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（はじめに） 

 下記は、今般実施された原子力「寄生」委員会・「寄生」庁による関西電力・高浜原発３，

４号炉に関するパブリックコメントに対して私が提出した意見書です。高浜原発３，４号

炉は、火山リスクについては川内原発ほどではありませんが、地震や津波のリスクについ

ては川内原発と同様に過小評価されており、また、危険なＭＯＸ燃料使用や、若狭湾とい

う「原発銀座」に立地するアクセスの便の悪い場所の原発ということで、高浜原発固有の

高いリスクが無視・軽視されています。そして、川内原発と同様に、地域防災計画＝地域

住民の避難と安全の確保は二の次にされ形骸化しています。かような原発の再稼働などは

絶対に認められるものではありません。（田中一郎 ichirouchan@withe.ne.jp ） 

 

● 関西電力株式会社高浜発電所３号炉及び４号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に

関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について 

 http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu141218_01.html 

 

以下、田中一郎のパブリックコメントへの提出意見に若干の加筆修正を加えたものです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「関西電力株式会社高浜発電所３号炉及び４号炉の発電用原子炉設置変更許可

申請書に関する審査書案」に対する意見 

 

１． 最初に 

 今回パブリックコメント（以下、パブコメ）にかけられた関西電力・高浜原発３，４号

炉は、福島第１原発事故後の加圧水型原子炉の再稼働審査書としては、川内原発１、２号

炉に続いて、原子力規制委員会が合格とした２例目となる。しかし、前回の川内原発に係

るパブコメで提出された様々な問題点や、多くの安全上の懸念事項などが、今回もまた十

分には顧みられることなく軽率にゴーサインが出され、原発の安全性を監視してきた多く

の市民や科学者・技術者からは厳しい批判の声が上がっている。更に今回は、若狭湾沿岸

の狭隘かつ不安定な地盤の上に建設され、隣接する原発・核燃料施設も多い「原発銀座」

状態の立地条件の下、高浜原発特有の危険性も上乗せとなって、絶対に過酷事故は許され

ない原発であるにもかかわらず数多の重大な欠陥が放置されたままになっている。 

 

（例えば、ＭＯＸ燃料（プルサーマル）（以下、ＭＯＸ）についての審査基準がなく、具体

的に審査した様子がないにもかかわらず、ウラン燃料よりも危険なＭＯＸ使用を前提にし

た再稼働を許していることや、過酷事故時の炉心溶融に対して、川内原発よりも甘い仮定

のシミュレーションを行って楽観的な想定を行い、原子炉の安全確認を済ませたとしてい

ること、（そして、川内原発の審査と同様に、一旦炉心溶融が始まると、炉心冷却を放棄し

て、格納容器下部のキャビティに溶融核燃料を落として、それを冷やすという、信じがた

い、新規制基準の規定に明確に違反する過酷事故対策を容認していること）、あるいは、高

浜原発の敷地周辺の長大な活断層（ＦＯ－Ａ、ＦＯ－Ｂ、熊川の各断層）を甘く見て、基
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準地震動や基準津波の想定に救いがたい過小評価が見られること、などである） 

 

 加えて、この高浜原発を運転・管理する電力会社は関西電力であるが、この会社は過去

に幾度となく危険極まりない原子炉施設の事故を引き起こし、その都度、ずさんな安全管

理や現場作業規律の弛緩が指摘されてきた会社である。それが為か情報公開度が悪く隠蔽

体質で、事実のねじ曲げや歪曲も散見され、地域住民や電力ユーザーに対する説明責任意

識も低い。およそ原発という危険な発電設備を動かすには適格性に大きな疑問がある会社

と言わざるを得ない（昨今では大飯原発運転差止訴訟などでも見られる組織体質）。にもか

かわらず、規制する側にある原子力規制委員会・規制庁が、原発再稼働審査を公開すると

しながらも、他方では、この関西電力と「裏談合」「秘密会議」のような打ち合わせを幾度

となく繰り返し、その一部始終を「企業秘密」「職業秘密」を楯に非公開としてしまうなど、

看過できない「審査手続き上」の問題もある。 

 

 以下、審査書案について、全般的な観点から、諸問題を箇条書きにしていくが、こうし

た問題について、きちんとした解決がなされるまでは、この高浜原発３，４号炉は再稼働

してはいけないものと考える。従って、今般の審査書（案）は一旦撤回し、原発・原子炉

について厳しい見方をする人達を交えた公開討論や公聴会の場などで、提起される諸問題

を一つ一つ丁寧に科学的客観的な事実に基づいて解決していくことが肝要かと思われる。 

 

２． 全般的事項 

原発・核燃料施設の新規制基準は、福島第 1 原発事故の真相や原因の究明をおろそかに

して「間に合わせ仕事」で策定されたため、そもそもその内容が原発・核燃料施設の安全

確保上、不十分極まりなく、再稼働優先のための甘い基準にすぎない。そのため新規制基

準に「適合」しても原発・核燃料施設の安全は確保されない。これは田中俊一原子力規制

委員長自身が「安全を保証するものではない」などと発言して自ら認めていることでもあ

る。ならば、何のための規制であり審査なのか。 

 

政府（安倍晋三自民党政権）は「原子力規制委員会が責任を持って安全かどうかをチェ

ックし、その判断にゆだねる＝安全かどうかは国は判断しない。安全という結論が出れば

立地自治体の理解をいただきながら再稼働を進めていく、個々の再稼働は事業者の電力会

社の判断で決めることだ」と言い、他方で田中俊一原子力規制委員長は「審査をクリアし

ても安全だとは私は言わない。これで人知を尽くしたとは言い切れない。再稼働の判断に

はかかわらない。再稼働は事業者、地域住民、政府の合意でなされる」と言い返す。立地

自治体は立地自治体で「原発再稼働とその安全確保は（原子力規制委員会を含む）政府の

責任である」と突き放す。いったいどうなっているのか。責任は取りたくないが、原発・

核燃料施設は再稼働させたい人間達が、責任のなすりつけ合いをしていると言う他ない。

原子力規制委員長が「安全とは言わない」というのだから、「安全は確認されておらず」、

従ってまた、「再稼働はできない」はずである。 
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特に、原発の安全確保上、必要不可欠であると言われている緊急時対策所（免震重要

棟）や特定重大事故対処設備（第二制御室）、フィルター付きベント装置、あるいは、頑

丈で十分に背丈の高い防潮堤などの設置が、最長で５年も猶予されており、こうした状態

下での再稼働などは絶対に認めてはならないものではないか（予定とされているものが、

必ずその予定日程で完成するかどうかも怪しい）。特にフィルター付きベント装置につい

ては、後に申し上げるように、設置が義務付けられた「工場等外への放射性物質の拡散を

抑制するための設備」が貧弱極まりないことを鑑みた場合、加圧水型原子炉についてのみ

設置を猶予することは許されないことである。 

 

たかだか原子炉内の核反応で出てくる熱を利用して湯を沸かし、それを使ってタービ

ンを回して発電をしているだけの、いわば前近代的重厚長大施設にすぎない原発の規制に

関する用語・言葉が、何故にかくもわかりにくいのか。もったいぶった文章を書かずに、

一般の有権者・国民が読んでもわかる表現を使って書いていただきたい。大した内容でも

ないことを、わざと妙な言葉や用語を使って、わかりにくく書かないでいただきたい。言

葉の難解さと内容のお粗末さは正比例しているのではないか。 

 

