
総合討論のまとめ
原子力資料冊報宣共同代表　山口幸夫

勉強会の後半は、田中太郎さん（岩波『科学』編集長）

と山口幸夫が進行役を務め、参加者全員での意見交換

を行った。

1）柏崎刈羽原発運転差止め訴訟の争点・進行

状況

柏崎刈羽原発運転差止め訴訟では、5月28日に第

23回の口頭弁論が行われた。裁判長が3人目に交替

交代したことから弁論更新がおこなわれた。総合討論

の導入として、この裁判で何が問われているのか、弁

護団の伊東良徳さんが4つの論点を紹介したうえで、

裁判の進行状況を紹介した。

①柏崎刈羽原発は多数の問題点を抱えている。地震で

液状化する異例に弱い地盤である。中越沖地震で被災

しダメージを受けたが、補強工事をほとんどせずに、

計算だけで基準地震動を大幅に引き上げた。

②福島原発事故の原因も未解明のままなので、重大事

故対策の有効性が疑問である。

③福島原発事故前と同様の書類上の論理で、複数国時

故障は起こらない、つまり、大地震による損傷は起こ

らないとし、「可搬式」なら、何でも対応できる、と

している。

④福島原発事故を防げなかった被告に、再び運転させ

てもよいのか。

先ほどの4人の問題提起について、裁判では未だ主

張できていないところが多々ある。桑原三悪さんの提

起した地盤の液状化について、荒浜側の防潮堤が基準

地震動Ssに耐えられないことは主張したが、そのほ

かの地点の液状化については求釈明を繰り返してお

り、今後の問題である。後藤政志さんのフィルターベ

ントの問題は、まだ主張できていない。筒井哲郎さん

の水位計の問題もこれから検討して取り上げたい。田

中三彦さんがずっとこだわってきた1号機の水素爆発

が何階で起きたのか、5階の大物搬入口のふたが何処

へ吹き飛んだのか、水素の発生量、流入量、爆発の着

火の機序など解明しきれていないのが現状である。

東京電力には原発を運転管理する能力、資質がない

という田中さんの提起については、事故対応のさいの

マニュアル無視、敷設設計管理におけるケーブル違法、

メルトダウンの隠蔽などは主張しているが、まだこれ

からも続く。

2）地盤液状化の問題など－「地震、地質・地

盤小委員会」を再開し議論すべきか

「地盤の液状化」という問題がはじめて大きな話題

になったのは新潟地震（1964年、M7．5）のときだっ

た。中越沖地震（2007年）でも、敷地内の各所で液

状化、噴砂、亀裂の影響が観測された。これらの知見

は原子力規制委員会の新規制基準にもりこまれたの

か。また、原子炉建屋等基礎地盤の傾斜の判定は「目

安値」ではなく「基準値」であるべきなのではないか。

6・7号機の適合性審査は正当におこなわれていない

のではないか。桑原さんの提起もふまえ司会に発言を

求められた立石雅昭さん（新潟県技術委員会委員、「地

震、地質・地盤小委」委員）は、会場の人たちに次の

ように問いかけた。

さる5月18日、県の技術委員会に規制庁の担当者

が出席し、去年12月27日に6・7号機の適合性審

査合格の決定をしたことの報告をした。技術委員から

は、報告に対する様々な問題点が指摘されたが、この

まま規制庁の報告の内容について技術委員会で審議し

ていっていいのだろうか。福島事故の検証が済んでか

ら、柏崎刈羽原発についての議論をすることになって

いたはずである。県技術委員会としては、規制庁の見

解を聞き置くだけで済ませるべきだったのではない

か。

そして、もし実質的な議論をするのであれば、「地

震、地質・地盤小委員会」を再開しなければならない、

技術委員会は細かい話をする場ではないので、とも言

われている。中越沖地震後の柏崎刈羽原発の運転再開

を議論した当時では、地盤の傾きが大きいこと、異常

に高い地下水位と大きな地下水量、地殻の傾きの傾向

が変わるのは何故か、などはわかっていなかった。そ

れらは今の規制基準ではクリアしないと言える。規制

庁に対する質問の中に入れるべきだったと立石さんは

語った。
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小委員会の再開の是非に関して、会場からの発言は

