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１．重大事故対処設備・対処に係る技術的能力の

審査は、不十分である 
福一実機の事故進展データを活用し、重大事故解析コ

ード、設定パラメーター等の改良をまずやるべき 
（本文ページ）４ （ｐ１１３～２３３）重大事故等

対処設備及び重大事故等対処に係る技術的能力、 ４

―１.２．５（ｐ２３３）有効性評価に用いた解析コー
ド 
（意見）今回業者使用の解析コード等には、福一事故

のデータ・解析結果が反映されているとは言えない。

科学の視点からは、今まで手に入れようとしてもでき

なかった大変重要かつ貴重な実機事故データである。

今回は従来の解析コードを用い、不確実さを考慮して

大きく条件を振って感度解析もしているとのことだが、

実機事故の再現等にて解析コードの確度の検証が行わ

れておらず、解析アウトプットの信頼性は低い。よっ

て、今回の審査は不十分、不適合である。これができ

ないうちは事故の教訓を生かしているとは言えない。 
（説明） 
（１）重大事故に対処するためのベースとなる事故進

展シュミレーションは正確で信頼性の高いものでなけ

らねばならない。福一事故進展データを活用し、改良

された解析コード・設定パラメーターを使用すべきで

ある。 
（２）そのためには、福一の実機データ・解析の蓄積

と公開が先決である。それが、規制委・事業者・メー

カ等が最優先に取り組むべきこと。事故で得た東電の

ノウハウは、原子力基本法第２条が唱える原子力３原

則（公開、民主、自主）に則って公開させ、炉本体の

安全向上に反映されなければならない。 
（３）今回事業者が使用の解析コードの検証は、実機

データとしてはＴＭＩ事故データぐらいで、ほとんど

は本文＊に記載がある通り、モデルによる試験でおこ

なわれているだけである。 
本文＊引用（ｐ２３３下部の行に記載）「・・・モデ

ルを用いた部分的な実験による検証しか行われておら

ず、いまだ不確かさが大きく、・・・」 
（４）今回の審査では、重大事故対策としての非常電

源等外部追加設備は一定の補強がされている。しかし

原子炉本体とそれを取り巻く主要機器の改良について

は、未だ検討さえ行われていない。 
（５）事故を反映して改良された解析コード・パラメ

ーターを活用し、原子炉本体・主要機器の安全の向上、

重大事故対処マニュアルの作成が行われるべきである。 
（６）規制委員会は「福一事故の原因はほぼ解明され

ている。」「二度と福島のような事故が起きないよう

新規制基準を作った。」と発言している。このような

発言をする以上、少なくとも福一３基の過酷事故進展

を正確に再現できるシュミレーション技術と今後予想

される多種多様な重大事故発生の正確な予測シュミレ

ーションが完成しておらなければならないのではない

か？規制委はそれを用いて、再度適合性審査をすべき

である。以上 
  
２．外部電源系設備（変電所、送電線・鉄塔）の

審査は不十分、経済産業省と協議し、耐震Ｂクラ

ス以上へ規制すべき 
（本文ページ）３-１５（Ｐ１０９～１１０）１．保安
電源の信頼性 
（意見）外部電源は異なる３系統から受け入れている

ので、独立性が保たれているとしている。しかし、外

部電源系設備は「建築基準法」の定める一般産業用施

設に要求されている耐震強度（耐震Ｃクラス相当）で

あり、別に「変電所等における電気設備の耐震設計指

針」があり、その耐震設計は最大５００ガル（地表面

水平加速度）となっている。したがって、基準地震動

６２０ガルが発生するとすべての外部電源が失われる

可能性が高い。福一外部電源事故の反省から、外部電

源系は規制対象とし、耐震Ｂクラス以上の耐震強度を

要求すべきである。 
（説明） 
（１）福一事故においては、受電設備が損壊した以外

に、地震で送電鉄塔が倒壊し受電が停止した。また、

近くの新福島変電所において、４５か所の所内設備が

損壊し、敷地地盤も液状化した。この時当変電所の地

表面の震度は最大１，０６９ガルであった。深層防護

の観点から、今回充実させた非常電源に安易に頼らな

い、外部電源の安全確保を基本として、最善を尽くす

べきである。 
（２）事業者は「・・・、大規模な盛り土崩壊、大規

模な地滑り等による被害の最小化を図るため、鉄塔基

礎の安定性を確保するとともに、強風発生時の事故防

止対策の実施により・・・」としているが、業者任せ

でなく規制すべきである。３条委員会の権限を行使も
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視野に、経産省に指示して、原発周辺の送電設備・変