「科学的技術的判断と無関係な場合にはご意見としては取り扱わない」とはどういうこ

とか。前回の川内原発パブコメに続き、今回もまた（上から目線で）「審査書案に対する科

学的・技術的意見の募集」など称して、最初から有権者・国民の多様な意見を排除する構

えである（似非科学を振り回しているのは政府や原子力規制委員会・規制庁の方なのだが）。

前回時にあれだけ多くの人々から批判を受けても馬耳東風の様子であり、そもそも原子力

規制委員会・規制庁がパブコメの主旨を理解しているのかを疑いたくなる。有権者・国民

は全員が科学者や技術者ではない。それを承知でこういうことを書いているということは、

原子力規制委員会や規制庁は、広く有権者・国民の意見や声を聞いて、それを規制に反映

させる意思がありませんというに等しい、無礼かつ背信的な態度である。また、原発の安

全性や稼働に関する問題は、科学的技術的なことや原発施設のハード面の問題に限られず、

社会的な問題や倫理的な問題なども含めて多面性を持つ。原子力に関する規制は、これら

を網羅することによって初めて可能となるにもかかわらず、その態度は何なのか。深謝し

た上で撤回せよ。撤回しないのなら全員辞任せよ。 

 

（たとえば、原発管理のソフト面について言えば、原発事故対策の一環で、少なくとも各

原子炉 1 基に対して 1 人以上の原子炉主任技術者を配置し、役割の明確化や資格要件など

を整備すべきではないのか。福島第 1 原発では、各原子炉の緊急時対策要員が不十分で、

誰が各号機の原子炉や施設・設備に責任を持って判断するのか不明確で、かつ原子炉主任

技術者が複数の原子炉を兼務していたようなことも伝え聞いている。ハード面だけに注力

するのではなく、原発の管理・運営に対する責任ある体制の整備も必要不可欠のはずだ） 

 

また、これまでもそうだったが、原子力規制委員会・規制庁が行うパブコメは、提出
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された意見や提案などについて、公開の場で十分かつ慎重に検討され、また、必要に応じ

て意見交換がなされる等のパブコメの主旨を生かす試みが皆無の状態である。福島第 1 原

発事故以前は開催されていた公聴会や一般向け説明会などもほとんど開催されなくなり、

開催されても参加者を絞り込んだり非公開にしたりして不透明極まりない。また、そうい

う公開討論の場には、原子力規制委員会・規制庁の幹部クラスが出席することもなく、地

域住民や有権者・国民に対する説明責任ないしは要望・要請をお聞きする使命を完璧なま

でに放棄してしまっている。ヤラセが横行していた過去もある。形だけやっているような、

魂の入らないパブコメではだめだ。 

 

本来は、発電用原子炉設置変更許可申請書の審査書のみならず、工事許可書や保安規

定なども審査・見直しの上で、セットで公開され、パブコメに付されるべきものである。

何故に、設置変更許可申請書の審査だけを先行させ、拙速の度合いを高めるようなことを

するのか。特に、今回の高浜原発３、4 号炉を運転する関西電力は、上記で申し上げたよ

うに、これまで何度もずさんな管理や設計・施工の疑わしい原発関連機器類を使用しよう

とするなど、審査書などの書面上のチェックだけでは信頼が置けない問題だらけの事業者

である。審査書で掲げられた所与の目的がきちんと施工によって確保されるのかどうか、

施工工事が適切に実施されるのかどうか、あるいは、過酷事故時等において原発の機器類

を十分に理解の上、適切に行動できるのかどうか、人的問題や組織の問題も含め、総合的

な観点での原発の安全審査は不可欠であり、従ってまた、設置変更許可と工事認可や保安

規定はセットで公開されパブコメに付されるべきである。 

 

（許しがたいことに、今般公開された九州電力策定の川内原発の工事認可書（原案）は、

いたるところが「白塗り」の非公開となっていて、専門家等による第三者検証ができない

状態だ。「企業秘密」「職業秘密」などと称して原発の安全性に対する国民の監視を拒否す

るような態度は、およそ原子力規制委員会・規制庁のすべきことではないはずだ） 

 

福島第 1 原発事故の原因や経過についての検証が全く不十分である。ここには書ききれ

ないが、福島第 1 原発事故をめぐっては未解明のことが多く、それらが従来の原発の安全

性を大きく脅かす可能性を持っている。たとえば津波による壊滅的な打撃を受ける前の段

階で原発機器類の（一部）破損によって深刻な事態に陥っていなかったのかどうか、ある

いは緊急炉心冷却装置（以下、ＥＣＣＳ）の機能に重大な問題はなかったのかどうか、更

には、１号機と３号機の爆発の形態がまるっきり違うのは何故か、なども含め、そうした

ことを丁寧に、詳細に調査・検証しないままの新規制基準や原発再稼働審査は、必然的に

次の過酷事故につながっていくものと思料される。また、原子炉や原発施設のハード面で

の規制のみならず、原発が危機的状況に陥った際の人的な対応状況に関する検証や、周辺

住民の避難や被ばく防護の対応などについても、まだまだ検証や反省が不十分のまま放置

されている。川内原発や高浜原発の再稼働審査など、できるはずもない。 
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設計基準では単一の故障やトラブルしか考慮しない旧来の基準を踏襲して、川内原発や

高浜原発の再稼働審査を行っている。大問題である。スリーマイル島原発事故を見ても、

チェルノブイリ原発事故を見ても、また、福島第 1 原発事故を見ても、多重の同時多発故

障やトラブルを前提とした設計基準がどうしても必要であり、そのためには、過酷事故対

策を「外付け」で、プラスアルファのように規制するのではなく、原発施設及び原子炉そ

のものの設計基準にまで立ち入って、一から原子炉を全部見直すスタンスで規制し、審査

していかねばならないはずである。しかし実際には、旧態依然で非現実的な単一故障の基

準のみで設計基準レベルの安全規制がなされ、それを超えるものは、圧力容器が破壊され

ることを前提にした、プラスアルファとしての過酷事故対策に押し出されている。これで

は原発の安全は確保できない。 

 

とりわけ川内にしろ高浜にしろ加圧水型原子炉の場合は、福島第１原発事故を起こし

た沸騰水型と比較して、より高温・高圧の原子炉条件となっており危険性が高い。にもか

かわらず、その格納容器は設計耐圧限界が沸騰水型と比較して低く（加圧水型が 2.5 気圧、

沸騰水型が 4 気圧）、過酷事故には弱い型の原発である。かつ、加圧水型原子炉としての

独自の弱点＝たとえば地震の揺れに弱い蒸気発生器が炉心近くにあり、また１次系・２次

系という２つの冷却系を持つ設備の複雑さ、などもあり、安全審査での甘さは、そのまま

原子炉の一層の危険性に直結する。 

 

