

敷地境界から北東約 600m地点の砂取場(刈

羽村寺尾)で，安田層，番神砂層，新砂丘中に

多くの断層があることを発見しました。 1992

年夏，荒浜砂丘団研は l本の断層に焦点をあ

てて本格的な記載を行い， I新潟県荒浜砂丘地

域に発達する後期更新牲の断層」として論文に

発表しました(地球科学， 47， 339←343)。記

載したA断層(通称，寺尾断層と呼称されてい

る)は上部中新統の椎谷層から上部更新統の番

神砂層下部までを切っていることが確認できる

ものです。同様の断層は他にもあり，そのうち

のl本は番神砂層上部を切断し，新砂丘の直下

まで達しています。 A断層は地形的に高い尾根

側が，地質構造的には背斜の軸側が落ちる高角

正断層で，地すべりによって生じる可能性は低

いと判断されます。

1994年 1月 27日，資源エネルギー庁は東

電の報告に一方的に依拠して作成された報告書

「東京電力体)柏崎刈羽原子力発電所付近の西山

丘陵地域の断層について」を原子力安全委員会

に提出しました。荒浜砂丘図研が記述した寺尾

断層に関するこの報告書の主要な内容は， I西

山丘陵地域では少なくとも第四紀後期における

摺曲及び断層活動は認められず， A断層は活断

層ではなく，地すべり性の断層と判断される」

というものでした。資源エネルギー庁は荒浜

砂丘団研の調査内容について確認することもな

く，また，自ら現地で調査・確認する乙ともせ

ず一方的に荒浜砂丘団研の成果を非とし，東電

の報告を是としたのです。さらに驚いたことに

原子力安全委員会は，この日のうちに，資源エ

ネルギー庁報告を妥当として了承したのです。

ここには客観的事実，科学的検討などとは無縁

の閣の由界を紡御させられます。

荒浜砂丘団研は東電の調査を確認し，その不

備を補う目的で 2009年 1月，東電の北2測線

上の柏崎平野側で2本のボーリング調査を，さ

らに 5月に 2本のボーリング調査を実施しまし

た。その結果，西元寺の丘陵東の縁で掘削した

②ボーリングで阿多烏浜テフラを同定しまし

た。至近距離にある東電の北 2①ボーリング

の同テフラに比して 24mの落差を有していま

す。乙の聞には断層の存在が想定されるのです

が， 2009年3月 18日の「新潟県原子力発電

所の安全管理に関する技術委員会j では， I今

回掘られたボーリングの位置は滑落崖で、すべっ

たところにある」という意見が出ましたが，他

の委員から「何本かのボーリングによる議論が

必要だ」という意見も出されました。
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柏崎平野下に分布する西山層の上限面高度は

