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【特集】「徹底討論　原子力規制委員会の柏崎刈羽原発　適合性審査は妥当か」
6月23日（土）、新潟県長岡市のサンライフ長岡において、柏崎刈羽原発の閉鎖を訴

える科学者・技術者の会、もちかい事故調、いのちとふるさとを守る新潟県民の会の3

団体共催で、公開勉強会「徹底討論　原子力規制委員会の柏崎刈羽原発　適合性審査は

妥当か」が行われました。参加者は、主催者を含め約70名で、活発な意見交換が行わ

れました。以下、勉強会前半での4名の方からの問題提起と、後半の意見交換の概要を

レポートします。なお、当日の配布資料等は、原子力資料晴報室のウェブサイトからダ

ウンロードできます（http：／／www．cnicjp／8084）。

規制委員会の適合性審査内容への疑問“学習交流会から－

いのち・原発を考える新潟女性の会　　桑原三恵

2009年から新潟

市で学習交流会を続

けている「いのち・

原発を考える新潟女

性の会」は、メンバー

6人が89－70歳

という“高齢者原発

反対団体”である。

もちろん、技術者で

も科学者でもない。

100％素人で、恥をかくのは気にならず、“あ

きらめない’’はまかせてちょうだい、という会

である。

2013年9月、泉田知事（当時）がフィルタ

ベントを巡る東電の安全協定違反への抗議の矛

をおさめて東電の柏崎刈羽原発6・7号機の規

制基準適合審査申請を容認し、審査がスタート

した同年11月以降、私たちは規制委員会のホー

ムページにアップされる議事録と資料をたより

に審査会合を追った。議論の内容を理解するに

は遠く及ばないが、議事録を繰り返し読んでい

くと、これは変じゃないかが見えてくる。その

ようにして把握した問題をテーマに、時に外部

講師をお願いしながら学習交流会を開催し、新

規制基準は既存原発を生き残らせる範囲のもの

でしかなく、東電に振り回される審査は決して

6・7号機の安全性を確認するものではないこ

とを参加者と共有してきた。（学習交流会開催

状況の詳細は、上記の原子力資料情報室サイト
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の「公開勉強会レジュメ」のリンクに掲載）