 基準地震動・基準津波を評価したり、原発設計の堅確性をチェックするために、経験的

ないしは理論的に構築されたモデルや解析コードを使ってシミュレーションを行う場合に

は、必ず複数のモデルや解析コードを使い、クロスチェックする必要があること、また、

決定的な判断ができない場合には、安全の側に立ったモデルを採用することなど、これま

で原子力推進の側が言い続けてきたことすら、守られていない様子がうかがわれる。こう

した「楽観主義」による原発・核燃料施設再稼働への駆け足・駆け込みは危険極まりない

のでおやめいただきたい。 

 

（併せて申し上げれば、昨今の原子力規制庁の説明は、机上でのモデル・シミュレーショ

ンやコード解析のみによって安全性を断定する傾向が強くなっている。危険な兆候だ。科

学とは実験や実証に裏付けられた経験科学であって、基本的には帰納的な性格のものであ

る。仮定や前提があやふやなモデル展開や理論の演繹的連鎖で安全性を断定することはや

め、常に実験・実証を心掛けてないと、再び大きな過ちを犯すことになる） 

 

原子炉の老朽化について、十分な考慮やチェックがなされていない。高経年化技術評

価が未了のまま審査書案にＯＫが出され、新規制基準ができた時と同じように拙速に次ぐ

拙速状態となっている。原発の老朽化はそれ自体で重大な安全上の危機であり、徹底した

審査・検査が望まれるのは言うまでもない。 
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３． 原発の立地場所が悪すぎる 

（１） 過酷事故などの緊急時に外部から支援や補給のためのアクセスができない 

 高浜原発をはじめ若狭湾に立地する原発・核燃料施設の大半は、海に突き出た半島の先

端部に位置し、そこへたどりつくための道路も 1 本しかない場合がほとんどである。また、

敷地も狭く、過酷事故が長期化した場合に必要となる諸施設を建設する面積的な余裕もな

い。更に、立地している場所、及びその周辺の土地条件も活断層が多いなど不安定で、大

きな地震・津波・火山活動などに見舞われた場合には、原発敷地のみならず、原発に至る

アクセス道路もまた、決定的なダメージを受け通行止めとなる可能性が高い（がけ崩れ、

地割れ、津波をかぶる、トンネル落盤、橋梁落下など）。特に津波を伴う地震の場合には、

海からのアクセスも困難で、その場合には、原発・核燃料施設が「陸の孤島」となってし

まうのである。また、原発・核燃料施設の正常な稼働に不可欠の外部電源関連施設も、脆

弱な立地を余儀なくされ、万が一損壊した場合には復旧不能で長期にわたる外部電源喪失

状態が続く可能性もある。危険な原発をこうした場所に立地させること自体が、天災時の

過酷事故を招く危険性を高めるが、何故、こうした原発・核燃料施設の立地条件について

審査が行われないのか。 

 

（２） 地域住民が避難できない（「絵に描いた餅」の地域防災計画） 

原子力規制委員会・規制庁や国が、立地及びその周辺自治体に丸投げした地域防災計

画＝原発・核燃料施設過酷事故時の地域住民の避難計画や放射線被曝防護計画が実効性を

持たず、「絵に描いた餅」のまま放置され、無視されて、原発再稼働がゴリ押しされてい

る。これは原子力推進機関である国際原子力機関（ＩＡＥＡ）でさえもが提唱している「多

重防護」「深層防護」の５層にわたる安全対策（注１）という考え方にも反する軽率で無

責任な態度である。田中俊一原子力規制委員長は、原発・核燃料施設立地地域の防災計画

については「審査権限がない」などと言い逃れをしているが、そんなことはない。嘘まで

ついて立地地域住民や有権者・国民の安全を守らないとはいかなることぞ（注２）。 

 

注１：ＩＡＥＡの「多重防護」＝「異常の発生防止」「異常の拡大防止」「過酷事故への進

展防止」「過酷事故対策」「防災対策」の「５層の対策」 

 

注２：「原子力規制を監視する市民の会」ＨＰより 

・「避難計画を案ずる関西連絡会」が実施した自治体アンケートによると、福井県・京都

府の避難先となっている兵庫県内の避難所について、兵庫県下 41 市町の内、24 市町で、

土砂災害等の危険区域に設定されたままです。避難所数では、全避難所 599 カ所の内、

約３割の 184 カ所に達します。 

・避難所が危険区域にあることは、改正された災害対策基本法及び原子力災害対策特別措

置法に抵触します。避難計画は違法状態です。 

・高浜原発の避難計画は、他にも風向きが考慮されていない、スクリーニングの場所が高

浜原発から 10 キロ以内にも設定されているなど、機能が果たせない、避難先に十分な
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スペースが確保されていない、地震や津波との複合災害が考慮されていない、放射能

が 30 キロ以遠に及ぶ可能性が考慮されていない、ヨウ素剤の配布が不十分、等々の問

題があり、実効性に乏しいものですが、これをチェックするシステムがなく、審査書

案も全く触れていません。 

・米国では、原子力防災計画の策定が許可要件に含まれており、米国原子力規制委員会に

よる審査を受けます。許可が下りないと原発の運転ができません。 

 

立地地元との原発再稼働の合意と言った時の「地元」の範囲が不明確である。高浜原発

の場合、仮に 30ｋｍ圏内とした場合には、その 7割の面積が京都府となり、また、避難先

までを考えた場合には、更に兵庫県や滋賀県、あるいは岐阜県なども大きく関係してくる

ことになる。また、福島第１原発事故の教訓から鑑みれば 30ｋｍ圏内では狭すぎる。地

元合意取り付けの対象外とされた自治体は、いわば過酷事故時などの原発被害だけが押し

付けられる格好となり、理不尽極まりない。既に昨年末には、関西広域連合より、「ＵＰ

Ｚ（30ｋｍ圏内）の区域を含む周辺自治体と事業者との安全協定については、事業者に対

し、立地自治体並の内容とし、早期締結に応じるよう国や原子力規制委員会・規制庁が関

西電力を指導すること」などの要請が出されている。原子力規制委員会・規制庁は、原発

の新規制基準に係る適合性審査において、原発過酷事故による放射能汚染の影響がある全

域（１ｍＳｖ超）について、当該自治体を「地元」と位置づけ、再稼働審査の際には、立

地自治体の安全協定と同内容の協定締結を必要条件とすべきである。 

 

また、立地地域との関係で申し上げれば、従来、安全規制の最上位にあった「立地審査

指針」が合理的な説明もないままに、なし崩し的に廃止されてしまい、放射性セシウムの

みによる大量の被ばく量を代替規制基準として用いるなど（＊）、地域住民の命と健康を

二の次にしたような規制方針をとっていることは許されないことである。このことについ

ては、原子力規制委員会・規制庁内でも十分に検討がなされて決められたことでもないの

で、更に問題である。直ちに、批判的な論者も入れた委員会をつくり、この「立地審査指

針」問題の審議を開始していただきたい。 

 

（＊）（具体的には）立地審査指針を完全に無視することにしました。代わりにセシウム

だけで 100 テラベクレルという安全目標を設定し、総量規制を行うとしています。田中俊

一規制委員長は、これにより敷地境界の被ばくは 0.01 ミリシーベルトに抑えられるとの

国会答弁を行っています：「原子力規制を監視する市民の会」ＨＰより。 

 

