
 - 1 -

         原子力規制委員会  宛て  

  

「九州電力株式会社川内原子力発電所１号炉及び２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 

 

送付先 〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル  

          原子力規制庁 安全規制管理官（ＰＷＲ担当）宛て 

2014年7月24日 

住  所──〒167-0035 東京都杉並区×××× 

氏  名──広瀬隆 

連絡先──Tel ×××× 

 

○意見 

 標題の「九州電力株式会社川内原子力発電所１号炉及び２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」 では 

 いただいた御意見が下記に該当する場合は、御意見の一部を伏せること、または、御意見とし

て取り扱わないことがあります。 

  意見が、対象となる原子力発電施設等の設置変更許可申請に係る規制基準適合性審査に

関する審査書案における科学的・技術的判断と無関係な場合 

 とある。以下に、このパブリックコメントの条件に従って科学的・技術的な意見を述べるが、そ

の前に、社会に対して原子力規制委員会および原子力規制庁（以下、規制委・規制庁、と呼ぶ）

が、「科学的・技術的な意見のみにパブリックコメントを限定する」なら、規制委・規制庁による適

合性審査の可否について、また規制委・規制庁側の科学的・技術的な資格について、以下のこ

とを冒頭に述べる必要がある。これを無視してはならない。 

 この意見書は、報道界にも送付するので、隠すことはできないことを断っておく。 
 

○意見１ 

 2014年7月18日に、更田豊志原子力規制委員出席のもとに開かれた「第6回東京電力福島第

一原子力発電所における事故の分析に係る検討会」（以下、検討会、と呼ぶ）が、１号機の電源

喪失について「津波が原因で、地震による影響は考えにくい」とする中間報告書案をとり

まとめたことに驚きを禁じ得ない。この報告書の内容は、検討会の憶測にすぎず、何ら確

証のないことである。実際には、国会事故調査委員会の委員であった田中三彦氏による20

12年7月5日の国会事故調査委員会報告書に書かれた通り、さらに、田中三彦氏の協力調査

員であった伊東良徳弁護士が岩波書店の「科学」2014年3月号などでたびたび公に報告し

てきたように、地震による配管破損および電源喪失が起こった可能性は、きわめて高い。

また元東京電力社員として原子炉運転の解析などにあたっていた木村俊雄氏が東京電力に

要求した結果、未公開だった「過渡現象記録装置」のデータが、2013年8月にようやく一

部公開され、それに基づいて岩波書店の「科学」2013年11月号に木村氏が発表した解析結

果によると、地震発生から1分30秒前後（津波来襲前！）に、冷却水の自然循環がなくな

っていることが判明している。木村氏は、これは、原子炉につながる小配管の損傷による

漏洩しか考えられない、としている。 

上記、田中三彦氏、伊東良徳氏、木村俊雄氏の三人とも、この「地震による配管破損説

および地震による電源喪失説」の結論を「間違いない」と確信していながら、報告書や論

文で「可能性」の表現にとどめているのは、誰一人、福島第一原発の事故現場に入って、

内部を確認することができないためである。一方、原子力規制委員会の検討会が、「津波

が原因で、地震による影響は考えにくい」とするならば、やはり、規制委・規制庁が福島
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第一原発の事故現場に入って、内部を確認しているかどうかが問題になるが、規制委・規