120mに達するところもあり，海面低下期の

浸食谷地形では到底説明できない事象です。後

期更新世以降も沈降をつづける平野と隆起する

丘陵との境界部の実態解明が急がれます。

原子力規制委員会に申し入れ

2012年 8月 24日，第 21困地震・津波に

関する意見聴取会で東電に対し，荒浜砂丘団研

の断層論文に対する質疑がありました。東電は

その資料もあわせて今後説明すると回答しまし

たが， 1年以上も経た 2013年 12月 19日の「柏

崎刈羽発電所 6，7号機の地震等に係る新基準

適合性審査に関する事業者ヒアリング@J ~こよ

うやくその資料を提出しました。

2013年 11月28日原子力規制委員会は，第

52回原子力発電所の新基準適合牲に係る審査

会合で， I柏崎刈羽原発6，7号機の申請内容

に係る主要な論点J:¥i:示し，東需に対し断層の

詳細な調査を要請しました。

2013年9月27日，東電は柏崎刈羽原発 6，

7号機の再稼働の前提になる適合審査を原子力

規制委員会に申請しました。これを受け， 11

月 21日原子力規制委員会は本格的審査を開始

しました。

柏崎刈羽原発敷地内には重要構造物の直下に

23本もの活断層が存在します。さらにその近

傍には海域を含め多くの活断層の存在が明らか

になっています。当然原子力規制j委員会はこれ

らの活断層を科学的に検証して，結果を公表す

る義務を負っているわけでちしかし，かつて

の原子力安全・保安院や資源エネルギー庁は東

電の言い分を鵜呑みにし，荒浜砂丘団研の指摘

を無視した経緯があります。

上述のような状勢の下，私たちは原子力規制

委員会に同じ轍を踏ませないため，どうしたら

いいか考えました。荒浜砂丘団研は断層だけを

研究するという研究グループではありません。

そこで原発に関わる活断層問題に関心を持つ研

究者に呼びかけて柏崎刈羽原発活断層問題研究

会を立ち上げ，本会の名で原子力規制委員会に

要請書を提出することにしました。要請書の

内容は，多くの図面を添え，資源エネルギー庁

報告の問題点と荒浜砂丘団研の研究成果を整理

し，これらを客観的，科学的に検証することを

求める，というものです。

2014年 l月 15日原子力規制委員会と東電

に「要請書」を提出しました。さらに， 1月

17日新潟県庁で記者会見して要請書の内容を

公表するとともに，乙の問題についてマスコミ

の厳正なる報道を要請しました。

2014年 1月 22日、東電は「敷地近傍及び

敷地の追加調査計画案Jを提示しました。こ

の内容は前述した 11月 28日の「主要な論

点」に基づくものですが，活断層問題研究会の

1月 15日付「要請書Jの内容をかなり反映し

たものとなっています。さらに， 1月 24日第

72回原子力発電所の新規制基準適合性に係る

審査会合で，原子力規制庁は東電に対し 3つ

の伝達事項(敷地内断層，敷地周辺地質構造，

海上音波探査)を提示し，それぞれについて具

体的な指示を出しています。寺尾断層に関して

は要請書の要求を取り入れ， ~周密群列ボーリン

グとともに断層の活動性をトレンチ調査で直接

確認するよう求めています。

この追加調査計画案を現地確認するため，冒

頭の 2月 17、18日原子力規制委員会による

現地調査が実施され， 2月 28日東電の追加調

査開始となったわけです。

今後の推移にi主目

一連の流れを振り返ると，活断層問題研究会

による 1月 15日付「要請書Jは原子力規制委

員会に大きな影響を与えたもの思っています。

報道によると，追加調査のデータがそろうまで

に 3~6 ヶ月かかるといわれています。原子

力規制委員会と東電に対しては調査期限にとらわ

れず，徹底した調査と科学的検証を求めるととも

に，寺尾の断層トレンチには荒浜砂丘団研，柏崎

刈羽原発活断層問題研究会等，第三者研究機関の

現地調査を要望していきたいと考えています。

原発敷地を含む西山丘陵地域は厚い新第三系

が稽曲構造をなす新潟油田・ガス田の一部を

構成しており，水準点改測による変化も大き

く，大地の変動が今も継続しているところで

す。 2007年の新潟県中越沖地震では，柏崎メIJ
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柏崎刈羽原子力発電所
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今

;j皆

随、/
〆

同伺 酔 夕刊"'"";:，，~

2014年2月28日付東京電力発表資料「柏崎刈羽原子力発電所6，7号機の新規制基準適合性審査に係
る発電所敷地内および敷地近傍における地質・地質構造に関する追加調査開始について」より引用

