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基準規則55条は、格納容器の破損に至った場合等において「工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するために必要な設備を設見なければならない」としている。

東電の対策は、格納容器上部が破損し、、気体の放射能が放出した場合、それを放水砲

で叩き落とすというだけで、格納容器下部の破損による原子炉冷却水の流出と、それが

汚染水という形で、施設外への放射性物質の異常な水準の放出をもたらす事態について

対策はなく、適合性審査で検討もされていない。

東電が海洋への放射能拡散防止対策として設置する設備に挙げているのはシルトフェ

ンスだが、これは放水砲の水の拡散防止対策であり、溶融炉心の冷却水を起源とする高

濃度汚染水の拡散を防ぐことはできない。

福島第一原発では、汚染水がいまでも発生し続けているが、規制委は、再稼働のため

の審査よりも汚染水対策を優先すべきである。

l◆　発電所外への放射性物質の恕散を抑鰯するため、以下の対策を要求。

恒　原子炉建慶に放水し、大気への放射性物質の拡散の抑制
lロ　海洋への放射性物質の弦散の抑制

＜審査書棄P．407＞

＿mi，，：＿，、，一m＿叩，～＿m＿m～」

＞　大容量送水車、放水砲により原子炉建塵へ放水する設傭及び手願の整備
＞　放射性勧賞曖詰材及びシルトフェンス設置する設儒及び手願の整備
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轟音盲霊長

畷霜賄
独継．集軍属原子鰐醸彊嚢乗務珂中韻の規正基及び
緒定説蛸境貌徳017年8月18部から一部抜年
弱的溜′（／脚．離増OJ〆ぐ由比／耽剛鋲鮒0圃め

く巌やフノ胴着戯新枕橘の〆洩舶メ膜郷的587哀調が〉

鍾膨’模／頚／蛾フ痴施’／頑≒’／、み写

蜜墨饗曇茎饗董饗輩壁鎧護萎襲撃三毒⑬対策及び海洋への拡散肪止討策が適切に実施される方針であることを確認。

口耐震性評価に関して

◆くり返しの揺れを想定していない

＜審査書案の記載P26～＞耐震設計方針 
・　規制委員会は、申請者が・・・運転状態の荷重を地震力と適切に組み合わせる方針とし 

ており、‥・基準地震動による地震力との組み合わせの場合は、破断延性限界のひずみ 

に対し十分な余裕を有し、その施設の機能に影響を及ぼさないことように適切に設定 

する方針としている…ことを確認した。（P34） 

熊本地震では短時間の間に強い揺れがくり返し発生した。原発の耐震設計では、一回
の基準地震動に耐えればよいことになっている。

中越沖地震でも柏崎刈羽原発において、東電の評価で本震の3割程度の余震が観測さ
れた。
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塙己管の金属疲労はくり返しの荷重により発生することによってその影響が蓄積してい

くが、基準地震動に匹敵する揺れが2度発生する場合や強い余震の影響は全く考慮1され
ていない。

口敷地直下の活断層

◆地元専門家グループの指摘を検討すべき
＜審査書案P37～＞設計基準対象施設の地盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 

申請者は、古安田層の堆積年代については中期更新世であると評価した。（P38） 

申請者は、V2，F3，Ll断層は古安田層に変位・変形を与えていないことから、…将 

来活動する可能性のある断層ではないと評価した。 

規制委員会は…耐震重要施設設置位置に分布する断層は、将来活動する可能性のあ 
る断層等に該当せず…を確認した。（P38－39） 

▲地元の専門家グループ（柏崎刈羽原発活断層研究会）は、敷地直下の断層の評価につ
いて、東電社員を含む論文のミスを指摘した上で、東電が古安田層と称する地層の火山

灰層（刈羽テフラ）の年代について、約20万年前との東電の評価に根拠はないとし、独

自の調査結果から、活断層である可能性について指摘している。この指摘について検討

すべき。

【妻求蜜項】
＞断層等により変位が生ずるおそれがない地盤に設置するな

上載地痛※1の堆穣年代の辞価

今敷地内断層の活動性評価に用いる上載地層である雷嚢顕轡瀧の鑑讃繰言
繍こついては・その説価のためのデータ舷充を親鳥惣緒栗も含め、

敷地及び敷地近傍における地質甥盃等の鯨累、醗多薦繰デフ三雄約籍錦滞
隼漸う等の火山灰を嫌をすること等から、韓鰯襲薪濫であると判断。

なお、古寄騒属を不整合に溝う大浜砂懸濁当ま、飯繰上檎cテフラ（約13万年翻こ対

比される申子態撥挟奄し、大湊移植の最下部付近から飯綿土樽cテフラに紺出

されるカミングトン閃石が検出されること詩から、後期更新也であると判断の
※1上載絶照断層の上に載るt分埼する籾朗㌔
※2・敷地及び敷籠逓鏡において語調欝を不整合に榎うMIS7と細惨6の境界付近以駒の雛績亭胡こ封して串激語が割いて

いる逆層の名籍慮
※3熊濃京で縛めら琉るα“β噺削ま緩期鯉頬給の態鰐である大湊砂膚に費位“整形を与えていないこと合議駆廷

敷地内断層の活動性謡価
＞　請姦重要施設及び常設垂大事故等対処施設の設置位置に認められる

茶漬鱒の謝雪装薬の擬態の活動性については、上戴地層である古安田
眉との関係を寝接確認するよう求め、その結果も含め、各種頚蚕緒黒を
踏まえ、醗願の綾諜及び土蔵鰻矯鋪緯繍＝績蔑出た聾濃等により検射
した結果、いずれも中期更新世の蕃襲顕願は薮鑑漬整形葱舞え雷抹籍
硝ことから、締築港覿する璃鰭鰻の線種醗臓器嘲蕪雑鵬と評価。