（３） 原発・核燃料施設の集中立地の危険性が考慮されていない 

 福井県の若狭湾沿岸には高速増殖炉「もんじゅ」を含めて全部で 14 の原発・核燃料施設

があり、そのほとんどは半島の先端部で交通アクセスが不便な場所である。万が一、14 の

うちの１つでも過酷事故となって放射能を大量に周辺環境に拡散した場合、この地域の他

の原発・核燃料施設にもその放射能汚染が及び、人間が滞在したり作業したりすることが
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できなくなる可能性がある。そうすると、いわば原発・核燃料施設がドミノ倒しのように

次々と破局的な状態に陥り、全施設がダメになって、日本が壊滅する事態にならないとも

限らない。このことは福島第 1 原発事故の際に、近隣にある福島第２原発が福島第１原発

と「運命共同体」と認識され、第一を放棄すれば第二も放棄に至る、とされていたことと

同義である（若狭湾沿岸に巨大な「核リスク」の存在を意味する）。また、地震・津波・噴

火などの天災に見舞われる場合も、全 14 施設が同時に見舞われることになり、リスクは格

段に高くなる。「原発銀座」と言われる原発・核燃料施設の集中立地を解消していくために

も、安易な既存原発の単体審査による再稼働は回避すべきである。 

 

４． 基準地震動 

関西電力は、震源を特定した場合の基準地震動を、当初ＦＯ－Ａ，ＦＯ－Ｂの２連動

＝550 ガルとしていたものを、熊川断層を加えて３連動とし、最大加速度 700 ガルとした。

他方、震源を特定しない場合は、2000 年の鳥取県西部地震、及び 2004 年北海道留萌支庁

南部地震を参照して同 620 ガルとしている。 

 

「最新の知見を踏まえて想定しており、新規制基準に適合している」などとしているが、

大飯原発差止裁判の福井地裁判決文を読んだのだろうか。活断層などないと言われていた

ところを震源とした岩手宮城内陸地震（2008 年）では 4000 ガルもの最大加速度が観測さ

れている（原発の基準地震動評価のベースに換算すると 1500～2000 ガル程度）。安全バッ

ファを考慮すれば、700 ガルでも、620 ガルでも、ゼロが一つ足りない＝一桁違う過小評

価としか言いようがない。こんな原発は実際に大地震に見舞われれば、たちまちアウトな

のは目に見えている。 

 

基準地震動を評価する際、入倉・三宅式（海外の地震データなどがベース）と武村式（日

本の地震データがベース）の２つがあり、後者の方が日本の地震や地殻変動に即しており、

危険度をより大きく見ている。であれば、安全性の観点から後者、つまり武村式を使って、

より厳しく基準地震動を決めるのが本来の在り方ではないのか。しかし、実際には、評価

が甘い方を選択して、基準地震動の過小評価をしてしまっている。（高浜原発の場合で言

えば、震源を特定した場合の基準地震動については、入倉・三宅式で 700 ガルだが、武村

式では 4.7 倍の 3290 ガルである）。また、震源を特定しない場合については、柏崎刈羽原

発を襲った中越沖地震時の 1699ガルと比べて 620ガルではあまりに小さすぎ、過小評価極

まりないと言える。少なくとも柏崎刈羽原発と同じ 1700 ガルとすべきである。ともかく、

こういうことをしているから、ここ 20 年くらいの間に、上回ることはまずないと言われ

た基準地震動を上回る実際の地震の揺れが、日本各地の原発を襲っているのである。基準

地震動の評価はやり直しされるべきである。 

 

５． 基準津波 

「関西電力は二つの基準津波を設定し、敷地への遡上高は最高で海抜約 6.5ｍとなる、
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海水ポンプ室など（海抜 3.5ｍ）に津波が到達する可能性があるが、防潮ゲートや防潮堤

などを設置する方針を示しており新基準に適合している」とされている。しかし、たった

6.5ｍ程度の津波が、何故、想定される最大津波なのか。背の高い頑丈な防潮堤を建設す

れば費用が膨大にかかるので、これくらいの費用で防潮堤を造ったら、この程度の高さに

なり、従って、それに合わせて最大津波を「これこれ」に決めたという、「コストからの

逆算方式」の典型ではないか。また、大津波は防潮堤では防ぎきれないことは、東日本大

震災後の三陸海岸各地を見れば一目瞭然である。大津波は、単に海水が何度か「ちゃぷ～

ん」とやってくるなどという生易しいものではなく、海底の土砂や岩石や、その他の人工

構造物などを担ぎあげ、それを防潮堤や原発施設に叩きつけるようにして何度も何度も襲

ってくるものである。そのエネルギーたるや巨大で、わずか 6.5ｍ程度の薄っぺらい防潮

堤など、津波の前には一たまりもないだろう。また、原子炉を冷却するための復水器は津

波が持ちこむ土砂に弱く、たちまち冷却不能の状態に陥ることは必至かと思われる。大津

波に対する対策や構えが、今回の高浜原発 3，4 号炉の審査では安易すぎる。 

 

６． 竜巻 

「竜巻の防護対策に当たり、国内で過去に発生した竜巻の最大風速にさらに余裕を持たせ

た最大風速 100ｍを設定。重要施設は風圧や飛来物の衝撃に耐えるよう設計し、設計を上

回る衝撃を与える可能性があるものは飛来物とならないよう固定するなどの対策を講じ

る」という関西電力の方針を確認したという。うそつけ、である。現場に行けば、たちま

ち竜巻でやられてしまいそうなものはたくさんある。「竜巻による飛来物となり得るもの

を固定するなどの対策」などと書いてあるが、原発敷地外から、いろいろなものが飛んで

くるのが竜巻というものだ。 

 

７． 火山 

関西電力は敷地から半径 160 キロにある 25 の火山のうち、将来活動する可能性のある

７火山の影響を検討した。敷地まで十分に距離があり、これまで最大規模の噴火を考慮し

ても、原発に影響を及ぼさないと詐価している。評価方法は適切で妥当と判断したという。

しかし、これについても、高浜原発の場合には火砕流や土石流などについてはリスクが小

さいかもしれないが、噴火に伴う火山灰などの降下物などについてはどうなのだろうか。 

 

また、火山リスクの審査については、より大問題となっている川内原発等では、原発

の設置変更許可申請の審査とは無関係に、審査ではＯＫサインを出しておいてから、その

審査とは別建てで火山リスクの評価や検討がなされている。まことにおかしなご都合主義

の態度と言わざるを得ない。火山リスクもまた、地震や津波のリスクなどとともに、原発

の設置（変更）許可の大きな審査項目の一つとして位置付け、そのリスクが無視できるま

でに小さくならない限り、審査をパスさせてはならない。 
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８． 電源喪失対策 

「全交流電源喪失に陥り、重大事故用の電源設備で電力供給が始まるまでの約三十分間に

備え、原子炉の安全な停止や冷却、格納容器の健全性確保のための設備を１時間以上動か

せる容量の蓄電池を備える方針を確認した。外部電源喪失に備え非常用ディーゼル発電機

の連続運転に必要な７日分以上の燃料を貯蔵する方針も確認した」などとされている。 

 