制庁は入って確認しているのか？ 入ってもいないのに、どうしてこのように一方的な見

解を「科学的・技術的に正しい」と主張できるのか。その主張の根拠を、規制委・規制庁

の密室ではなく、ＮＨＫ総合テレビの番組で、誰でも視聴できる午後７時以後の時間帯に、

前記の「津波原因説」の結論を導いた検討会の責任者が出席して、田中三彦氏、伊東良徳

氏、木村俊雄氏を交えた（可能な限り時間制限ナシの）テレビ公開討論会の形で、おこな

う必要がある。 

さらに検討会の外部専門家メンバーである奈良林直・北海道大学教授が、議題２－「東京電

力福島原子力発電所 事故の分析 中間報告書（案）について」の審議において、「一部国会事

故調の聞き取り調査で発言を強要するようなことがおこなわれていたと聞いている。不正にも関

係するので、こういった発言の正しさ、根拠、そういったものも明らかにしてもらいたい」などと、国

会事故調を根拠なく誹謗する発言をおこなったことは由々しき事態である。加えて規制委は、こ

の奈良林発言が動画として公開されていたため、田中三彦氏たちから激しい批判を受けて、「不

用意な発言があった」として動画から奈良林発言を削除した。これが、動画を削除してすむ問題

でないことは、誰の目にも明らかである。規制委・規制庁の体質が問題なのである。奈良林直教

授もテレビ公開討論会に出席する義務がある。 

 なぜなら、2014年7月16日に終えた適合性審査で、 も重要な論点と考えられる「川内

原発の耐震性」は、この福島第一原発事故の原因究明を出発点として議論し、検討しなけ

ればならないからである。「九州電力株式会社川内原子力発電所１号炉及び２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」（以下、審査書案、と呼ぶ）が、上記の

ように根拠のない恣意的な結論を土台としているなら、川内原発の適合性を議論する以前

に、規制委・規制庁は科学的・技術的に無資格な人間たちが審査をおこなってきたことに

なる。そのような批判を望まないならば、テレビ公開討論会をおこなって、衆人環視の中

で、己の正しさを実証してみよ。 

 

○意見２ 

 規制委の更田豊志委員は、2014年１月９日に「夏までにすべての原発の適合性審査がすん

でいるだろう」と発言した（各紙が翌1月10日に報道した）。驚くべきことである。この発言が意味

するのは、「原発の適合性審査中の委員が、原発の適合性審査をする前に結論を持ってい

た」ということになる。つまり規制委には、規制（regulate）する委員会としての資格がない。その

暴言からちょうど半年後の７月９日に審査終了のスケジュールとなったのは、そのためである。

それが一週間延期されて7月16日の適合性審査合格の発表がなされたのである。 

 そして 7 月 16 日に審査書案を了承した日の記者会見で、田中俊一委員長は、今後、早期の

合格が見込める原発として関西電力高浜原発３・４号機と九州電力玄海原発３・４号機を挙げた。

いずれも川内原発と同型で、構造上、共通する部分が大きいことから、「ひな型ができたので、こ

れからはスムーズに進む」という見通しを示した。田中俊一委員長は審査書案作成の第１号とな

る原発をモデルケースと位置づけ、審査を優先させてきたのだが、「一つのプラントのひな型を

作れば、加圧水型原子炉（ＰＷＲ）は似たところがある。時期をいつとは言えないが、私が期待し

たように進むはずだ」と語った。これまた驚くべき暴言だが、田中俊一委員長は、再稼働を「期待

している」のである。規制（regulate）する立ち場にはなく、再稼働を推進（promote）する意思を持

っている。規制委・規制庁は、日本に住む人間の生命と生活を守るために発足した組織である。

それがこのように、原子力推進委員会・推進庁であるなら、規制委・規制庁が、初めから原子力

規制委員会・原子力規制庁の名に値しないことになる。即刻、規制委・規制庁の解散を求める。 
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○意見３ 