公開勉強会では、6・7号機の地盤の安定性

審査に関する4つの問題点を、資料をもとに提

起した。以下、内容の概略を報告する。

1．中越沖地震による液状化の影響等の知見は、

新規制基準にもりこまれたのか

2007年7月、柏崎刈羽原発は直近で発生し

た中越沖地震によってサイトの各所に液状化が

発生した。東電は、保安院の「耐震・構造設

計小委員会　地震・津波、地質・地盤合同WG

第3回会合（2007年）」に「新潟県中越沖地

震における敷地内の亀裂・噴砂位置」を、「同

第4回会合（2008年）」に「新潟県中越沖地

震における敷地内地盤鉛直変動図」を提出して

いる。この2種類の図を東電は地盤の安定性

審査の最終会合（2017年1月24日）に提出

した。石渡委員の要請を受けてのことだった。

図を見た石渡委員は「中越沖地震時の液状化の、

噴砂・亀裂などの分布データは初めて見た」と

言っている。この発言からすると、図は新規制

基準策定時の参考資料には在っていないと思わ

れる。6・7号機の液状化評価の審査でも、図

に現れている貴重なデータは活かされなかっ

た。石渡委員は、噴砂が海側だけでなく山側で

も発生している状況について「なぜかという感

じがしないでもをいのでしばらく検討したい」

と言ったが、その後何の報告もなく、審査は終

了した。
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東電が保安院に図を提出した当時、「新潟県

技術委員会　地震、地質・地盤小委員会」（以

下、地震小委）も中越沖地震の影響について検

証を進めていたが、東電はそこには図を提出し

なかった。提出しないのだから報告もない、報

告がないから、地震小委では液状化の検討をし

ていない。サイト内の亀裂や道路損壊の映像が

報道されていたから、委員から東電に液状化の

報告を求めることはできたと思うが、地震小委

の議事録には見当たらない。ただ1回だけ、6・

7号機再稼働後の2010年2月22日の地震小

委で衣笠委員が「1号機汀線直交断面要素ごと

の安全係数の評価結果では表層部が白抜きに

なっている。埋め戻し土等であろうが、この上

に乗っている施設の安全性について検討したの

か」と訊いている。東電は「白抜きになってい

るところは、埋め戻し土と新規砂層で、解析で

は強度はゼロと判断、地震動を入れれば破壊し

て、ずぶずぶな状態」と、原子炉建屋周辺の地

盤が液状化することを認めた。見逃せないのは、

東電が「局所安全係数分布を書けば全部真っ赤

になる（引張破壊）」箇所を白抜きにしてごま

かしたことである。東電は対応に落ちはない（解

析では自重や剛性、慣性力等を考えている、支

持地盤の改良、杭支持に直す等、必要に応じて

強化している）と弁明し、質疑は終わり、液状

化も評価結果変改も素通りとなった。中越沖地

震後、早期再稼働をめざす東電は、液状化土壌

という、サイトが有する宿命的な問題を報告対

象外にした。地震小委と私たち県民は東電の手

に乗せられたのではないか。休止状態になって

いる地震小委を再開し、中越沖地震時の液状化

について東電に報告を求め、液状化と原発の安

全性の問題を検討しなければならない。

2．原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、

なぜ基準値ではなく目安侶となっているのか

基礎地盤の安定性を評価する「すべり」と「支

持力」では基準値がある一方、「基礎底面の傾

斜」では「動的解析結果を基本設計段階の目安

値1／2000と比較する」となっている。をぜ基

準値がなく、「目安値」なのか。原子炉の耐震

性に関わる重要な評価がなぜ「基本設計段階で

は目安値と比較する」と軽くなるのか。審査書

案へのパブコメで質問したが、回答は「今回は

基本設計段階における評価であり、機器等の安

全機能については、詳細設計段階（工事計画認

可段階）で詳細な評価を行うためである」と、

基準値がない理由を明らかにしていない。

評価結果をみると、6・7号機原子炉建屋基

礎底面の最大傾斜がSs－1とSs－8で目安値を超

えている。1／2000が基準値であれば、6・7

号機原子炉建屋は基準地震動で機能を喪失する

可能性があり、不適合となる。この結果は新規

制基準策定時にすでに分かっていたのではない

かと思い、中越沖地震に関して同様の評価があ

るかを地震小委の資料で調べてみた。すると、

第20回地震小委（2009年7月24日）の資

料「柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機基

準地震動Ssに対する耐震安全性の評価に係る

報告書」（2009年6月保安院）に「敷地周辺

の活断層の活動に伴う地盤変動による建屋の傾

斜」として1－7号機の原子炉建屋・タービ

ン建屋、6・7号機コントロール建屋の評価結

果が載っていた。地震動想定が異なっているた

め、単純に比較はできないが、5号機タービン

建屋、6・7号機原子炉建屋が想定地震動の一

部で目安値を超え、6・7号機コントロール建

屋では、想定地震動全てで目安値を大きく超え

ている。この評価結果が新規制基準策定時に重

要参考資料となり、6・7号機原子炉建屋不適

合を避けるために「一般建築物では1／2000－

1／1000が使用限界状態（構造的な障害が発生

する限度）となる目安」を利用したのではない

か。

規制庁は技術委員会（5月18日）で「目安

値を上回っているからだめ、ということではな

い」、翌19日の住民説明会（柏崎市）では「び

た一文、超えてはいけないものでもない」と目

安値超を弁明したが、なぜ基準値がないかにつ

いては一切語らなかった。新規制基準に「目安

値」は他にあるかを問うと「設備関係も含めて

他にはない」と答えた。であれば、なぜこれだ

けが目安値かを説明する必要がある。6・7号

機コントロール建屋の評価も含めて、技術委員

会で納得できる説明を求めてもらいたい。
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3．基本設計段階審査において、フィルタベント