しかし、まず、外部電源関連施設の複数化や、耐震構造の強化はどうなっているのか。

外部電源関係施設は最高Ｓクラスの重要設備としなければいけないのに、それは放置され

たままだ。また、上記でも申し上げたように高浜原発は立地条件が悪いため、大地震・大

津波に原発が襲われた際には、原発とともに外部電源関連施設も大きな打撃を被り、かつ、

その復旧のためのアクセスができずに、外部電源喪失状態が長期化する恐れは十分にある。

にもかかわらず「非常用ディーゼル発電機の連続運転に必要な７日分」だけの対応でいい

のだろうか。また、燃料タンクが同時被災することもありうるし（現に東日本大震災の際

には福島第 1 原発や女川原発では燃料タンクが津波によって流された）、非常用電源車が

使えない場合もありうる（例：豪雪・極寒の真冬の大災害をイメージ）。そのような場合、

ＳＢＯ（全電源喪失）を経験した福島第 1 原発の二の舞になりかねないのではないか。お

もちゃのような非常用電源装置（電源車など）を並べたところで、そんなものは（長期化

する）非常時には役に立たないだろう。外部電源関連施設を（地盤も含めて少々の地震で

は壊れない）最重要Ｓクラスの施設にするとともに、災害時にアクセス不能で、補給も支

援も不能となるような場所に原発・核燃料施設を立地させることをやめる以外に、対応の

しようがないのではないか。 

 

９． 重大事故の拡大防止とＭＯＸ燃料（プルサーマル） 

福島第１原発事故を踏まえたＥＣＣＳの機能や耐震性の再確認もしていない、高浜原

発のような加圧水型原子炉の格納容器は、ただ大きいだけで、水素爆発防止のためのチッ

ソガス注入も行われず、また、水素爆発防止対策もいい加減だし、そもそも格納容器自体

が沸騰水型のそれに比較して強度が１／２程度しかない（耐圧上限は２気圧強）。また、

過酷事故時の原子炉圧力容器内部を計測する水位計・圧力計・温度計などの基本的な計測

器類についての見直しもされていない（過酷事故時のような想定外の条件の場合には、水

位計は正常には動かないことが、福島第 1 原発事故後、水位計のメーカー技術者によって

確認されたり、圧力計や温度計などについても、過酷事故時の機能に疑問がある）、蒸気

発生器という加圧水型に特有の地震に弱い機器類への耐震対策もおざなり、スリーマイル

島原発事故の教訓も生かされず、従来フェール・セーフやフール・プルーフと言われた原

子炉の安全装置・機能が、実は福島第 1 原発事故時には事態を悪化させる方向に、逆向き

に働いていた印象を受けるが、それについて抜本的な見直し検討を行った様子はない、な

どなど、原発の安全確保の面からみた場合、あまりに欠落事項が多すぎる。 

 

そもそも原発全体の基本設計を根本的に見直さずに、小手先の、付けたし安全対策（安
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上がり対策）をくっつけて、あとは「我田引水型」の「楽観的条件」を前提に「コード解

析」などという架空のシナリオゲームのようなことを繰り返しているだけのことである。

現実の原子炉・原発施設は福島第１原発事故以前と比べてほとんど何も変わっていない。

重大事故時における対策が「綱渡り」的であまりに楽観的過ぎる。常に厳しい事態を想定

して原発事故時の安全性や対策が考慮されるべきが、それとは真逆のようになっている。

過酷事故時の対策手順なども人手に頼るところが大きくなり、原発スタート時点の安全設

計思想に比べて大きく後退している。 

 

つまり福島第 1 原発事故の経験や教訓がほとんど何も活かされていないのだ。福島第 1

原発事故の実態や原因が究明されていないのだから当然と言えば当然だが、こういう状態

のまま既存原発の再稼働に走ること自体が誤りであるということが言えるのではないか。 

 

 更に古くて新しい問題としては、緊急時に制御棒が炉心にタイムリーに素早く挿入でき

るかどうか＝原発をいかなる場合でも過酷事故に至らぬように即時停止できるのかの問題

がある。加圧水型原子炉の場合は重力に頼って原子炉の上から落とすようにして制御棒が

挿入されるが、これがいかなる場合でも問題なく、しかも素早く入るのかどうかが問題と

なっている（大飯原発差止裁判）（上から強制的に素早く挿入する仕組みが必要ではない

か？ また、原子炉によっては、基準地震動が大きい場合には挿入までに時間がかかり、

原子炉を止められない可能性もある）。 

 

また昨今では過酷事故時に炉心が溶融する際、ウラン燃料の融点に対して制御棒の融

点が低いため、先に制御棒が溶け落ちてまるで制御棒を再び引き抜いたような状態に陥る

可能性があるのではないかが問題となっている（融点：ウラン燃料 2850°Ｃ、制御棒 2180

～2222°Ｃ、ジルコニウム被覆管 1850°Ｃ）。その場合には核燃料が再臨界＝臨界爆発を

起こす可能性があるという。この点については実証的に決着がついているのだろうか。 

 

 それから高浜原発について、新たに発生した問題としてＭＯＸの問題がある。ＭＯＸは

プルトニウムを燃料に含むため、ウラン燃料と違って、ペレットの融点を下げる（炉心溶

融しやすい）、制御棒の効きが悪い、崩壊熱が大きい、核分裂生成物がより汚くて危険、

アルファ線や中性子線が多く作業員が被ばくしやすい、などの「悪い特徴」があることに

加え、何よりも臨界に達しやすく「核暴走」しやすい性質がある。しかし、原子力規制委

員会・規制庁は、高浜原発のＭＯＸについては 1998 年に認可していることから、今回の

再稼働についても、それと同条件で 157 体の核燃料中最大 40 体（約 25％）のＭＯＸ使用

を前提として審査したとしている。 

 

しかし、原子力規制委員会・規制庁にはＭＯＸに関する審査基準が存在せず、その特

有の危険性をどんな基準でどのように評価したのかがわからず、また、今般の公開された

審査書（案）を見ても、ＭＯＸについて書かれた場所は、わずか 1 カ所のみとなっている。
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これでは、口頭でいくら、その安全性を確認したなどと説明しても説得力はないだろう。

特に、ＭＯＸについては、ホウ酸水の濃度を上げて中性子の吸収度を上昇させ、核分裂連

鎖の進捗を抑える方針だが、これが過酷事故時などでも平時と同じように対応できるかど

うかは定かではない。そもそもホウ酸のストックの状態も不明のままだ。 

 

加えて、ＭＯＸについては、使用済み後にどこに搬出するかも決まらず（受入先がな

い）、永久に福井県高浜町にある原発の使用済み核燃料プールに危険な状態で置かれたま

まになる可能性が高い。しかし、このことについては、地元及び周辺自治体は承知してい

ない（過酷事故時に影響を受ける関係自治体にとっては大きな懸念となっている）。 

 

