
驚くべき関西電力の報告書

• r弁の分解点検結果・当該弁については、第18回
定期検査（平成20年［2008年）8月～平成21年1

月）において分解点検を実施していることを確認しま
した』→およそ8年間点検していない、すなわち今回
の再稼働前には点検していない

・ζの言い訳に注目のこと→「現場の状況を確認した
結果、当該弁は…狭随な楊所に設置されているζと
からボルトの締め付け作業にあたり、一部のボルト
に適正なトJレクがかかっていなかったものと推定し
ました』→まるで人ごとのよう

・設備年齢31年

関電の驚くべき対応→原因は不明のまま、ブレ

ーカーの設定値を3倍高くすることで対応

従来から使ってきた10Aのブレーカーが作動したので、その
原因も特定せず、30Aのブレーカーに交換するようなもの 阿

高圧力、ス保安法は高圧弁の1年1回の定期

点検を義務付け・・・原発は化学プラント以下

．「高圧Jの定義一ガスでは10気圧（1MPa）、液

体では2気圧（0.2MPa）以上→該当する

・高圧部の弁（パjレブ、）については法令により

年1回の定期点検が義務づけられている

－弁類の内部の腐食状況を確認し整備する

・弁類のグ、ランドパッキンの状況、弁棒のネジ

の摩損状況を検査する

－腐食などがある場合、耐圧試験をする、等

資格訟験指導会絹『寓圧ガス受験対策ノート＆問題集』参照

日経新聞までが関電への懸念を表明

．日本経済新聞社説「原発止めた地裁判断への疑
問J2016年3月13日付

・同社説は地裁判決をいろいろ批判しつつ次のよう
に述べている

・『関電や国が亘く受け止めるべき点も多い。高浜4

号機は2月末に再稼働したが、直後に緊急停止し
た。大津地裁が指摘したように、関電は安全確保に
厳しく向き合っているのか、心配だ」

・財界の代表とも言える日経による批判は重要

高浜4号機の送電網後続トラブル→逆電流が流れて
ブレーカーが作動→原子炉が緊急停止(TV撮影中）

〈並M・t予防〉
<I/JI,-(G8 7) ll>'Jレ （M878) 
・定期検箆にI，い1【取臼えを実胞 ・G87の代箇としてMl£巡用
・究！l¥lU%出力に1【健全笹沼目樹E使用予定 ・動作Nl!'tして.＇！＇J::圧磁の宜信電li(I OSH）の

3 0 %  (3』6A)とした

~ " 
送電惚

何一
一

》
「

v
hv
寸

盆
的
U

以上の事例から明らかなこと→現在進めら

れている再稼働の恐ろしい危険性

－設備の老朽化が危機的なレベルに到達（当然脆性破演も）
．電力会社による再稼働時の保守点検がまともに行われてい
ない（現場のコスト削減が保守管理体制を危うくしている）

・電力会社l立、妓術的トラブルに対して真剣に対応しようとし
ていない→『安全確保に真剣に向き合っていないJ（日経）
事故が起こっても何の健康被害もない→「事故が起こっても
よいJが再稼働の大前提である（としか考えられない対応）→
政府の計画では約20年に1回の福島クラス事故確率を想定

．原発一般が危険であるが、『事故が起こってもよいJことを前
援とした再稼働は、原発一般の危険性を倍加する恐るべき
危険をはらむ

・あわぜて熊本地震への対応はこれを示している｛付言）



3.展望－現在進行中の自然エネルギー

をベースにした電力技術革命

・原発がコストに見合わない（使用済み燃料を資産換

算しても）ζとが明らかに（再稼働予定の伊方1号機
廃炉決定、新基準にあわせる対策費で2000億円）

．国際的には自然エネルギー（太陽光・風力・小規模
水力など）＋蓄電池＋天気・発電予報＋送配電綱

の組合せにより、 100覧まかなえる技術的基盤が完

成している（日本では報道されてさえいない）→生産

力自体の要求

・政府・原発推進勢力のもう一つのデマ一一「自然工

ネルギーは高コストだ」、マスコミは海外の自然エネ
ルギー革命の進展をほとんど伝えない

われわれが直面している歴史的課題

原発再稼働による第2第3の福島事故と全土

の放射能汚染・被爆被害・見えざる大量殺人

か

100%の自然エネルギーによる電力革命

か

これが文字通り生きるか死ぬかの選択

となっている
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①事故でも日常運転でも放射能放出とそれ
による被爆被害が避けられない原発を全廃

し、
②CO2を排出し大気汚染や環境破壊が避け
られない化石燃料依存を脱し、
③太陽光・風力・小規模水力・地熱・潮力な
どによる地域一体型の発送電網により完全
な再生可能エネルギーへと進んでいくこと
→今では技術的にも経済的にも可能、社会
的生産力の客観的な要求となっている→こ
こに、脱原発が勝利する現実的展望がある
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原発のコストには、 健康被容に対する補償は入っていない．また、すでに起

こった福島事故への補償は入っているが、今後の事故に対する補償積み立

て分も入っていない．この畿でl立、その部分も加えている．
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レスター・ブラウンの主張「エネルギー大転換」
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『再生可能エ才、ルギーを主な原動力とするエネルギー経済が世界で姿を現しつつある・＇J



風力発電所と答電池の組み合わせの実用化例
米国ウエストパージニア州ローレルマウンテン風力発電所の蓄電池群『世界と日本のエネルギー大転換』より『世界と日本のエネルギー大転換』より

も側、

間風力発電所の帯電システムはすでに2011年に稼働を開始している（出力3万何回kw)
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図29 草庭用電車羽金より宮慣になった日本の埠：鴎先発電
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図10 世界の自然エネルギー発電霊l草原発よりも大古い
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放射能か句子供壱守れ1

風力発電＝風車が出てきたので、 『ドン・キホーテ』
の作者セルパンテスの言葉を引用して終わります

「財産を失えば、人は大きなものを失う。友人を失え
ば、さらに大きなものを失う。だが勇気を失えば、人

はすべてを失うJ

f勇気』を持てば、失うものは何もないということ
皆さま、「勇気」を持って共に頑張りましよう

ご静聴、ありがとうございました