装置基礎杭の液状化評価はなぜ外されたのか

東電が最初に示した液状化評価方針（2016

年3月4日）では、重大事故等対処施設の評

価対象に格納容器圧力逃がし装置基礎も含ま

れ、評価結果は「杭基礎により岩盤（西山層）

に支持され、液状化や揺すり込み沈下等を起因

とする施設間の不等沈下等は生じない」とされ

ていた。4カ月後の7月12日に、東電は抽出

対象を広げた新たな評価方針（洪積層＜古安田

層＞と20m以深も抽出対象とする）を示した。

この方針で、格納容器圧力逃がし装置基礎は消

え、重大事故等対処施設の評価対象は常設代替

交流電源設備基礎のみとなった。方針が変わっ

た段階で評価対象から外したことについては、

理由を示す必要があると思うが、説明も質疑も

なかった。

ところが、2017年1月24日に東電が示し

た最終的な液状化評価方針では、格納容器圧力

逃がし装置が評価対象に復活した。東電は「格

納容器圧力逃がし装置基礎については、記載が

漏れていたので、今回、追加した」と言ったが、

3月4日に示した4つの評価対象から1つを

あげた7月12日段階で記載漏れはあり得ない。

格納容器圧力逃がし装置は新規制基準の‘‘看

板’’であり、審査がくりかえされていた状況か

らすれば、記載漏れは事前に修復できるはずで

あり、それもできなかったというなら、東電社

員の‘‘うっかり虔’’は甚だしく、原発の運転は

とうていまかせられない。仮に東電が‘‘うっか

り’’しても、審査会合には相当数の審査官が出

席しているのだから、審査官から指摘があって

しかるべきだが、審査官も東電にならってうっ

かりしていたというのであろうか。

1月24日の審査会合では、設置許可段階の

構造物評価の見通しについて、4つの杭基礎構

造物から、「杭長が一番長く（格納容器圧力逃

がし装置基礎と常設代替交流電源設備基礎が該

当）、鉄筋コンクリートの地中部の側面高さが
一番高いもの（常設代替交流電源設備基礎が該

当）が、液状化の影響を一番受けやすい」とし

て常設代替交流電源設備基礎を評価対象に選定

した。この選定理由に説得力はない。設置地層
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も全く同様であれば東電が示した理由は有効だ

が、2つは隣接ではなく、設置地層の詳細は

示されていない。液状化で杭基礎が損傷する

可能性は、荒浜側防潮堤の液状化評価で2016

年10月には明らかになっていた。東電は中越

沖地震時の状況から、格納容器圧力逃がし装置

基礎の地盤が液状化する可能性があり、基準地

震動による液状化影響評価では杭損傷の結果が

出る可能性があることをふまえて、格納容器圧

力逃がし装置基礎を構造物評価対象にしない算

段をしていたのではないか。7月16日の評価

方針では評価対象から外し、常設代替交流電源

設備基礎を選定する‘‘お膳立て’’を整えて1月

24日、格納容器圧力逃がし装置基礎を再登場

させたのではないか。

審査書決定（2017年12月27日）後、2カ

月足らずで、東電は「液状化について工事が難

航、一番の問題は6・7号機のフィルタベント

界隈の土壌改良」と、格納容器圧力逃がし装置

基礎杭が液状化で損傷する可能性を認めた。基

準地震動で機能を喪失する可能性がありなが

ら、基本設計段階合格としたことへの住民の批

判に、規制委員会は、「基礎杭は固い地盤（西

山層）に支持されている。上部地盤の液状化に

対しては必要な対策をする方針であることか

ら、適合と判断した」と説明した。支持地盤と

は、基礎杭の先が届いている地層で、そこが液

状化しなければ適合だというのである。

西山層までの地盤が液状化し、格納容器圧力

逃がし装置が機能を喪失すれば、西山層という
‘‘支持地盤’’は意味を失う。支持地盤とは設備

を支える地盤であり、杭が設備を支えるならば

杭が通っている地盤全体が支持地盤ではないの

か。杭の先が届いている地盤だけが支持地盤と

いうのは、基準地震動で機能を喪失させる液状

化地盤を許容するための‘‘苦肉の策’’、つまり

へ理屈ではないか。

東電が言う‘‘必要な対策’’とは何か？’’対策
‘‘は可能なのかっそれらを詳細設計段階審査に

先送りして、東電が「対策する方針である」こ

とを根拠に合格とした規制委員会の適合性審査

は羽のように軽い。
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4．地盤に関する規制基準を強化する必要がある