１０． 重大事故対処施設 

「緊急時対策所」（免震重要棟）や「第二制御室」、あるいはフィルター付きベント装置の

設置の先送りは許されない。当面の「間に合わせ」で、高浜原発１，２号機の原子炉補助

建屋内に用意される「代替緊急時対策所」は、狭くて設備が不十分で役に立たず、水道や

シャワーもなく、トイレも仮設で長期使用には耐えられない。こんな状態で過酷事故が起

きたらどうするのか。重大事故時に必要不可欠な施設がないまま、何故に「審査合格」な

どと言えるのか。福島第１原発事故の際は、免震重要棟がなかりせば、現場作業員の原発

敷地内での居場所がなくなり、重大かつ深刻な事態に陥っていたであろうとされている。

そのような重要施設を再稼働審査で先送り容認していてどうするのか。 

 

１１． 格納容器破損防止 

ただ単に、格納容器内に「水シャワー」のような装置を付けるだけで、いざ炉心溶融が

起きたら、防ぐ手立てがないままに、溶け落ちるのを待つようなことにするという。また、

消防車など過酷事故時にはほとんど役に立たない。こんなもので炉心溶融を起こした核燃

料や、大量発生する水素ガスの爆発から格納容器を防ぐことはできない。また、欧米の原

発では標準装備となっている、溶融核燃料を格納容器の底で受け止める「コア・キャッチ

ャー」の設置はどうなっているのか。「世界最高水準」の安全基準なのに、何故「コア・

キャッチャー」の設置が義務付けられていないのか。 

 

規制庁は、「電源車をつないで注水をする段階で炉心溶融は始まっており、炉心に注水

するよりも格納容器に水をためる方がよいという判断だ。炉心への注水は水素の発生など、

逆効果もある」という。しかし、こうした炉心溶融に入ったら、すぐに圧力容器を放棄し

て何もせず、あわただしく格納容器の底部に水を張って、そこに溶融した炉心核燃料が落

ちてくるのを待つだけという稚拙な対応は、まずもって自分達が策定した規制基準に違反

していると同時に、これが最も有効な対策であるという科学的・技術的・実証的な証拠が

どこにもない。そもそも全電源喪失や炉心溶融開始からわずかな時間の範囲内で、格納容

器底部に十分な冷却水を用意して溜めることができるのかどうかも怪しいのである（炉心

溶融が起きていることの判断の遅れや、水を溜める時間的余裕が乏しいことなどに加え、
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地震の揺れで格納容器底部が一部破損した場合などは、どう見ても困難が伴う）。作業員

の判断が大きく事態を左右するような想定になっており、これはそもそもの原発の設計思

想（フェイル・セイフやフール・プルーフ）とも相反している。規制庁は特定の方向に偏

った解析コードを使って楽観的なシミュレーションをしているだけであり、複数のモデル

による最低限のダブルチェックさえしていないのだから話にならない。これは炉心溶融事

故に対する「お手上げ」状態を意味し、安全確保の放棄に近い。 

 

注１：炉心溶融が始まると、ＥＣＣＳによる炉心冷却を放棄して、格納容器内のシャワー

式冷却水落下に切り替え、早急に格納容器下部のキャビティに水を貯めるのだという。し

かし、何故、ＥＣＣＳによる炉心冷却と格納容器内シャワーを同時並行してできる装置に

しないのか。言い換えれば、格納容器下部のキャビティに水を貯める装置を追加的に設置

することをしないで、何故既存のＥＣＣＳからの切り替えにするのかについての説得的な

説明はない（コストをかけたくない以外に考えられない）。 

 

注２：炉心溶融開始後、冷却が放棄された核燃料が格納容器下部に溶け落ちるまでに、は

たして格納容器下部のキャビティに十分な冷却水を貯めることができるのかどうかについ

ては疑問が多い。そもそも既存の原発では設計上そのようなことは想定されていないから

だ。もし仮に貯水が間に合わなかった場合には、溶け落ちた核燃料に含まれるジルコニウ

ムと格納容器下部のコンクリートが「コア・コンクリート反応（ＭＣＣＩ）」（＊）を起こ

し、大量の水素ガスや一酸化炭素ガスを発生させる。この２つのガスは爆発性であるが、

水素ガスについては、高浜原発の場合には、このＭＣＣＩによる発生水素を十分に考慮せ

ずに（考慮すると格納容器内の水素ガス濃度が禁止限度（13％）をオーバーする危険状態

となるため、逆算して、大丈夫な範囲内でＭＣＣＩによる水素発生を「想定」した様子が

見て取れる ⇒ 川内原発の審査ではジルコニウムの 25％が反応すると仮定したが（圧力容

器内での溶融時にジルコニウムの 75％が反応すると考えて合計で 100％）、高浜では６％

（圧力容器内の 75％と併せて 81％）のみの反応しか想定していない）、根拠に乏しい「ニ

セモノ安全審査」でお茶を濁している。また、ＭＣＣＩにより発生する一酸化炭素に対し

ては全くの無警戒というお粗末ぶりだ。このままでは、過酷事故時の水素爆発・一酸化炭

素爆発は避けられないかもしれない（福島第 1 原発の水素爆発は「建屋」の爆発だったが、

上記は「格納容器」内部の爆発である。格納容器を粉々にしてしまう決定的な破滅的爆発

となるが、原子力規制委員会・規制庁の危機感は乏しい。危なくて見ていられない） 

 

（＊）「コア・コンクリート反応（ＭＣＣＩ）」 

 コア・コンクリート反応Ａ（コリウム・コンクリート反応ともいう）というのは，2600℃ 

ないし2800℃ という超高温の溶融炉心（核燃料の他に被覆管のジルコニウム合金の残骸（酸

化物）や周辺の構造材を溶かし込んだもの，デブリあるいはコリウムとも呼ぶ）が格納容器

内に落下して，下部キャビティ（原子炉圧力容器の直下にある部屋）の構成材料であるコン

クリートを溶かし破損させる現象である。溶融炉心は崩壊熱を出し続けるので，溶けたまま
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格納容器を突き抜けて地下水脈に達するおそれがある。 

（井野博満・滝谷紘一論文：岩波月刊誌『科学』（2014.3）より） 

 

注３：逆に、格納容器下部キャビティに水が十分に貯水できたとした場合には、そこに溶

融核燃料が落ちると水蒸気爆発を起こす危険性がある。これについても原子力規制委員

会・規制庁は、科学的実証的な根拠を示すことなく水蒸気爆発はほとんど起こりえないと

する。上記と同じく格納容器内での爆発であり、この「楽観論」も危険極まりない。 

 

現状設置されているＥＣＣＳの非常時における機能有効性を再チェックするとともに

（特に水素ガスの配管内充満問題など）、その機能アップ（より高い高圧注水）や複数化に

より、炉心冷却機能を強化するというのが正論のはずである。その他、圧力容器・格納容

器の耐圧性・耐熱性・気密性のアップや、より安全な減圧装置や、異なる原理によって動

く冷却系の追加整備（例：非常用復水器（ＩＣ）の全原子炉への設置義務化）なども考え

られる。要するに「止める」「冷やす」「閉じ込める」の 3 原則を強化する、様々な設計上・

設備上の追加的対策の強化が必要なのである。しかし、そうすればコストがかかるため、

上記のような危険極まりない「手抜き」過酷事故対策が容認されているものと考えられる。

本末転倒もはなはだしい）。 

 