 規制委員会の設置目的は、「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全に資する」と

謳って発足したが、2014年１月20日におこなわれた規制庁ヒアリングにおいて、「新規制基準

を満たした原発でも事故は起こるか？」という質問に対して、原子力規制庁は、次のよう

に答えた。 

 「新規制基準を満たした原発でも事故は起きます。この基準は 低のもので、あとは事

業者の責任です。規制庁の役割は審査することであり、審査結果と審査過程を国民に丁寧

に説明していくまでで、地元了解をとることはしません。地元への“説明”と“了解”は

切り離すというのが政治的判断です。政治的判断を含む了解手続きに、規制庁はタッチで

きません。放射能の拡散シミュレーション・モデルにも限界があります。その結果、どう

するかは自治体と住民、および事業者で判断してください。」 

 大事故は起こります、と明言しているのだ。 

 そのあと、原子力規制委員会の田中俊一委員長は、３月26日の会見で、「新しい規制基

準、現行の規制基準に適合しているかどうかだけを判断しているのであって、絶対安全と

いう意味で安全ということを言われるのでしたら、私どもは否定しています」と明言して

いる。7月16日の記者会見でも、川内原発はこの基準で大事故を起こさないのかとの記者

の質問に、田中俊一委員長は「安全だということは、私は申し上げません。再稼働の判断

には関わりません」との暴言を吐いた。安全ではない原発のどこが「世界最高レベルの規制

基準」なのだ？ ほとんど誰にとっても、理解を超える発言である。すでに、設置目的を逸脱し

た規制委・規制庁の即時解散を求める。 

 そこで、これらの重大な暴言を踏まえて、 大の危機感に襲われている原発立地自治体

住民連合の議員148名が、3月24日に日本政府あてに公開質問状を提出し、「大事故が起こ

ると予想して再稼働するつもりなのか」と尋ねた。だが、政府が回答しなかったので、参

議院議員の山本太郎氏から同文の質問主意書を提出してもらって、「ＹＥＳかＮＯか答え

よ」と求めたが、やはり政府は「大事故は起こらない」と答えられなかった。つまり「次

の大事故が起こることを前提に再稼働する」という意思を持っていることが明白になった

のだ。この政府回答文を代筆したのが資源エネルギー庁や規制庁の役人であることは、日

本政府が原子力規制委員会の名を引用している文章の字句から明白である。 

 ５月29日には、再稼働阻止全国ネットワークが規制庁の役人を呼んで、川内原発の再稼

働問題について質疑を重ねた。冒頭に、彼らがどこの省庁出身かを尋ねた。原子力規制部

安全規制管理官（地震・津波安全対策担当）の渡辺桂一と（加圧水型原子炉担当）の布田

（ぬのた）洋史は、共に、あの福島原発事故を起こした 高責任者である原子力安全・保

安院出身であった。住民避難を担当している放射線防護対策部原子力防災政策課の喜多充

もまた、福島原発事故を起こした 高責任者である原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）出身

であった。「あなた自身が、川内原発の耐震性の計算をしているのか？」と渡辺桂一に尋

ねると、「している」と答えた。世間から、この規制庁の役人たちは、顔も姿も見えない

が、福島原発事故を引き起こした無責任・無知な人間が、原子力規制委員会の事務方とし

てすべてを取り仕切っていることは、7月16日の記者会見でも田中俊一委員長が規制庁の

役人をねぎらった事実からも明らかである。日本国中から「保安院は無責任の代表」と言

われてきたこの人間たちがおこなう審査を経て原発が動き出せば、次の大事故がすぐに起

こらないはずがない。原子力規制委員会・規制庁とも、二年前の発足当初から、フクシマ

事故前と何も変らない体質のメンバーが雁首をそろえている。 

 そもそも、この規制庁の人間に、耐震性の計算ができるかどうかを５月29日に質問して

も、ほとんど基礎的な知識を持っていないことが、彼らの言辞から明らかであった。断層

長さと、それによって起こる地震の規模（マグニチュード）の関係については、松田時彦

の計算式（後述）が当てにならないことさえ知らない。金井の式を使って、震源距離から
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揺れの大きさを予測してきた原発の耐震設計が、まったく間違えていることさえ知らない。