羽原発は地震によって被災した世界初の原発と 科学的な解釈と怒意的な論理を展開して地すべ

なり，敷地の地盤も傾動しました。乙のような り説を結論づけたかつての原子力安全・保安院

地殻運動が活発な自然環境下にあっても頑なに や資源エネルギー庁の犯したような過ちを二度

「後期更新世以降の地殻運動は認められない」 と繰り返さないよう，原子力規制委員会と東電

と言いつづける東電が，今回の追加調査のデー には，衆目の監視を集めなければならないと思

タをどのように評価するかが注目されると ζろ います。柏崎刈羽原発 6，7号機の再稼働者E断

です。 念させ，廃炉を迫るための大きな山場の一つを

荒浜砂丘団研が記載した寺尾の活断層を，非 迎えているところです。
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東京電力株式会社

社長広瀬直己 様

2014年 4月 11日

原発からいのわとふるさとを守る県民の会

共同代表和田光弘

連絡先 新潟市中央区新光町6-2

TEL025-281・8100 FAX025-281-8101 

(公印省略)

柏崎刈羽原発適合性審査申請撤回の申し入れ

貴宇土は柏崎刈羽原発 6・7号機においてフィルタベント装置の設置を進めているが、仮に、

その装置でセシウムの低減ができたとしても、クリプトン、キセノンなどの希ガス、気体

化した有機ヨウ素が大量に放出される。 6号機の安全審査時のソースタームによれば、そ

の量は希ガスで 4，800万テラベクレノレを超え、ヨウ素に関しでも 700万テラベクレノレに及

ぶ。
更に、福島原発事故がそうであったように、過酷事故時において格納容器が過温破損し、

セシウムなど粒子状の放射性物質が放出する可能性も否定できない。私たちは県民に被ば

くを強要するフィルタベント設置を断じて認めることはできない。

中越沖地震によって真殿坂断層を境に西側の丘陵部が陵起し、東側l平野部が沈降したこ

とが国土地理院などの測量結果によって明らかになった。この事実は、柏崎刈羽地域の地

殻構造運動が続いていることを示している。地震による真殿坂断層の変位と上盤に相当す

る原子炉直下の断層の「ずれJは、 「耐震重要施設は変位が生ずるおそれがない地盤に設

けなければならないJという規制基準を逸脱していることは明白である。原発立地そのも

のが誤りなのであり、柏崎メIJ羽原発は廃炉にすべきである。

今なお、福島原発事故被害者の救済は途上にある。放射性物質の放出が続き汚染水の遮

蔽すらできていない現状で、なぜ柏崎メIj羽原発の適合性審査申請ができるのか。被害者の

救済や汚染水対策に全力を尽くすことが事故当事者としての最低限の責務ではないのか。

この意味からしでも、適合性審査申請は公益事業者左しての倫理観が著しく欠如している

と言わざるを得ない。安全より経営を優先する!日態然とした姿勢を取り続ける限り、社会

的な信頼は回復できず、電力事業者としての未来はないであろう。適合性審査申請の撤回

を再度、強く要求する。

記

1. 柏崎)(IJ羽原発 6・7号機の原子力規制委員会への適合性審査申請を撤回すること

2.柏崎刈羽原発は廃炉にすること

3. 福島原発事故被害者の救済及び福島第一原発の汚染水処理・廃炉作業に全力を傾注す

ること
以上



被ばくなしで避難はできない(1 )ベントと避難の整合性は?

金子貞男(原発からいのちとふるさとを守る県民の会)