いずれも、再開してもらいたい、技術委員会の審議と

並行して議論を始めるべきだ、というもので、再開反

対の発言は出なかった。去年の12月ころ、県の防災

会議に尋ねたら、並行して審議するというような流れ

に変わってきているという（長都県議会議員）。

ここで、技術委員会と小委員会について確認してお

こう。

そもそも技術委員会と二つの小委員会は、柏崎刈羽

原発の安全管理のために設置されたのである。2002

年8月に発覚した東京電力の不正事件（トラブル隠

し）が契機となって「新潟県原子力発電所の安全管理

に関する技術委員会」が発足した。その後、中越沖地

震によって明らかになった課題への対応を検討するた

めに、2008年2月に拡充された（14名）。このとき

同時に、より掘り下げた議論や国でおこなわれる調査・

対策委員会の議論を安全・安心の観点から確認するた

め、二つの小委員会が設置されたのである。それが、「設

備健全性、耐震安全性に関する小委員会」（8名）と「地

震、地質・地盤に関する小委員会」（6名）である。　‾

2011年3月11日の東日本大震災で東京電力福島

第一原発が過酷事故を起こして以来、国会事故調に関

係した複数の委員が技術委員会に参加し、技術委員会

として福島事故の検証作業をおこなってきた。国、政

府、東電、民間の4つの事故調査報告書がいずれも中

途でおわっているので、新潟県の技術委員会が唯一、

公的に、福島事故検証を継続してきたことになる。そ

れは、柏崎刈羽原発の安全性は福島事故の検証にもと

づいて議論されるべきだとの考えによるからである。

したがって、この検証作業の問、二つ小委員会の活動

は止まっているわけである。

しかし、規制基準に合格した6・7号機の再稼働問

題が浮上してきたのだから、「地震、地質・地盤に関

する小委員会」を再開して、本来の審議をしないとち

ぐはぐになってしまう、というのが会場の共通の意見

だったと思われる。

このような事情を踏まえて、井野博満さんが次のよ

6123公開勉強会に参加して
高桑千恵（刈羽村在住）

公開勉強会の感想
昨年12月27日、柏崎刈羽原発は新規制基準の設

置変更許可が判断されたが、その設備・機器・地盤

に幾つもの問題点が取り残されたまであることが4

人の方の問題提起で指摘された。それを受けての専

門家と住民との意見交換は、時間不足ではあったが

意義あるものだった。公開勉強会の成果は2つあっ

たと思っている。

・規制委員会は規制の役目を果たしていない、東京

電力は不利な情報を自らは決して明らかにしない。

規制委員会の再稼働ありきの姿勢と東京電力の相も

変わらない隠蔽体質を共通確認できたこと。

・今後の具体的取り組みとして、県技術委員会に地

震、地質・地盤に関する小委員会を再開してもらう

方向が確認できたこと。

「地盤」に関して思っていること

柏崎刈羽原発を“豆腐の上の原発’’と言い続けて

きたが、50年を経て“豆腐”が“地震による液状化’’

として検討の場に姿を表し

たと思っている。東京電力

が示す液状化対策の詳細設

計（工事計画）は妥当なの

か、そもそも地震によって液状化する地盤に原発を

立地してよいのか。

加えて、東京電力が支持地盤としている西山層に

問題はないのか。なぜならば、6・7号機の原子炉建

屋は人工岩盤の上に建てられている。東京電力は『7

号機人工岩盤の理由は、基礎地盤である西山層の上

部に小規模な断層が存在していたため、安全性をさ

らに確実なものにするため、建屋の下の部分につい

て断層で囲まれる部分を取り除いて人工岩盤に置き

換えた三　と説明し、同時に示した地質断面図の中で

F西山層の地質は塊状泥岩と凝灰岩類』と記してい

る。西山層は支持地盤、基礎地盤の役を果たせるのか。

これら「地盤」に関する疑問を、県技術委員会の

地震、地質・地盤に関する小委員会で取り組んでも

らいたいと思っている。
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うにまとめた。「米山前知事が作った4つの検証委員

会は花角知事に引き継がれた。避難の問題にしても技

術の問題にしても柏崎刈羽原発問題を前提にして踏み

込んだ議論をしているのであり、池内了さんを長とす

る総括検証委員会に、知事が文句を言えないようなき

ちんとした報告書を作ってもらいたい。そういうこと

が、今日の勉強会の趣旨でもあるし、われわれ自身も

勉強していきたい。」

3）規制委員会は原発の安全を重視して規制す

るという原則に立っていない

この2月、地盤に液状化の懸念があるので、フィ

ルター付きベント装置などの地盤改良工事をおこなう

と東京電力が公表して大きな問題になって、それが今

もつづいている。規制基準に合格としたのは規制委員

会の誤りではないか、という疑念である。

東京電力による「設置変更許可申請書」には液状化

影響の評価として、「十分な支持力を有する地盤に支

持される設計としていることから、液状化による不等

沈下による影響を受けるおそれはない」と明記されて

いた。規制委員会はこの「申請書」への「審査書」を

確定し、設置変更を許可した。基本設計に合格という

判断である（2018年12月27日）。審査書には地盤

改良が必要だとの記述はない。だが、規制委員会の更

田委員長は、「設置変更許可の段階から地盤改良は視

野に入っていた。工事計画認可の中で確認することに

なっていた。何も状況は変わらない」と対応した。（滝

谷紘一『科学］2018年5月号、p．461－465）

法体系でいうと、『設置変更許可』では「基本設計

方針」を満たさねばならない。次の段階の『工事計画

認可』では「詳細設計」が要求される。更田氏は地盤

改良の課題は「基本設計」の中で扱う課題ではない、

と言うのである。本当にそうか。

総合討論では、いったい、規制委員会はどっち側に

西山層は原発の基礎地盤になり得ない
柏崎刈羽原発活断層問題研究会代表　大野隆一郎I…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　●1

