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これを書いている現在は，都知事選が公示され
たところであり，細川元首相，小泉元首相が「脱
原発」「再稼働なし」を公約に掲げる，という，
2011年以前ならば想像もつかなかったことが現
実になりました。これがどのような政治的意図で
行われたことか，またその結果がどうなったかに
かかわらず，元首相が「再稼働なし」を訴えて選
挙にでた，ということには，原子力発電というも
のの問題点が広く理解されることにもつながる大
きな意義があるように思います。

細川氏の「脱原発」の理由は，「会見要旨」に
よれば，

ひとたび事故が起こったら，国の存亡に関わ
る大事故になる可能性をはらんでいること，

原発がクリーンで安全だという神話はもはや
完全に崩れ去ったこと，

核のゴミは捨てる場所さえみつからないこと，

と，意外なほど真っ当なものです。「意外な」と
いいたくなるのは，政府・自民党の原発に対する
姿勢や，その裏付けとなっている原子力規制委員
会によるいわゆる新規制基準は，真っ当なものと
はとうていいいがたいものであるからです。とい

うことで，今回は新規制基準の論理を検討します。

まず，新規制基準がどのようなものであるかに
ついての，原子力規制委員会による説明＊1をみて
みましょう。いろいろなことが書いてあるのです
が，重要なことは，

昨年 6月に事故の教訓を踏まえた法改正が
行われ，人の安全に加え，環境を守ることを
目的に追加するとともに，シビアアクシデン
トを規制対象とすること，新基準を既設の原
発にさかのぼって適用する制度などが規定さ
れた。

とあるように，「シビアアクシデントを規制対象
とすること」です。しかし，「シビアアクシデン
ト」がなになのか実は現行の法律・規則ではよく
わからなくなっています。

「シビアアクシデント」には通常「過酷事故」
という言葉があてられますが，現行の「核原料物
質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」
では「重大事故」という言葉があり，「第四十三

原子力規制委員会によるいわゆる新規制基準
は，真っ当なものとはとうていいいがたいも
のです。新規制基準は，既存の原子炉（少なく
ともその多く）を，それほどのコストをかけない
改修でパスさせることができるようなものに
なっています。効果がないわけではないにし
ても，十分かどうかは疑わしいものです。改
修の考え方に，福島事故の教訓が生かされて
おらず，3. 11以前と変わらないのです。こ
れで事故が防げる，というのはあまりに楽観
的な考え方にみえます。
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＊1―http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/data/0013_08.pdf
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条の三の六の三」に以下のような記載があります。
「過酷事故」も「シビアアクシデント」もでてこ
ないので，おそらくこの「重大事故」がシビアア
クシデントを表す言葉でしょう。

その者に重大事故（発電用原子炉の炉心の著しい損傷
その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。

第四十三条の三の二十二第一項において同じ。）の発生
及び拡大の防止に必要な措置を実施するため
に必要な技術的能力その他の発電用原子炉の
運転を適確に遂行するに足りる技術的能力が
あること。

この記載からは，重大事故がなにかは「原子力
規制委員会規則で定め」ていないといけないと思
われます。探してみると「実用発電用原子炉の設
置，運転等に関する規則」に

第四条　法第四十三条の三の六第一項第三号
の原子力規制委員会規則で定める重大な事故
は，次に掲げるものとする。
　一　炉心の著しい損傷
　二 　核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体
又は使用済燃料の著しい損傷

とあります。要するにいわゆるメルトダウンが重
大事故である，ということです。しかし，「実用
発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び
設備の基準に関する規則」には

重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常
な過渡変化及び設計基準事故を除く。以下同じ。）又は重
大事故（以下「重大事故等」と総称する。）

という記載があり，規制基準で扱う「重大事故
等」は重大事故にいたるおそれがある事故（ただし
設計基準事故などは含まない）も含むということで，結
局「設計基準事故」に含まれないもっと危険な事
故，ということになってしまうように思われます。

ちなみに，「設計基準事故」の定義は

「設計基準事故」とは，発生頻度が運転時の
異常な過渡変化より低い異常な状態であって，
当該状態が発生した場合には発電用原子炉施
設から多量の放射性物質が放出するおそれが
あるものとして安全設計上想定すべきものを
いう。

となっています。そうすると，設計基準事故でな
いものは「安全設計上想定すべき」というわけで
はない，ということに論理的にはなり，仮に「重
大事故」が「設計基準事故」でないなら「重大事
故」は安全設計上想定しなくていい，と書いてあ
ることになります。ところが，

「重大事故等対処施設」とは，重大事故に至
るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び
設計基準事故を除く。以下同じ。）又は重大事故（以下
「重大事故等」と総称する。）に対処するための機能
を有する施設をいう。