格納容器圧力逃がし装置基礎杭が液状化で損

傷する可能性を認めてから2カ月後の4月12

日、東電は、6・7号機屋外設備で液状化対策

を含む耐震強化工事を必要とするものが10カ

所あることを発表した。［①6・7号機取水路

②ガスタービン発電機　③6・7号機フィルタ

ベント　④6・7号機燃料移送系配管ダクト

⑤6・7号機軽油タンク基礎　⑥6・7号機海

水貯留堰護岸接続部　⑦5・6・7号機アクセ

ス道路の補強　⑧6・7号機大物搬入口　⑨6・

7号機共用サービス建屋　⑲5号機緊急時対策

所非常用電源］

大物搬入口は液状化で損壊する可能性がある

ため建て替えが必要等、液状化影響の深刻な実

態が一層明らかになり、基本設計段階合格が決

して安全を意味するものではないことを立証し

たようなものである。2012年7月に国交省北

陸地方整備局が発表した「新潟県内液状化しや

すさマップ」によれば柏崎刈羽原発サイトは危

険度0－4のうちの3と高い。取水路が対策対

象であれば放水路はどうなのか。荒浜側の外部

電源500kVの開閉所から大湊側に送電する電

気洞道、海側にある海水熱交換器建屋や廃棄物

処理建屋に影響はないのか。液状化と6・7号

機の安全性に関わる徹底的な検討を東電に求め

なければならない。

問題提起後、参加者による総合討論があった。

論点の一つは、技術委員会が2012年から取り

組んでいる福島原発事故検証が終わっていをい

段階で適合性審査の検証に入ってよいのか、で

あった。新潟県としては、柏崎刈羽原発の安全

確保には福島原発事故の検証・総括が不可欠、

との認識に基づいており、これは泉田県政の原

発政策の基本だった。2016年秋にスタートし

た米山県政は、技術委員会の検証に健康と生活

への影響と原子力災害時の避難方法を加えた3

つの検証の枠組みを整え、昨年秋から検証が始

まっている。今年6月に就任した花角知事は3

つの検証を継承すると約束している。技術委員

会の検証は、福島原発事故の原因と柏崎刈羽原

発の安全性の2本立てとなり、柏崎刈羽原発

の安全性については、検証を進めていたフィル

タベント設備に加えて、適合性審査の検証に取

り組むと整理されている。今後は、福島原発事

故原因の検証の議論とフィルタベント設備、適

合性審査検証の議論を相互に行き交わせなが

ら、柏崎刈羽原発の安全性を確認する作業に取

り組むことが技術委員会の仕事となる。

討論の中で、液状化については、立石雅昭さ

んが「柏崎刈羽原発には福島よりも4－5倍

の地下水が流れ込み、地下水位が異常に高いの

で、地震動が起こるとサイト全体で液状化が発

生する」と地下水問題と液状化の関係を指摘し

た。湯浅欽史さんは杭基礎について「昔から対

策として有効で、普通の住宅等では杭基礎が一

番安上がりだと思う。地盤改良は非常に大変

だ。ただ原発でということになると、エンジニ

アは二の足を踏むかもしれない」と語った。土

木学会・建設技術研究委員会建設技術体系化

小委員会が発表した「液状化対策工法の分類と

工法概要（原理別分類表と地盤改良工法の選定

表）＜2012年4月＞」によれば、杭基礎は

「液状化被害の軽減」策であり「液状化の発生

は許すが構造的に対応」することが原理となっ

ている。東電が格納容器圧力逃がし装置を杭基

礎にしたのは液状化を想定してのことであった

のだ。

田中三彦さんは、規制委員会に基本設計と詳

細設計の定義を明らかにさせる必要があると指

摘し「ガイドラインを満たしていることを証明

していくのが基本設計だ。規制委員会が目安な

どという“いい加減さ’’を含めているならば、

最悪だ。設計の基本は悪いほうに行かないよう

にすることが基本だ。ぐんぐん攻めて行きたい

と思う」と語った。後藤政志さんは「傾斜で問

題になるのはタービンの軸受けだ。プラント側

は議論しているのか。土木のほうの基本設計を

言っているだけで、プラントの議論とかみあっ

ていないと思う」と指摘した。目安について

「2000分の1は目安ではなくて建築基準法で

は基準となっているのではをいかと思う」との

指摘もあった。

西山層については、大野隆一郎さんから「西

山層は全て鮮新統ではなく、一部は更新続、洪
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積世の地層に相当する部分もかなりある。西山