柏崎刈羽原発は、上位の第四紀層を剥ぎ取り、新

第三紀鮮新世の西山層を原発の基礎地盤としている。

近年、中央油帯では紹曲（背斜構造）の形成機構、

堆積相、古環境、古地磁気層序等の研究が行われて

いる。とくに、テフラ鍵層、微化石、絶対年代測定

などによる研究精度の向上によって新しい知見がも

たらされ、層序の見直しが行われている。

新潟堆積盆において灰爪層は魚沼層の一部と同時

異相の関係にあり、西山層も魚沼層の一部と同時異

相の関係にあることが判明した。これにより、西山

層上部は更新続に位置づけられることになった。

設置許可基準規則では、基礎地盤と成り得る地層

の年代に関しては全く触れていない。しかし、第四

紀層は軟弱なので原発の基礎地盤としては不適当で

ある。しかるに、西山層は上部鮮新統一下部更新統

（新第三紀と第四紀の境界部にまたがる地層）であ

る。

東電資料による原子炉建屋の地質断面図を注視す

ると、1号機の全部と2号機の一部の基礎地盤は第

四系、3－7号機は上部鮮新続が基礎地盤となって

いる。土木工学の分野では西山層の泥岩は軟岩とし

て扱われることが多く、薄

氷を踏む思いである。また、

泥岩層は変形に際して砂岩

にくらべ相対的に流動しや

すいインコンビテント層としてふるまう。新潟県中

越沖地震の際に、柏崎刈羽原発の全ての建屋がラン

ダムに傾いたのは西山泥岩層のもつ特性が現れたも

のと思われる。

さらに、以下の2点からも、西山層の不安定性に

ついては東電も認識している節がある。①全号機の

基礎地盤上にマンメイドロック（人工岩盤）を施工

したこと、②中越沖地震直後に、突然基準地震動を

1－4号機の岩盤で5．1倍、5－7号機で2．6倍に

引き上げたこと、及び基準地震動を算定する原発の

解放基盤面の深さが200－300mときわめて深い

こと。

将来、原発の地盤に何らかの変状が生じ重大事故

が起こったとしても、それは決して想定外の出来事

ではなく、起こるべくして起こった人災である。

このように大きなリスクをかかえている柏崎刈羽原発

6・7号機の再稼働を許してはならない．。
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立っているのか、との強い批判が参加者から噴出した。