震源深さとマグニチュードの関係を求めてきた飯田の式が破綻していることさえ知らない。 

 規制委・規制庁とも、その発足以来、「原発の敷地に活断層があるか・ないか」だけを

議論してきた。何度言えば分るのか。原発の敷地近傍に、大地震を誘発する可能性のある

活断層が存在すれば、その原発は即座に廃炉しなければならない。しかし過去の地震にお

いて、原子力発電所で危険とされるマグニチュード6.5を超える地震が発生しながら、断

層が地表に出現しなかった実記録は、山のようにある。 

 さらに、マグニチュード（Ｍ）7.0を超えて断層が地表に出現しなかった地震は、 

 1900年・宮城県西部地震（Ｍ7.0）、1914年・桜島地震＝桜島大正大噴火（Ｍ7.1）、19

14年・秋田仙北地震（Ｍ7.1）、1924年・丹沢山塊地震（Ｍ7.3）、1961年・北美濃地震

（Ｍ7.0）、1995年・兵庫県南部地震（Ｍ7.3）（阪神大震災では、淡路島に野島断層が出

現したが、大被災地の神戸側では大きな断層が出現しなかった）、がある。 

 つまり活断層の存在が確認されないからといって、それは、何ら「大地震が発生しな

い」という科学的根拠とはならないのである。これが、地震学の初歩知識である。 

 ほんの６年前の2008年６月14日に起こった岩手・宮城内陸地震は、「活断層がない」と

されていた地帯での内陸直下型の地震である。しかも岩手・宮城内陸地震で、震源断層の

真上で観測された 大加速度4022ガルが、人類史上 大の揺れとして、ギネスブックの記

録に認定されたのだ。特に、耐震性の計算において主に横揺れ（水平動）を考慮して建設

されたのが日本の原子力発電所であるから、上下動3866ガルを記録したことは、全国の地

震学者に、もはや日本に原発を建設・運転できる適地は存在しないということを知らしめ

た。 

 だからこそ、５月21日に福井地裁が大飯原発３・４号機の運転差し止めを関西電力に命

じた判決文に、「我が国において記録された既往 大の震度は岩手宮城内陸地震における

４０２２ガルであり、岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地

殻内地震である。この既往 大という概念自体が、有史以来世界 大というものではなく

近時の我が国において 大というものにすぎない。（よって原発のシステムを崩壊させ

る）１２６０ガルを超える地震は大飯原発に到来する危険がある。」としたのではなかっ

たか？ つまり1995年1月17日に阪神大震災をもたらした兵庫県南部地震の発生後に、各

地に地震計が多数設置されたために、岩手・宮城内陸地震の驚異的な地震動が記録として

観測されたのであって、地震学的に考えれば、それ以前にもこのような大地震動が、日本

全国で発生していた可能性はきわめて高い。この福井地裁判決文にある大飯原発は、「大

飯原発および日本国内すべての原発立地地点」と読み替えることができる。つまり川内原

発にも適用できる判決文である。 

 こうした歴史的な事実を無視して平気な、地震学についてほとんどド素人と呼んでもよ

い人間たちが、今日も川内原発の耐震性の審査をしているのだ。従って、病気の診断でセ

カンド・オピニオンが必要であると同様に、信頼できない規制委･規制庁の適合性審査を

クロスチェックする専門家が必要であることは言を俟たない。クロスチェック組織なき適

合性審査は、認められない。 

 そればかりか、以下、科学的・技術的に論ずるように、この最も重要な岩手・宮城内陸地震を

切り捨てて、適合性審査をおこなったのが、審査書案である。 

 

○意見提出箇所 

（ペ ー ジ ）   16ペ ー ジ 

（章番号）  Ⅲ－１．１ 基準地震動 

  ２．震源を特定して策定する地震動 

  （１）将来活動する可能性のある断層等 
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 この項の①に、川内原発に影響をおよぼす断層として、五反田川断層、Ｆ－Ａ断層、Ｆ

－Ｂ断層、Ｆ－Ｃ断層ほかが挙げられているが、2013年2月1日の政府地震調査研究推進本

部（本部長・文部科学大臣）地震調査委員会（以下、推本地震調査委、と呼ぶ）の発表に

よれば、五反田川断層は九州電力の判定で19kmであったものが推本地震調査委の調査で25

kmであったことが判明し、それによる推定マグニチュードが6.9→7.2へと、想定すべき地

震エネルギーが約3倍になった。またＦ－Ａ断層とＦ－Ｂ断層は、九州電力の判定でそれ

ぞれ18kmと15kmとされていたが、推本地震調査委の調査でこの両者は一体となった甑（こ

しき）断層39kmと判定され、想定マグニチュードは6.9→7.5へと、想定すべき地震エネル

ギーが約8倍になった。さらにＦ－Ｃ断層は、九州電力が16km（推定マグニチュード6.8)

としていたが、推本地震調査委の調査では38kmの甑海峡中央断層と判定され、マグニチュ

ード7.5へと、地震エネルギーを11倍に想定すべきと判定されている。 

 かかる、大きな断層の過小評価という重大な過誤が認められながら、当初の建設時に基

準地震動わずか372ガルで建設された川内原発が、新潟県中越沖地震後に、基礎工事をお

こなったわけでもないのに耐震性が540ガルになったと、数値だけ引き上げられ、この数

値に関して正しいバックチェックもしないまま福島第一原発事故が発生し、今回九州電力

が620ガルに基準地震動を引き上げたから、適合性審査に合格したとされている。 

 地震エネルギーを11倍に想定すべき川内原発の耐震性が、540ガル→620ガルへの、わず

か15％の基準地震動引き上げによって、なぜ11倍（1100％）に想定すべき地震エネルギー

に対して充分であると判断されるのか。誰にも理解できない。その理由と根拠が、7月16

日の「九州電力株式会社川内原子力発電所１号炉及び２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」（審査書案）には、まったく書かれていない。計算式も、耐専