１２． 水素爆発対策 

（１）発生する水素量の過小見積り 

 圧力容器内での炉心溶融時に、水素ガスを大量発生させる水ジルコニウム反応の進展度

合いを、燃料棒被覆管のジルコニウムのＭＡＸ75％に限り反応するという（言い換えれば、

どんなことがあっても残りの 25％は反応せず水素ガス発生に寄与しない）「楽観的」な見

通しで仮定を置き、更に、残り 25％についても、炉心溶融・メルトダウン後のコア・コン

クリート反応（ＭＣＣＩ）ではわずか６％しか反応しないなどという、更に「楽観的」な

想定を置いて、発生水素量を計算している（川内原発では 25％すべてが水素発生に寄与す

ると見ていたのに、高浜原発ではそうではない。その理由は、川内原発と同様の想定を置

くと、発生水素ガスが増えて、格納容器内の水素ガス濃度が危険限度の 13％を超えてしま

うからである：上述）。加えて申し上げておくと、高温下で水と反応して水素を発生させる

のはジルコニウムだけでなく、他の金属でもありうるのだが、それについては全く無視さ

れている状態である（余裕がない）。 

 

（２）「コア・コンクリート反応（ＭＣＣＩ）」による水素ガス評価と２つの解析コード 

炉心溶融時の事故解析を行うコードには、もっぱら電力会社が使用するＭＡＡＰと呼ば

れる解析コードと、規制側が使用するＭＥＬＣＯＲという解析コードがある。両者を比較

すると、圧力容器の破損速度をＭＥＬＣＯＲの方がＭＡＡＰよりも速く見ていることから、

溶融炉心の落下が早く、その分、格納容器キャビティへの注水時間に余裕がないことに加

え、落下した溶融炉心が床で引き起こすＭＣＣＩについては、ＭＥＬＣＯＲの方が、より
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大量に水素が発生するプロセスを想定している（ＭＥＬＣＯＲはＭＣＣＩの反応が止まる

ことはないと想定し、ＭＡＡＰは基本的にＭＣＣＩによる水素をカウントしない）。つまり、

ＭＥＬＣＯＲの方がＭＡＡＰと比較すると、より安全側に向かって保守的であると言える。 

 

しかし、ＭＥＬＣＯＲについても、ＭＡＡＰについても、その想定が極端なことから、

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のレポートでは両解析コードは実用の域に達していないとさ

れ、また原子力規制委員会の更田豊志委員も、「解析コードがＭＣＣＩを取り扱うレベルに

達していない」と言明していた。にもかかわらず、今回の高浜原発３，４号炉の審査では、

このＭＡＡＰを解析コードとして使い、その際のパラメータをいじることで厳しい条件を

設定したと説明し、その結果をもって「問題ない」とされている。これはどう考えてもお

かしい。実際、保守的な方の解析コードであるＭＥＬＣＯＲで計算すると、発生する水素

ガスの濃度が限界濃度の 13％を超えてしまい（ＭＣＣＩによる発生水素がカウントされる

ため）、かつ、溶融炉心の落下も早くて格納容器下部キャビティに十分な冷却水を貯留する

時間の余裕がないことが分かっている。これでは審査の妥当性に疑義が出てもいたしかた

ないのではないか（所詮は解析コードの演算なので判断に限界があるが） 

 

（３）水素爆発防止設備・対策 

「関西電力は、水素爆発による格納容器破損を防ぐため、水素濃度を下げる装置や設備、

可搬式の水素濃度測定装置などを整備する方針を示した」とされているようだが、聞くと

ころによれば、加圧水型原子炉の場合、水素爆発防止のため「イグナイター」（点火プラグ）

のようなものを格納容器内に装着し、水素ガスを早い段階で格納容器内部で燃やしてしま

うのだそうである。格納容器が大きいからできるのだ、と豪語しているらしい。しかし、

下手をすると、水素大爆発の点火プラグとなって格納容器を吹き飛ばしてしまう危険性が

ある（格納容器内部の水素ガス濃度の把握を間違った・失敗した時などが危険である。言

及されている水素濃度測定装置が、加圧水型の格納容器のような巨大なハコモノでも有効

に機能するのかどうかは怪しい限りである。局所的な水素濃度は計測できても、格納容器

内全部の水素濃度の分布状況が正確にリアルタイムで捕捉できるかどうかは不明だ）。ど

うも水素ガス対策がいい加減である。また、もう一つの大爆発＝水蒸気爆発防止や、コ

ア・コンクリート反応で大量に出てくる一酸化炭素の爆発防止についてはどうなのか。 

 

（４）格納容器にチッソガスを充てんせよ 

 ご承知の通り、加圧水型に比べて格納容器の大きさが小さい沸騰水型原子炉の場合には、

水素爆発を防止するため、格納容器内にチッソガスを充てんさせている。他方、加圧水型

の場合には、格納容器が大きいから水素爆発はあり得ないとして（あるいは爆発防止の対

策が打てるとして：上記）、チッソガス充てんはなされていない。しかし、これは見方によ

っては、格納容器が大きい分だけ水素が爆発した時の、その爆発が大きい＝危険性が格段

に高い、ということを意味するのだから、万が一にも水素爆発が格納容器内部で起きない

ようチッソガスを充てんしておくべきである。 
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１３． 放射性物質の拡散抑制 

「格納容器や使用済み核燃料プール内の燃料破損で放射性物質が放出された場合に、その

拡散を抑えるため、関西電力は屋外から格納容器に放水する放水砲や可搬式の注水ポンプ、

電源車を整備する。放水で海に放射性物質が広がることを防ぐためシルトフェンスも整備

する」という。しかし、壊れてしまった格納容器にポンプ車や放水砲で水をかけたところ

で、いったい放射性物質拡散がどれだけ押しとどめられるのか。笑止千万だ。放射性物質

の環境への拡散が止められないので、なすすべがなく、仕方がないので、何かをしている

格好でもしなければならないと、かようなことを思いついたということだろう。過酷事

故・炉心溶融の後に格納容器破壊が続けば、その段階で日本は「予定終了」となる。福島

第１原発事故は不幸中の幸いで、その一歩手前のところで偶然止まったにすぎない。 

  

 肝心なことは、圧力容器や格納容器を破損させないこと、そのためには上記で申し上げ

たように、圧力容器や格納容器の耐圧性・耐熱性・気密性のアップのための改善が第一で

あり、また、今回の審査では無条件に猶予されたフィルター付きベント装置を設置させて、

圧力容器や格納容器の破損を防ぐ手だてが必要不可欠となる。もちろん、フィルターの機

能は、環境放出放射能をほぼ無視できる水準まで低減させる厳重・重層なものでなくては

意味がなく、柏崎刈羽原発で東京電力が検討し、その機能をめぐって新潟県庁と係争とな

っているような「ちゃち」なフィルター（単に放射能汚染のプルームを小さな水のプール

に通すだけ）では話にならない。何故なら、数千兆ベクレル・数京ベクレルという、とて

つもない量の放射能が放出される際に、それを１／１０００程度に低減させたところで、

とてつもない量であることに変わりはないからだ。低減のレベルは、当然ながら、１／１

０００兆、１／１京、のスケールでないといけない。 

 