とあり，「安全設計上」は想定しなくていいが
「対処するための機能」はなくてはならない，と
書いてあるようにみえます。

こういう，なんだか不可解にみえる規則になっ
ているのは，おそらく以下のような要請からであ
ると思われます。新規制基準では「バックフィッ
ト」を謳っています。これは，「既存の原発も，
新規制基準に適合しなければ運転を認めない」と
いうものです。たとえば建物の耐震基準について
は，建設された時の耐震基準にあっていればよく
て，建設後に基準が変わってもそれにあうように
する必要があるわけではありませんが，そうでは
なくて既にあるものでも新規制基準に合わせろ，
というわけです。これは一見厳しい方針にみえま
すが，実際にはバックフィットが可能になるよう
な基準を設定する，という結果になっているよう
にみえます。つまり，設計で考慮していなくても，
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あとづけで安全装置をつければいいことにします，
という構造の基準になっているわけです。

さて，では，問題の「重大事故」への対応はど
のようなものか，をみてみましょう。「実用発電
用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規
則」の第 3章（第 49～78条）のうちの第 63～71条あ
たりのようです。

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設
備）
第六十三条　発電用原子炉施設には，設計基
準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ
熱を輸送する機能が喪失した場合において炉
心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損
（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を
防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送
するために必要な設備を施設しなければなら
ない。
（原子炉格納容器内の冷却等のための設備）
第六十四条　発電用原子炉施設には，設計基
準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の
冷却機能が喪失した場合において炉心の著し
い損傷を防止するため，原子炉格納容器内の
圧力及び温度を低下させるために必要な設備
を施設しなければならない。
2　発電用原子炉施設には，炉心の著しい損
傷が発生した場合において原子炉格納容器の
破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧
力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下さ
せるために必要な設備を施設しなければなら
ない。
（原子炉格納容器の過圧破損を防止するため
の設備）
第六十五条　発電用原子炉施設には，炉心の
著しい損傷が発生した場合において原子炉格
納容器の破損を防止するため，原子炉格納容
器内の圧力及び温度を低下させるために必要
な設備を施設しなければならない。
（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する

ための設備）
第六十六条　発電用原子炉施設には，炉心の
著しい損傷が発生した場合において原子炉格
納容器の破損を防止するため，溶融し，原子
炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却する
ために必要な設備を施設しなければならない。
（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防
止するための設備）
第六十七条　発電用原子炉施設には，炉心の
著しい損傷が発生した場合において原子炉格
納容器内における水素による爆発（以下「水素爆
発」という。）による破損を防止する必要がある
場合には，水素爆発による原子炉格納容器の
破損を防止するために必要な設備を施設しな
ければならない。
（第 68, 69条省略）

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備）
第七十条　発電用原子炉施設には，炉心の著
しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵
槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合にお
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施設しなければならな
い。
（第 71条省略）

この基準を文字通りにとると，たとえば，第
64条で「発電用原子炉施設には，冷却機能が喪
失した場合において炉心の著しい損傷を防止する
ため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ
せるために必要な設備」があるので，決して原子
炉格納容器内の圧力及び温度が上昇することはな
い，ということになるわけですが，そんなすばら
しい話はあるのか？ ということが問題です。こ
れは，この規則をどう解釈するか，実用発電用原
子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の
解釈＊2によっているわけです。たとえばこの第

＊2―http://www.nsr.go.jp/nra/kettei/data/20130628_jitsuyou 
naiki02.pdf
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64条に対応する「解釈」は，

第 64条（原子炉格納容器内の冷却等のため
の設備）
1　第 1項に規定する「原子炉格納容器内の
圧力及び温度を低下させるために必要な設
備」及び第 2項に規定する「原子炉格納容
器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度
を低下させるために必要な設備」とは，以下
に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を
有する措置を行うための設備をいう。
　（1）重大事故等対処設備
ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプ
レイ注水設備（ポンプ又は水源）が機能喪失
しているものとして，格納容器スプレイ
代替注水設備を配備すること。
ｂ）上記 a）の格納容器スプレイ代替注水設
備は，設計基準事故対処設備に対して，
多様性及び独立性を有し，位置的分散を
図ること。

　（2）兼用
ａ）第 1項の炉心損傷防止目的の設備と
第 2項の格納容器破損防止目的の設備
は，同一設備であってもよい

というものです。つまり，実際に要求されている
ことは「格納容器スプレイ代替注水設備を配備す
ること」だけです。

さらに，70条では，「炉心の著しい損傷及び原
子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著し
い損傷に至った場合において工場等外への放射性
物質の拡散を抑制する」設備を要請していますが，
「解釈」では以下のようになっています。