スペクトルの計算図表もまったく見当たらない。 

 このように事業者(九州電力)が勝手に論ずる一方的な耐震性「安全論」を、規制委･規制

庁が合格としたのは、「私はＳＴＡＰ細胞を作りました」と主張する研究者の言葉を信じ

て、それを何ら検証もせずに手放しで礼讃した社会が示した態度と同列であり、そこには

科学的・技術的に安全を論ずるに何の根拠もない。 

 九州電力および規制委・規制庁が耐震性を計算した式と図表は、存在するはずであり、

計算に用いた数式と、計算手順を公に示して実証しなければならない。たとえそれが何千

頁におよぼうとも、即刻、審査書案に添付して公表しなければならない。その公表があっ

て初めて、社会から検証とパブリックコメントを受ける資格ができるのである。 

 このように述べるのは、前述の通り、５月29日に断層長さとそれによって起こる地震の

規模（マグニチュード）の関係について、規制庁の担当者に、どのように計算したかと尋

ねても、答えられなかったからである。実は、本項の初めに書いた五反田川断層、Ｆ－Ａ

断層、Ｆ－Ｂ断層、Ｆ－Ｃ断層の断層長さと地震の規模（マグニチュード）の関係は、活

断層研究の第一人者とされてきた松田時彦が、過去の地震データから次頁の図を描き、こ

の平均的な勾配（図中の点線）から求めた1975年の計算式【log Ｌ＝0.6Ｍ－2.9】を使っ

て、九州電力が計算してきた数値なのである（Ｌが断層長さ、Ｍがマグニチュード）。と

ころが九州電力も、規制庁役人と同様に間違えているのである。つまり松田時彦が2007年

の新潟県中越沖地震後に語った通り、「この式は、単なる平均的傾向であって、すべての

地震に適用することはできない」という科学を認識していないのである。松田の式に基づ

けば、断層長さ10kmの時の地震動はマグニチュード6.5となるが、実際のグラフ（次頁）

には、断層長さ10kmの線上には○が二つ並んでおり、矢印で示した右側の○は、1894年10

月22日にマグニチュード7.3の庄内地震で死者730人が出た事実を示す○なのである。同じ

断層長さ10kmであっても、マグニチュード6.5とマグニチュード7.3が起こっているのだ。

マグニチュード6.5に比して、マグニチュード7.3では、地震エネルギーは16倍にもなるの

である。 
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 計算した式を示せと言っている意味が分るか。九州電力も規制委・規制庁も、現在の日

本社会を壊滅させ得る「原発大事故の想定加害者」なのである。耐震性の計算の出発点は、

すべてこの計算式の想定マグニチュードにある。その 初の数字が間違えていれば、その

後、地震観測記録をデータベースとして作成される耐専スペクトルなど、一切の計算の根

拠が崩れるのだ。従って、すべての計算手順と、用いた数字を計算式に入れて、その全て

の計算経過をまず示す必要がある。 

 ５月29日には、規制庁の担

当者に、「基準地震動が620

ガルになったことを、規制庁

はどのように確認するのか」

と質問をし、「九州電力が川

内原発のどこを、どのように

強化して620ガルにしたかを、

具体的にわれわれに説明せ

よ」と求めた。すると規制庁

は、「川内原発はまだ強化工

事をしていないので、工事後

に現場で確認してから、適合

性審査にかけます」と答えた。

その舌の根も乾かぬうちに、

つまり九州電力が耐震性の強

化工事中であるにもかかわら

ず、7月16日に合格案が出さ

れたのは、一体どういうわけ

か。未確認物体ＵＦＯに合格

証を与えた、というのか。7

月16日の審査書案をただちに

撤回せよ。 

 

 

 

 

 

 

 

○意見提出箇所 

（ペ ー ジ ）   19ペ ー ジ 

（章番号）  Ⅲ－１．１ 基準地震動 

  ３．震源を特定せず策定する地震動 

  先の「意見３」に述べた通り、岩手・宮城内陸地震は、4022ガルの内陸直下型地震で

あった。それに関して審査書案のこの項では、次のように書いている。 

  （２）2008年岩手・宮城内陸地震については、当該地震震源域周辺はひずみ集中帯で、

逆断層を主体とする地域であり、新生代新第三紀以降の火山岩類及び堆積岩類が厚く複雑

に堆積し、顕著な褶曲又は撓曲構造が発達しており、正断層を主体とし、新生代新第三紀

以降の火山岩類が薄く、概ね成層している本発電所周辺とは、地質学的かつ地震学的背景

が異なるとして、観測記録収集対象の地震としていない。 
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   つまり、この項に求められている通り、内陸地殻内地震を考慮しなければならないに