燃料被覆管の損傷割合を「炉心損傷害リ合」と

いう。ベント時は、格納容器や圧力抑制室内の

CAMS (格納容器雰囲気モニター)のガンマ線

量から炉心損傷割合を算出し、希ガスや放射性

ヨウ素の放出量をはじき出す。福島原発事故で

東京電力は、自前の放射能拡散シュミレーシヨ

ンを持ち、自分たちの避難に役立てていた。し

かし、予測は住民に提供されることはなかった。

ベントの運用を見てみよう。 3月 13日7時、

福島第一原発3号機は、激しく水位が低下し始

めた。炉心損傷の懸念を抱いた保安班は、格納

容器が限界圧を超えることを想定して、ベント

持の放射能拡散挙動を推計している。「希ガス

については 2%、ょう素は 1%の放出があると

評価しています。現在、南南西の嵐なので海側

に拡散して行きます。で、陸側の最大ポイント

は1.05kmで敷地内 13ミリシーベルト。 まあ

少し陸側に来ても、 3km位のところに 16ミリ

シーベルトのピークが来ます。同じようにょう

素も計算してみると線量が陸側で 73ミリシー

ベルト、海側で 93ミリシーベルトという評価

結果になりますJ(東電テレビ会議 49時間の

記録)。

この推計から柏崎刈羽6号機のベントの意味

が見えてくるだろう。刈羽村説明会で東電は住

民を前に、「フィルタによって希ガスは除去で

きず、ベント時に希ガス等が通り過ぎ、るあいだ

の一次的避難は必要」と公然と語った。「被ぱ

くが避けられないので逃げてください」とは一

休、誰が言えるのだろうか。規制j委とのヒアリ

ングで「一般公衆の被ばくなできる限り低減す

ることについて、新規制基準に記載されていな

い」と述べる東電に、事故当事者としてあるべ

き最低限の倫理感さえ感じることはできない。

新潟県技術委員会では「ベントと避難の整合

性」の検証が始まった。今後、新潟県は「フィ

ルタベント設備の性能と過酷事故の想定シナリ

オ」に沿って放射性物質拡散シミュレーション

を行う。

放出源の放射性物質量はどれくらいか。柏崎

刈羽6号機のクリプトンやキセノンなどの希ガ

スと放射性ヨウ素のソースターム(放出源情報)

があるので紹介しよう。仮想、事故では、水蒸気

とともに 4，800万兆ベクレルの希ガスと 700

万兆ベクレルのヨウ素が格納容器内に放出さ

れる。この量は、燃料棒の破損を仮定している

といってよい。乙の内 0.035%を排気筒から放

出すると想定した敷地境界での全身被ばくは、

0.83ミリシーベルト。中越沖地震では 7号機

から約 3.12億ベクレルのヨウ素が放出された

が、ベントによる環境への放出量は天文学的な

数字となる。

県の過酷事故シナリオによれば、給水喪失

による事故発生から 1時間後に炉心損傷が始

まり、炉心溶融が進行して8時間後に圧力容器

が破損、溶けた燃料は格納容器に全量沼下し、

18時間後に格納容器が限界圧力(約 6気圧)

まで高まりフィルタベント実施一ーということ

になる。 1E!し、東電シナリオでは、配管から蒸

気が噴出するので時闘が早まり、 24分で炉心

が損傷する。

これは福島原発事故を検証したものなのか。

l号機は 3月 11日18時頃に炉心損傷が始ま

り、 20時には核燃料が溶け出す 2，800
0Cに達

した。さらに、格納容器の温度は 500"C以 t

となり、上蓋のガスケットや電線管貫通部の

シール音防、ら水素や蒸気が漏れ、水素爆発を起

こした。県が想定する圧力容器破損のケースで

は、原子炉建屋へ放射性物質が漏れ出ているは

ずである。

何より、炉心が損傷する前に避難できなけれ

ば、避難計画は空論に過ぎ、ない。全面緊急事態

では、数時間以内に避難しなければならないは

ずだ。最短 24分で即時避難区域の 21，000人

の住民が避難することなどとうてい不可能であ

ろう。被ばくせずして避難はできない。「避難

との整合性Jなど不可能である。
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被ばくなしで避難はできない (2)避難計画の非現実性

矢部忠夫(柏崎刈羽元発反対地元三団体共同代表)