第 70条（工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備）
1　第 70条に規定する「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」
とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備をい
う。
ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備す
ること。
ｂ）放水設備は，原子炉建屋周辺における
航空機衝突による航空機燃料火災に対応
できること。
ｃ）放水設備は，移動等により，複数の方
向から原子炉建屋に向けて放水すること
が可能なこと。
ｄ）放水設備は，複数の発電用原子炉施設
の同時使用を想定し，工場等内発電用原
子炉施設基数の半数以上を配備すること。
ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する
設備を整備すること。

これは，「原子炉建屋に放水できる設備」です。
つまり，原子炉がメルトダウンし，格納容器も破
損した場合に備えた準備は「建屋への放水設備」
となっています。2011年 3月に高圧放水車から
水をかけていましたが，要するにあれができれば
いいと書いてあるわけです。放水に意味があるの
は，建屋の屋根とか壁が既に爆発で吹き飛んだあ
とでしょうから，これで本当になにかを防ぐこと
ができるのかどうかは疑わしいところでしょう。

他の条文も同じ構造になっていて，

第 63条　最終ヒートシンクへ熱を輸送する
ための設備
第 64条　原子炉格納容器内の冷却等のため
の設備
第 65条　原子炉格納容器の過圧破損を防止
するための設備
第 66条　原子炉格納容器下部の溶融炉心を
冷却するための設備
第 67条　水素爆発による原子炉格納容器の
破損を防止するための設備
第 70条　工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備
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という具合に，福島での事故でこれが起こった，
ということに対して，「それを防止する設備」と
いうのが書いてあり，それが津波や地震のあとで
もきちんと動作して機能をはたすことを要請して
いることになっています。が，第 70条の例から
わかるように，意味があるかどうかがよくわから
ないものが，設備として存在すればよい，という
ものになっているわけです。

原子炉の原理的な安全性，という観点からは，
新規制基準の根本的な問題は，「受動的安全性」
について触れさえしていないことでしょう。受動
的安全性とは，「ATOMICA」＊3によれば，

受動的安全性（passive safety）とは，液体の自然循
環あるいは大気の自然対流通風，水の蒸発，
物質の熱膨張あるいは重力落下，物質中の熱
輻射，蓄圧されたエネルギー等，単純な物理
原理に基づいた安全機能をもつ特性を意味し，
事故時の原子炉停止（軽水炉，高温ガス炉で採用），
炉心あるいは原子炉格納容器の冷却（軽水炉，
高温ガス炉，高速炉で採用）等にこれらの安全原理
を採用することを指している。なおこれらの
安全特性を，静的安全性，固有安全性（inherent 

safety）と呼び，これらの安全原理を採用した
原子炉を受動的安全炉と呼んでいる。

というものです。要するに，電源や動力がなくて
もなにもしないでも長期にわたって冷却できるよ
うにしよう，というものです。これに対して，従
来の原子炉の安全設計は「多重防護」ないし「深
層防護」で，要するに沢山安全装置をつけておけ
ばどこかでなんとかなってくれるのではないかと
期待する，というものなのですが，福島ではその
多重の装置が津波による電源喪失ですべて機能し
なくなりました。

「受動的安全性」は決して新しい概念ではなく，
30年くらい前からあるものであり，また現在，
東芝が中国で建設中の AP-1000炉はその考え方
を相当程度まで取り入れたものになっています。
が，日本の新規制基準は，新規に建設する原子炉
についてもそのような要求をしないものになって
います。言い換えると，極めて時代遅れな安全性
の考え方によっています。

時代遅れなままになっているのは，すでに述べ
たように「既存の原子炉も新規制基準に適合しな
ければいけない」という原則が，逆に，「新規制
基準は既存の原子炉を適合させることができるも
のでなければならない」という基準に対する要請
にすりかわっている，ということを意味します。
しかも，単に適合させることができるだけでなく，
あまりコストも時間もかけないでできることで，
という暗黙の要請があり，受動的安全性をもたせ
るような根本的な改修は要求されません。

もちろん，AP-1000の受動的安全性にも問題
がないわけではありません。単に原子炉建屋の上
に巨大なプールを作って水を貯めておいて，何か
あってもその水を格納容器に落とせるようにする，
という話ですから，ではたとえばそのプールと格
納容器の間の配管が地震で壊れたりしないのかと
いう問題はあるわけです。

まとめます。新規制基準は既存の原子炉，少な
くともその多くを，それほどのコストをかけない
改修でパスさせることができるようなものになっ
ており，効果がないわけではないにしても十分か
どうかは疑わしいものです。改修の考え方が時代
遅れな「多重防護」によっているため，それらが
共通の原因ですべてダメになったという福島事故
の教訓が生かされていません。「5重の壁」を謳
っていた 3. 11以前と変わらないのです。これで
事故が防げる，というのはあまりに楽観的な考え
方にみえます。＊3―http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title 

_Key=02-08-03-01