●規制委員会では石渡明委員が地質・地盤の担当だが、

中越沖地震以来の地盤の問題点である液状化、噴砂、

亀裂、地盤の傾斜などをきちんと検討したのであろう

か。それらは現在でも解明できていない。

●「原発と液状化」の問題は柏崎刈羽原発で初めて浮

上した。防潮堤だけでなく、フィルターベントの杭基

礎の耐震性にも関わるし、おそらく浜岡原発にも関係

するだろう。日本の原発を動かそうというのであれば、

規制委員会は液状化問題を徹底的に研究しなければな

らない。

●「地域の会」で液状化の議論をした際、規制庁の柏

崎事務所の人は、重要構造物は支持地盤がしっかりし

ていれば途中がどうであっても良いのだ、と断言した。

そういうことはないのではないか。途中の古安田層に

は砂層が幾重にも入っている。そういうところで液状

化すると杭基礎が損壊する。そもそも支持基盤の「西

山層は軟岩の岩盤です」と、保安院の人は言ってい

た。東電にも問題があるが、規制委員会にたいへん問

題がある。原発の安全を重視して規制するという原則

に立っていないのは明らかだ。

●原子力規制委員会は独善的だ。福島事故の検証で国

会事故調報告書が再稼働に邪魔になると思ったようで

理不尽に漬し、東電が福島事故の未解明問題を抱えて

いるのに関係ないとし、福島事故を検証している新潟県

の技術委員会にいっさい傍聴に来ず、意見に耳を傾けよう

ともしない。

●更田氏は、検討チームの審議で、まともな規制基

準を作ろうと思ったら5年はかかるという趣旨の発

言をしていた。それをたった1年で作ってしまった。

地震や津波や地層やいろんを意見を聞いていくと、い

ろんな基準を作らないといけない。古い原発がたちあ

がらないという問題も抱え込む。そこで、自分たちだ

けで論理構成をしていった、そのあげくに矛盾が起き

ているのだ。

4）軟弱な柏崎刈羽の地盤

新規制基準に適合していると判断する際に、規制委

員会は7項目からなる「適格性」を判断の要因に加

えた。異例のことだった。その4番目に、「不確実・

未確定の段階でも、リスクに対する取組みを実施しな

くてはならない」とある。

中越沖地震後、7号機から運転再開するにあたって、

14

技術委員会は東京電力が技術委員会に説明できなかっ

た4項目の宿題を課した。その1つに、「建屋の変動

に関する検討」がある。中越沖地震で原発が不均等に

隆起して傾いた。北端の5号機は11cm、南端の1号

機は7cm隆起した。原子炉建屋、タービン建屋の四

隅を測定すると、まちまちに傾いている。それが何故

なのか、東電にも、技術委員会にも理解できなかった。

傾斜の目安は2，000分の1なので、まあよかろうと

当時の技術委員会座長が判断したのであった。

武本和幸さんの発言によると、発電機とタービンが

4つ、直線で繋がっているので、現場はその調整が大

変だった。定期点検ごとに一直線に直すのだが、1年

たつと狂うという。地震のとき、タービンの羽根が外

枠からずれてくる（最悪はタービンミサイル）。基準

の2000分の1でよかったのかどうか。基準地震動S

2が450ガルだったところ、中越沖地震では1，699

ガルを観測した。その結果、新しい基準地震動Ssは

2，300ガルになった。いったいどういうことなのか。

一方で、使用している機器を補強する話が全くない。

これらは地盤が液状化することと関係しているだろ

う。欠陥地盤ということではないか。

傾斜の2000分の1は、「目安値」なのか、「基準値」

なのか、桑原さんの提起を受けて、活発な議論になっ

た。基準地震動Ss－1とSs－8とで6・7号機の原子炉

建屋の基礎底面の最大傾斜が1600分の1～‾1800分

の1という計算結果を東電は示した。しかし、詳細設

計で安全機能に影響を及ぼさないよう設計する方針だ

として、規制委委員会は合格とした。

東電の言い分をそのまま通して、規制基準に合格と

したわけである。

県の技術委員会や住民説明会では、「目安値を上回っ

ているからダメということはない」、「びた一文、超え

てはいけないものでもない」と規制庁は答えた。しか

し、「目安値」という表現は他の地震・地盤関係にも、

設備関係にもつかわれていない、と回答している。こ

ういう規制委員会・規制庁の応答にはごまかしがある

のではないか、本来は　‾基準値＿　であるべきだ、基準

値でクリアできないので次の詳細設計段階でごまかす

のではないか、設計屋からすると、そこを区切りとす

るという意味であり、安全の方の廃である。その中

で収まっているというのが正しい在り方だ、と規制委

員会を厳しく批判する意見が続出した。
一般建築物では2000分の1－1000分の1が使用
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限界状態となる目安、とされている。一般建築物とは

峻別されるべき原子炉建屋の基礎底面傾斜の基準値設

定については、「目安値」ではなく、「基準値」とすべ

きである。「目安値」と言っているのは、それが守れ

ない劣悪な地盤に建つ柏崎刈羽原発の規制基準突破の

ためのトリック・ワードではないか。これが参加者の

総意と言ってよい。

★　　　　　　　★　　　　　　　　★

原子炉の水位計は福島事故以来、本質的な改良がさ

れてないこと、フィルターベントが役に立つ見込みが

ないこと、6・7号機の設計ミス論、基本設計と詳細

設計の意味と両者の関係、東電の原発運転の資格など、

1時間半という限られた時間の中で話題を深める討論

にはできなかった。次の機会に期待したい。

最後に、技術を学んでいる19歳の学生が、液状化

やフィルターベントや検証すべきことがいろいろある

のに、再稼働はおかしいと思うと感想を述べたのが印

象に残った。
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柏崎刈羽原発の再稼働は隈 �阻止できる �！廃炉をめざそう 

柏崎刈羽原発反対地元三 �団体共同代表 �矢部忠夫 

原発がなくても電気は足りている
東京電力柏崎刈羽原発は、営業運転開始から1号

機は33年、最後に稼働した7号機も21年が経って

おり老朽原発である。

11年前の新潟県中越沖地震で7基とも停止し、そ

の後運転再開を強行された1・5・6・7号機も福島第
一原発事故で停止し、既に7年間止まったままである。

東電が所有する原

発のすべて（福島第
一6基464．6万kW、

福島第二4基440．0

万kW、柏崎刈羽7基

821．2万kW、合計17

基2230．8万kW）が
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