政府は「原子力規制委員会が進めている安

全審査(適合審査)には、原発から 30km圏

内の自治体が定める原子力紡災計画は含まれな

い」と答弁している。その一方で安倍首相は「世

界最高の新規制基準で安全性が確保された原発

の再稼働は急ぐ」としている。

柏崎市も新潟県の原子力防災計画、避難計画

も現在事実上無いに等しい。というのも原子力

規制委員会が 2012年 10月改訂した「原子力

災害対策指針J(その後3回改訂)は、指針と

言いながら「検討中JI今後改訂JI当面」の記

載が多く、また県から国への再三の質問にも回

答がないため保留状態にせざるを得ないためだ。

柏崎市も刈羽村も全域が「重点的に防災対策

を進める区域」に入る。「郎時避難区域J(PAZ: 
原発から 5km圏内)には、柏崎市 6，000世帯、

人口約 17，000人、刈羽村全域1，600世帯、人

口約 4，800人、計約 22，000人が居住している。

また、「避難準備区域J(UPZ: 5 ~ 30km圏内)

は、柏崎市 28，000世帯、 73，000人を含む 7

市 I町の約 445，000人が居り、乙の中には在

宅要援護者が柏崎市のみでも、 PAZに536人、

UPZに2，250人、計 2，800人が含まれる。

東電の過酷事故シナリオは①大口径破断で

SBO発生、注水不可の場合0.4時間で炉心損傷、

25時間でフィルタベント実施、②給水機能喪

失で 1時間後に炉心損傷開始、 6.9時間で圧力

容器破損、である。また県の例示す別のシナリ

オは、「給水機能喪失で炉心冷却不能、 1時間

後に炉心損傷開始、 8時間後に溶融燃料が格納

容器に落下、 18a寺間後にフィルタベント実施」

というものである。なお、知事はフクシマの実

態から「冷却材喪失で2時間以内にメルトダウ

ンし、フィルタベントを通さず放射性物質が出

るケースも考えるべきJと述べている。

新規制基準では「セシウム 137の放出量は

l基当たり 100テラベクレルを下回ることを

確認する」であり他の核種の規制はない。原

子炉立地指針に基づく立地評価が削除されたた

め、 7基ある柏崎刈羽原発は7倍の 700テラベ

クレルのセシウムは受忍せよということである。

フィルタベントでは希ガスは 100%放出、ヨ

ウ素も取り切れず、東電はセシウムも 11100

は放出するとしている。東電広瀬社長は、昨年

9月 25日の知事との懇談で「フィルタベント

使用時、敷地境界で数 100mSvの被ばくが生

じる」と発言している。「福島第一 l号機ベン

ト時の実態から柏崎刈羽 6号機を試算すると、

30日閣の積算線量が 2，348mSvJとの報告も

ある。(滝谷紘一氏:元原子力安全委員会技術

参与)

新潟県は、昨年3月原発防災対策、避難計

画策定の課題抽出として原子力防災訓練を実

施した。地震との複合災害を想定したが、避難

はPAZ区域のみ、柏崎市では対象人口の l目4%

(239人)のみの参加で7か所の一時集合場所

からバス 7台で 100km先の3市町ヘ移動した。

要援護者の参加はなく、フクシマ以前の訓練と

さほど変わらない訓練であった。

新潟県は2月「広域避難の行動指針」を発表

したが、避難先の市町村を示したのみで、避難

方法、要員確保、ヨウ素剤問題など 30~超す

項目を課題として掲げている。また 3月末まで

に放射性物質の拡散シミュレーションを実施す

るとしているが、日中、夜間、冬期間など季節

ごとなどケースごとの避難計画の策定は必須だ。

なお、柏崎市の避難計画には、ほとんどが要

援護者の医療機関(1，250人)高齢者福祉施設

(1，850人)入居者の対応は含まれていない。

フクシマの関連死が 1，630人に及んでいるこ

と等々を考えると、被ばくせずして避難するこ

となど“絶対"できず、「避難計画」ならぬ「被

ばく計画」となることははっきりしている。仮

に避難できたとしても帰還できない実態がフク

シマである。原発は廃炉しか選択肢はない。

しかし、現地には現在使用済み核燃料を含め保

管核燃料が約 19，000体 (3，280t)もあるこ

とには留意が必要である。
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これで原発の安全性は確保されているのか