＜審査結果の概要＞

＜暮董書棄P．37＞

【模式総状図】

湊と裁資穏（20汚辱8月21圏点から－穏像韓、妙筆
負極！毎脚2樹駒鯨／軸／鰯雑狙9妙子

新制博聞勤鞘媒

穀弱淵的出勤朝難憾針蟹楊嶋一触蝕舵、純筆
′頓pii醐恵、頻鮨販紹劾頑純戟瓢硝㊦

・闘査結果に基づき将来活動する可能性のある醗繍繋手酌悪辣騨挫藷願していることを確認。
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□火山影響評価に関して

◆火山灰濃度基準の強化が反映されていない

¢　　　ら十
・　　・　　　　　　　　具凍

ヽト、‾ヽ ＜審査書案P73～＞火山影響に対する設計方針　　　　　　　　　　　　　▲、 

ヽ 降下火砕物を含む空気の流路となる施設（において）…降下火砕物が侵入し難い設 

計とするとともに、平型フィルタ等の設置、換気空調系の停止等により、閉塞及び摩耗 

に対し機能が損なわれないよう設計する。また、降下火砕物がフィルタに付着した場 

合においても取替え又は清掃が可能な設計とする。（P79） 

規制委は現在、火山灰（降下火砕物）の影響評価に用いる火山灰濃度について、従来

の100倍規模に引き上げ、非常用ディーゼル発電機については、2系統の機能維持を要

求する規則改定案を提示しているが、柏崎刈羽原発の審査には反映されていない。新し

い基準による審査もせずに許可すべきではない。

＜審査農薬P．76＞

【要求事項】
火山灰などの降下火砕捌こ対して、安全機能が損なわれないこと。

・建物などへの負荷、配管の閉塞、その他の設鰭への様様的及び化学的影響、並びに

大気汚染等の影響（直接的な影響）
重外部からの送電停止や発電所外部との交通の遮断（間接的な影響）

＜申請の概要＞
○火山灰による直接的影響
＞　火山灰が悉馳離籍積は音義、建屋や設備は醗着るこ挫雑費馨る醸瓢とする。
＞　火山灰が施設の内約こ入り込まないようにブ潮誇掩護撞する。
＞　火山灰に含まれる腐食性成分による化学的影響（腐食）に対して、安全機能が損なわれ

ないように、外装塗装等を実施する。

○火山灰による間接的影響
＞　外部からの送電停止や、外部との交通の遮断を考慮して、発電所肉にディーゼル発雷機

等を備え、電力の供給を可能とすることより、外部からの支援がなくても、原子炉及び使
用済燃料プールの安全性が損なわれないように対応する。

＜審査結果の概要＞
火山灰の影響があっても、婁全機能が損なわれない設計方針であると判断。

⑪

□原子力防災計画の欠如
・重大事故を想定した避難計画を含む原子力防災計画が適切で実効性のあるものかどうか

を確認する法的な手続きがなく、審査でも検討の対象となっていないのは重大な欠陥で

ある。
・要援護者の避難、安定ヨウ素剤の配布、スクリーニング場所の確保、避難経路の特定な

ど、実効性ある避難計画は立てられていない。特に冬場は雪により、避難は不可能であ

る。現状の避難計画は住民の被ばくを前提としている。

□新潟県の検証
・今回の審査書案に関して、新潟県への説明を行うべきである。

・新潟県は「事故原因」「健康と生活」「避難」の3つの委員会で独自で検証を行っている。

その結果を待つべきである。
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＜番董書薬p．368＞

◆炉心の著しい損傷が発生した犠合において原子炉格納容器の破損を防辻するために必
要な対策を要求

申薄着は、第50条等に適合する対策として、以下の代替循環冷却を行うことで原子炉
格納容器の過度破損を防止することとした。
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＜暮糞書実p．368＞

今生韮塗鎚胞姦重出⑫水張り憲唆＿判断基準

炉心損傷を判断し、炉心の著しい線傷の続和及び原子炉格納容器の破損防止のために
で　必要な操作が完了した楊合

＞　ベント実施の判断基準

外部水源により絡納容器スプレイを総統している状態において、サブレツション・チェン／く・プー

ル水位が「真空破壊弁高さ」に劉遷した横合又は原子炉建屡オペレーティングプロア天井付近
の水素濃度が2．2vol％に到達した楊合にベントを実施する。（ベント実施の判断からベント開始ま

での期間は、代替格納容器スプレイを継続するが、外部水源翻限（ウェットウェルベントラインか
らIm下）に到達した場合は格納容器スプレイを停止する言

少ベント停止の判断基進

残留熟除去系又は代替循環冷却系の除熟機能等が使用可能となった場合には、ベントを停止
することを基本とし、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し適切に対応する。

圏．熔統率轡捜力の維移徳／C水位が真空毅綾弁
悪さに逢した場合のベント）

為所激移／日舞瀬的野。““一一riタ（／？ヨ高 　子∴∴十∴　一一一∴∴． 一一一一一＼＿一一一一一一一一∴∴∴∴∴∴； 

∵ I � 

図．猶統容器底力の維移（芝的ベントの縄合う
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