もかかわらず、世界 大の揺れを記録した も重大な内陸地殻内地震を、地質が異なると

いう「訳の分らない理由」によって、頭から切り捨てて、検討対象外としている。言語道

断の科学的・技術的判定である。日本全土の地質学的・地震学的性格について、同じと言

える箇所はどこにもない。それをもって、審査書案に書かれたごとき見解を振り回すのは、

「日本の過去の地震はすべて川内原発に適用できないから検討対象外である」と言うに等

しい。ならば、 初から、想定地震など検討しないほうがよい。ましてや岩手・宮城内陸

地震は、その大地震が発生してからのちに、そのあまりの揺れの大きさに地震学者が驚い

て、現地の地質学的・地震学的性格が判明したにすぎず、九州南部、鹿児島県周辺で発生

する今後の地震についても、同様に地質学的・地震学的性格はまったく未知である。 

 2014年2月28日には、新潟県技術委員会委員をつとめる新潟大学の地質学専門家である

立石雅昭・名誉教授が、川内原発の原子炉から東800メートルという至近距離に、活断層

と見られる３本の断層と、破砕帯を発見した。断層運動によって破砕された粘土層を断層

ガウジと呼ぶが、この現地の断層ガウジは非常にやわらかく、この断層がごく 近まで活

動した可能性が高い。この３本の断層については、現地鹿児島県の地元紙・南日本新聞が

その事実を報道したにもかかわらず、九州電力と規制委・規制庁は、現在までまったく調

査をおこなっていない。そこで私は、6月14日に川内原発現地を訪れた際に、鹿児島県現

地の向原祥隆氏に案内してもらい、ほか二人の証人と共に、この断層を調査してみた。 

 すると驚いたことに、断層の露頭壁面には、草などを張り付けた奇妙なシートがかぶせ

られて、広く覆われていた。九州電力が断層を隠そうとしたことは明らかだが、しかし頭

隠して尻隠さず、断層1を隠し忘れていた。その光景を以下の記録写真①②③に示す。 

 

①2014年3月時点（発見直後）に確認された3本の断層（白線で示した部分） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②2014年6月14日に、ベッタリと貼られていたシート。 

     しかし右端から断層1が露出していた。 
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③2014年6月14日に、同じ場所で断層1を目撃して指さす写真。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 以上の事実を知って、すべての日本人が、九州電力および規制委・規制庁がどのような

性格であるかを知ることは、さして難しいことではなかろう。というのは、原子力規制委

員会の島崎邦彦委員長代理は、上記写真の①と、②・③の間にあたる4月3日に、川内原発

現地に入って、地震・津波対策を確認する作業をしているのである。そしてこの断層を調

査もせずに、調査後の記者会見で、「新たな課題は見つからなかった」と平然と語ってい

るのだ。 

 九州電力は、立石氏が発見した断層を「活断層ではない」と切り捨てているが、それな

らなぜシートで覆って見えないようにする必要があったのか。 

 

 島崎邦彦委員長代理は、7月1日に、川内原発と同様に再稼働計画の上位に浮上している

四国電力の愛媛県伊方原発の敷地を現地調査したが、電力会社の言い分だけを聞いてそれ

に納得し、「非常に硬い岩盤上にあると確認できた。新たな課題は特にない」と、わずか

一日の目視検査でＯＫの評価を出して平然としていた。トレンチを掘って調査するなど、

おこなうべき地質学・地震学調査の初歩さえ知らない人間である。 

 

いずれにしろ、火山の脅威、津波の脅威、原子力発電所作業員の大事故訓練習熟度など、

ほかにも数えきれないほどの科学的・技術的な問題があるので、ＮＨＫ総合テレビの番組

で、誰でも視聴できる午後７時以後の時間帯に、審査書案を書いた原子力規制委員会およ

び原子力規制庁の全責任者が出席し、少なくとも田中三彦氏、伊東良徳氏、木村俊雄氏、

および向原祥隆氏と小生（広瀬隆）ほか、信頼できる専門家を交えた（可能な限り時間制

限ナシの）テレビ公開討論会をおこなうよう求める。 

         以上 

 

 