一新規制基準と適合性審査の問題点←

井野博満(柏崎刈羽の閉鎖を訴える科学者・技術者の会代表)

原子力規制委員会が定めた「新規制基準」が

はなはだ不備なものであることは、次の根本的

な問題に答えていないことから分かる。

1.原発立地の審査を放棄してしまったこと

ーこれは、住民を被曝させてはならないと

いう原発立地の大原則が無くなってしまっ

たことを意味する

2. 想定する地震動の大きさを決める基準

地震動の考え方が従来のままであること

3. 原発を設計する際の基本である「設計

基準Jを見直さずに、付け焼刃的に「過酷

事故対策」を上乗せしたことーベントフィ

ルタもその一つ

昨年 (2013年)7月から始まった各原発で

の「規制基準適合性審査Jの過程で、この規制

基準の問題点がさらに明らかになってきた。適

合性審査は、規制基準ができてすぐに申請され

た加圧水型軽水炉 (PWR)から始まった。以

下の審査事例は、過酷事故への対策がいかに困

難かを示している。

規制委員会は、「大破断LOCAと全交流電源

喪失の同時発生」という事故シナリオへの対応

を原発ごとに要求しているが、玄海 3・4号機

や伊方 3号機などにおいて、次の間題点が明

らかになった。

( 1 ) 炉心溶融を防ぐととはできない。しかも、

事故発生後わずか 19分ないし 22分で炉心が

溶融し、約1.4時間後には原子炉圧力容器が破

損する。

(2) 炉心溶融後の格納容器の破損を防ぐこと

はできない。その理由は、想定された事故シナ

リオには次のようなさまざまな不確実さがある

からである。

①コア・コンクリート反応(溶融炉心・コン

クリート相互作用)を防げるとは言えない。

一溶融炉心が格納容器内に落下し始める時点で

は格納容器に水張りがされ、コア・コンリート

反応は防げるとしている。しかし、シナリオど

おり運転員が水張りをできる保証はない。

②水蒸気爆発を防げるとは言えない。 コン

ビュータ解析で、は、沼下した溶融炉心と格納容

器内の水が反応して水蒸気爆発を起こすζ とは

ないとされるが、この MAAPというプログラ

ムは急激な現象には追従できず、信頼できない。

③水素爆発を防げるとは言えない。 燃料

破損の際発生する水素の格納容器内の濃度は、

コンピュータ解析では 10%ないし 12.8%と

なっているが、これは、格納容器内の酸素 (PWR

では BWRと違って窒素封入されていなしウと

反応して水素爆発(爆轟)を起乙す基準値 13%

ぎりぎりである。解析結果に含まれる不確かさ

を考慮すれば安全だ、とはとても言えない。

この事例でわかることは、古い設計のままの

原発はそのままにして、過酷事故対策を付け加

えても、安全にはほど遠いということである。

新規制基準はその矛盾を露呈した。そのような

原発は廃炉』こするしかない。

防災計画との整合性も無きに等しい。住民の

避難は、炉心溶融の予兆があったときから準備

を開始するとなっているが、 (PWRでは)炉心

溶融が 19分ないし 22分で起乙り、原子炉容

器の破損が約1.4時間後に起こるというのであ

れば、被ぱくを避ける対策を各自治体や住民は

取る乙とができるのだろうか?