層を基礎地盤として良いかは、おおいに疑問だ。

杭が西山層のどの部分に入っているかを詳細に

検討すべきだろう」との意見があった。

審査の問題への対応について、国会で追及さ

せる、県議連を通じて知事に迫る等の意見が

あった。最年少参加者だった長岡高専の学生は

「この会に参加するまで何も知らなかった。今

目の内容を広く広めることが会の活動にも大切

なのではないか」と語った。6・7号機の審査

を巡る問題を多くの人に知ってもらうことが新

潟県の新たな未来を切り開く原動力となる。勉

強を、社会を動かす力につないでいかねばならない。

予定数を超える参加者の皆さんに、新たな視

点と多くの課題を教えていただいた。意義ある

勉強会に感謝する。

6号機・7号機格納容器、ベントフィルター装置の問題点

NPO法人APAST理事長　後藤政志

1．柏崎刈羽6・7号機の位置づけと格

納容器
柏崎刈羽原発6・7号機は、事故を起こした

福島第一原発と同じ沸騰水型（BWR）原発で

あり、中でもマークI（福島第一、浜岡、女川等）、

マークⅡ（福島第二、柏崎刈羽、東海第二等）

に続いて日本（GE含む）で開発された改良型

BWR（ABWR）という最新鋭のBWR型原発で

ある。

原子炉格納容器（以下格納容器という）とは、

原子炉や再循環ポンプ等の機器、配管、ダクト、

ケーブル等を覆う鋼鉄製または鉄筋コンクリー

ト製の大きな容器（柏崎刈羽6・7号は後者）で、

事故が発生した時に、放射性物質を閉じ込める

ための安全装置である。原子炉は開発の初期に

は格納容器はなかったが、都市近郊に設置する

ため、格納容器を設置することにした。日本の

原子炉は、加圧水型（PWRという）は直径約

45m、高さ約70mといった大型のドライ型格

納容器であるが、BWRは、圧力抑制プール（S／

Pという）を備え、配管破断等の事故の時に、

流出した蒸気をS／Pの中で冷やして水にもど

すことで、格納容器内の圧力が上がらないよう

に設計されている。したがってPWRに比べて

格納容器の大きさがはるかに小さい。ところで、

格納容器の一番の特徴は「安全弁がなかったこ

と」（1990年台前半まで）である。通常、水

を沸かして動力を作るボイラーのような圧力容

器は、誤って圧力が上がり過ぎた時に蒸気を外

6

に逃がす「安全弁」

がいくつも付いてい

る。しかし、原子炉

格納容器には安全弁

がをかった。をぜな

ら、放射性物質を閉

じ込めることが使命

であるから、事故が

あっても格納容器は

耐えねばならないからである。

2．シビアアクシデント対策としての「格

納容器ベント」
こうした背景の下1992年に、それまでは発

生しないとされていたシビアアクシデントが日

本でも起こり得るということを原子力安全委貴

会（共通問題懇談会が起草）が認め、多重故障（複

数の機器・配管等が同時に故障）により炉心溶

融を起こすと、格納容器の設計圧力、設計温度

超える可能性があること、また、そのような場

合には、格納容器から圧力を逃がす「格納容器
ベント」等を電力事業者に自主的に設置するよ

う求めた。世界の趨勢は、シビアアクシデント

対策の重要性が強調されていたが、日本は原発

の装置の信頼性は高く、工学的にはシビアアク

シデントはほとんど起こらないと位置づけ、シ

ビアアクシデント対策を推奨しつつも義務化し

なかった。

2011年3月11日以降、福島第一原発では、
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