 それから、放射性物質の拡散抑制対策については、今現在も福島第１原発で大問題とな

っている汚染水対策の問題がある。既に市民団体による政府交渉で何度かテーマとなった

が、原子力規制委員会・規制庁からはきちんとした回答（具体的対策）が返ってこない。

つまり、考えていない、ということを意味している。高浜原発は敷地面積も狭く汚染水の

貯蔵タンクを多く設置するスペースなどない。つまり、福島第１原発と同様の事態となれ

ば、高浜原発の場合には、汚染水はすべて若狭湾へ垂れ流しされるということを意味して

おり、その結果、日本海の大半は福島第１原発沖よりもより深刻に、かつ速く「死の海」

と化すことが予想される。被害は福井県にとどまることなどあり得ない話だ。この１点を

取ってみても、高浜原発の再稼働は許されない。繰り返すが、立地場所が悪すぎる。 

 

１４． 電源設備および電源確保手順 

「重大事故発生時に必要な電力を確保するため、関西電力は空冷式の非常用発電装置や電

源車、蓄電池の他、他号機から給電できるようにケーブル整備も示した」という。繰り返

すが、外部電源関連施設を最高Ｓクラスの重要設備に指定せよ（耐震強化その他の対応が

必要）。その上で、上記のような非常用電源は、あくまで非常用の「時間稼ぎ」「応急手当」
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にすぎないと心得るべきである。本格的・継続的な外部電源確保に時間がかかり過ぎれば、

原発は過酷事故状態に陥ってしまう。 

 

１５． 大規模な自然災害やテ口対策 

これらについては審査が非公開で行われたために、その内容が不明である。日本の場

合には、テロよりも、こうした原子力ムラや国の「非公開」「秘密主義」の方がよっぽど危

険である。既に東京電力などは、特定秘密保護法施行を先取りして、福島第１原発関連情

報をはじめ、原発・核燃料施設に関する情報を隠蔽・秘匿し始めている様子がうかがえ、

昨今の全国紙各紙では原発・核燃料施設や放射能・被ばく関連の記事が激減している。関

西電力もまた、上記で申し上げたように、その隠蔽体質・非公開の態度・説明責任の放棄

は目に余るものがある。 

 

１６． 審査結果 

無理が通れば道理が引っ込む。装備しなければならないもの、改善しなければならな

いものをたくさん棚上げにしておいて、何故に「新規制基準適合」なのか。最初から結論

を決めてかかっているとしか言いようがない。そもそも「新規制基準への適合」などは、

原発・核燃料施設の安全確保とは無関係に近いので、100％安全かどうかをチェックして再

度結論を出すべきだ。原発・核燃料施設の再びの過酷事故は、その影響度の深刻さから鑑

みて、絶対に許されない。少しでも過酷事故を起こすことがあるというのなら、そんなも

のは動かしてはだめなのだ。 

 

１７． その他 

使用済み核燃料プールの耐震性や非常時対応はどうなっているのか。何故、「乾式貯

蔵」への移行を義務付けないのか（このままでは、仮に原発・核燃料施設が再稼働されな

くても、またもや、福島第１原発４号機の使用済み核燃料プールと同じ状態に陥るものが

出てきてしまう）。 

 

上記で申し上げたが、過酷事故時において原子炉の状態を観察し、把握するための計器

類（圧力計、水位計、温度計など）についての抜本的な見直しがなされておらず、従って

また、それらの規制基準が存在しない（あるいは厳格化されていない）。おそらくは、原

子炉が想定された事態から悪い方に外れると正常に機能しないという「欠陥構造」「欠陥設

計」のままである。そのため、過酷事故時の対応に重大な支障をきたす可能性がある。こ

れは福島第 1原発事故時における教訓であるとともに、1979年のスリーマイル島原発事故

時の教訓でもあるはずだ。 

 

また、これに関連して、原発敷地内外における放射能の測定・空間線量把握のための

計測機の設置や、原発施設自体・原子炉自身の地震による揺れを観測する震度計などにつ

いてはどうなっているのだろうか。地震で停電したら、計測器が電源切れで停止してしま
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いました、なんて、まったくバカバカしい事態に陥ったり、津波が来たら、ただちに海水

をかぶってしまうような場所に、何の手当てもされずに設置されていたりしているのでは

ないのか。また、柏崎刈羽原発事故に見られたような、震度記録計の紙がおかしくなって、

記録が上書きに次ぐ上書きで見えなくなるなどと言った、これまたバカバカしい結果にな

らないよう、こうした各種の観測計器類の設置は適切に行われているのか。特に放射能の

測定・空間線量把握のための計測機類の設置は、住民の避難を決める重大な役割をもった

基礎データ把握のための計器類であり、設置の適切性に加えて、その数が十分に確保され

ていなければならないはずである（放射性物質が拡散していく範囲は広く、広域での設置

となるため、数千～数万台の計測機類設置が必要）。また、それをタイムリーに観測して、

適切・確実に意思決定を行う対策本部に伝え、あるいは事故の影響を深刻なまでに受けて

しまう地域住民に周知徹底する態勢はできているのだろうか。 

 

福島第 1 原発事故の際、原発施設すべてについて、その制御系の機器類の耐震性や過酷

事故時の機能性については、どのようにチェックされているのだろうか。伝えられている

ところによれば、福島第１原発事故の際には、空気圧によって動く制御系の配管が地震の

揺れで一部破損し、空気圧が上がらなくなって機器類を動かせなくなったとか、逃し安全

弁がきちんと機能しなかった可能性が高い（特に 1 号機）など、大きな不安要素が放置さ

れたままである。新規制基準で、何故、明確に厳格化した規制をかけないのか。 

 

また、原発の装置を動かす電気コードはすべて不燃性のものに入れ替えられたのか。不

燃性の塗料を、人間の肉眼で見えるところだけに塗れば、それで事足れり、などという愚

かなことをしているのではあるまいな（そもそも可燃性の電気コードを使用している原

発・核燃料施設をすべて公表せよ）。 

 

１８． （結論） 

何故に、ここまでして、原発などを稼働させなければいけないのか、全く理解できな

い。何よりも危険極まりなく、それがいつまでたっても是正されない、高コスト、低いエ

ネルギー効率、不安定で融通がきかない、使用済み核燃料と核のゴミの大量発生＝未来世

代への負担、マネジメント能力の欠如や欠陥、手抜き規制と管理を感じさせる現状、十分

に足りている電力、将来性の欠如（滅びゆく不効率巨大発電システム）どころか将来性の

ある新エネルギーの展開を妨害、見え隠れしている利権システム、避けられない大量の被

ばく労働、非公開・隠ぺい体質と事実のねじ曲げ、地域住民や有権者・国民の生命・健康・

財産の軽視、などなど、どう考えても原発など、やるべきではないのではないか。 

 

高浜原発３、4 号炉の設置変更許可申請審査書（案）は川内原発と同様に撤回せよ。西

日本や中部日本での原発・核燃料施設が過酷事故を起こせば、日本全土が放射能汚染に見

回れ日本は事実上滅びてしまう。こんなものは廃炉・廃棄以外にありえない        

以 上 