過酷事故対策は、住民の被ばくを避けるとい

う意味において、本来、防災計画とセットで議

論せねばならないはずである。だが、規制委員

会の審査は両者を切り離して議論している。新

潟県の泉田裕彦知事が、フィルターベントのタ

イミングについて、防災計画との関連を念頭に、

東京電力に対して事前協議することを求めたの

は当然のことであった。東京電力は、やむを

得ず立地自治体との協議で決めることを受け入
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と防災計画(第 5層の対策)を切り離して別々

に議論すればよいという従来からの原子力関係

者の考えの方が非現実的なのは明らかだろう。

れ、設置変更許可申請書にその旨そ記載したが、

規制委員会はそのような東京電力の適合性審査

申請は受け入れられないと突っぱねた[新規制

基準適合性審査会合(第 50回)議事録 (2013

年 11月 21日)1。だが、どちらの主張が正し

いか?過酷事故対策(いわゆる第4層の対策)

⑫くわしい内容は、井野博満-1竜谷紘一『科学』

2014年 3月号、 pp333-345をど覧ください

I 11福島を志れ悲い l止めよう柏崎刈羽E震発再糠働!dI I 

l 事を結び、力を合わせて柏崎メU~3原藷の再穣働をF血士しよう I 

柏崎メIJ羽原発運転差止め訴訟原告・弁護団、市民の会から、首都圏との連帯集会を呼び掛けたい。柏

崎刈羽原発の再稼働~~血土するためには何が必要か、多くの方と認識を共有したいと思う。

私たちが日戸広原子力安全対策課との交渉て安全協定に基づく事前了解の必要性を概己して以来、フ

ィルタベント装置広設置を焦点に知事と東京電力のあいだで再稼働の主導権争いが続いてきたが、「住

民の被ぱくが許容できないと明らかになった場合は G壷合申請の)承認は無効になる」と事実上、東電

の敗北に終わった。

技術委員会では「ベントと避難計画と¢整合性Jの議論が続いており、 3月中にf蝕抗生物質拡散シミ

ュレーションを行うことになる。 6号機の希ガスのソースタームは4，800万兆ベクレルを超えており、有機

ヨウ素はフィルタで除去できない。炉，i)i容融時のベントが「許容できない」ものであることは明白である。

一方、適合性審査で断層調査カ河台まった。原子炉直下の航層、真脚反断層、寺尾断層の活動性カ審議

の焦点となっており、国・東電と積年の断層・地盤論争を続けてきた反対運動にとっても天王山を迎え

ることになる。裁判闘争は今後、断層の活動生について¢論証を本格的に行う。真脚反断層や寺尾断層

についての県内研究者の調査は、「摺曲運動は、阿多烏浜テフラ (24万年前の火山灰)降下以降の活動はない」

とする東電の評価を覆す有力な論拠となるに違いない。手を結び、力を合わせて京電を追い詰めよう。

日時:2014 年4月 12 日(土 )14 時~ 17時 (13時30分開場)

場所:日比谷図書館コンペンションホール(日比谷公園)

内容:①柏崎刈羽原発を巡る今日の状況 ②原告・弁護団の訴え @裁判支援要請

④首都箇住民の決意⑤東電本社前までのデモ(予定)

主催:柏崎刈羽原発運転差止め訴訟原告・弁護団、柏崎刈羽原発運転差止め市民の会

連絡先:新潟市中央区白山浦 1-238-6 TEL/FAX 025-383-6335 

l柏崎刈朝原藷運転蓋止め訴訟に建畠を l

すでに 6回を数えた公判は、冒頭で、福島から避難してきて原告になっている人たちが意見陳

述そしています。深く心を打たれます。原告側は、福島で起きたことは新潟でも起こりうると考

えています。事故の主因は地震ではなく津波だというなら反論をせよ、と東電に迫り、すでに 19

通の準備書面を提出しました。東京電力は 3通のみ、だんまりを決め込んでいるのです。議論が

噛み合わないことが多いのですが、被告は安困層の評価を都合のよいように変えたり、 l号機の

爆発は 5階で起きたという主張もヲiっ込めました。

iSTOP再稼動! 柏崎刈羽原発差止め訴訟ニュースJが「東電・柏崎刈羽原発運転差止め市民

の会」から発行されています。年間で l人千円です。是非、会員になってください。次回公判は

3月27日、午後3時から、新潟地裁で。
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