電所設備は、基準地震動に対して、充分な強度を確保

すべきである。以上 
  
３．汚染水流出防止対策の審査は不十分で、規制

基準を満たしていない 
（本文ページ）４‐４．１２（Ｐ３５１）発電所外へ

の放射性物質の拡散・・・ 
（意見）福一で現在も継続している深刻な放射能汚染

水の外部への流出に鑑みて、川内原発の適合性審査に

おいては、深層防護の原則に立って、メルトスルー・

メルトアウトを想定し、デブリ・燃料の冷却に伴う多

量の汚染水発生に備え、地下水脈詳細把握、汚染水貯

留タンク等を含む二重三重の本格的・恒久的な流出防

止設備を準備しておくべきである。 
（説明） 
（１）新規制基準５５条では、格納容器が破損に至っ

た場合等において「工場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けなければならない」と

され、同第３７条２項には「発電用原子炉施設は、重

大事故が発生した場合において、原子炉格納容器の破

損及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を

防止するために必要な措置を講じなければならない。」

と定めている。 
（２）福一では格納容器底部が破損し、デブリ・燃料

の冷却水が汚染水となり、流入地下水とも混ざり、多

量に海や地中に流出し、今現在も継続している。福一

の汚染水発生は地下水流入の有無にかかわらず、他の

原発でも起こるという前提に立って、外部への汚染水

流出対策を事前に準備すべきである。当原発は日常福

一と同じように地下水をくみ上げており、福一と類似

の地下構造である。 
（３）事業者が採用している汚染水対策は、土嚢とシ

ルトフェンス程度の簡易な対策に過ぎない。審査会合

の中でも、福島の深刻な実態を反映した本格的な汚染

水流出予防対策や同流出事後対策が検討・整備されて

いない。以上 
  
４．火山影響審査は不十分で、専門家を加え再審

査し、予兆予知ができない可能性があるなら立地

不適の評価をすべきである 
（本文ページ）３‐４．２．２「火山の影響に対する

設計方針」 
（意見）事業者と規制委員会は共に、姶良カルデラ等

の巨大噴火が起こった場合火砕流到達の可能性等を認

めており、かつ当原発運用期間中の噴火の前兆予知が

できない可能性も認めている。火砕流来襲による原発

被害は巨大で、福島事故の比ではなく日本が壊滅する

のみならず、人類・生物の存亡が係る被害を与えると

思慮される。規制委員会は、少なくとも現火山評価結

果を撤回し、専門家の意見・忠告を聞くべきである。

公平中立の運営で火山学者を含む有識者会合を開催し、

再審査をスタートすべきである。そして、いつ、どこ

で、どの大きさの巨大噴火が発生するかを、撤去に必

要な期間を空けて、その予兆を予知できない可能性が

ある場合は、立地不適の評価をすべきである。 
（説明） 
（１）  当審査においては、「運用中に巨大噴火が発

生する可能性が十分小さい」との事業者の主観的・恣

意的意見が主張されている。数量的および質的な証拠

物件・データ、研究事例がほとんどしめされず、証拠

に足る科学的・客観的な事実・解析・理論が示されて

いない。審査は、事業者と火山専門家でない規制委員

会委員・規制庁職員の両者のみで行われた。（８月７

日の田中委員長の国会答弁でも確認）。多くの火山や

地球物理学等の専門家の意見聴取会や専門家参加の審

査会合は行われていない。当審査結果は、専門的・科

学的、客観的、中立的判断がなされているとはいえな

い。 
（２）  火山ガイドは仮に大規模火砕流などの設計上

対応不可能な事象の発生が十分小さいと判断された場

合でも、モニタリングを実施する事、兆候把握時の対

処方針を適切に定めることを要求しているが、本審査

書案には具体的なモニタリングや対処方針の中身が示

されていない。工事認可書や保安規定に盛り込むので

あれば、今同時にそれらは公開されてしかるべきであ

る。規制側が準備する予定の巨大噴火前兆予知の判断

基準も、未だ提示されていない。 
政府は６月２７日付国会議員への政府答弁書で「カル

デラ噴火については、・・・噴火の具体的な発生時期

や規模を予測することは困難であるが、・・・一般論

としては、噴火の前兆を捉えることが可能な場合もあ

ると考えられ、・・・」と答弁し、噴火の前兆を捉え

ることができない可能性があること、および発生時期
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や規模を予測することはができない可能性があること、

を認めている。 
（３）  姶良カルデラが９万年周期で噴火する事業者

の説に、科学的客観的根拠がない。たまたま３カルデ

ラの噴火の平均間隔が９万年であっても、今後もそう

であると主張するには事例が少なく無理がある。他の

カルデラでは、一時期２,３万年間隔で噴火したものも
や一時期１１,１４万年間隔で噴火しているものもあ
る。事業者は、世界や日本の他の多数のカルデラの噴

火周期実績等の証拠データも示さず、今回の資料で、

「噴火は９万年間隔で、現在前回から約３万年しか経

過していないので、運用期間中の噴火の可能性は十分

小さい。」と結論づけているが根拠がなく、無理があ

る。 
（４）  姶良や阿多カルデラのある錦江湾に現在もマ

グマが貯まり続けていることは火山学者の多くが認め

ているが、どれだけたまっているか不明、いつ噴火す

るかは不明、時期を予測することは困難である、ここ

当分噴火しないとは言えない、等多くの専門家は発言

している。 
（５）  火山学は地震学と同様、発展途上で、「トラ

ンスサイエンス」の典型事例である。将来の巨大噴火

を予知（時期、規模等）することは困難である。万一

の大噴火による火山と原発の複合大惨事を想定するな

ら、専門家の熟議、国民の理解と賛否採決の手続きを

経て、適合性適否判断が下されるべきである。 
以上 
 
５．基準地震動の審査は不十分であり、基準地震

動は過小である 
（本文ページ）３‐１地震による損傷の防止、 
       ３‐１．１ 基準地震動 
２．震源を特定して策定する地震動 
３．震源を特定せず策定する地震動 
（意見） 
（Ａ）震源を特定しない地震動 
基準地震動６２０ガルは過小。我国で経験した最大地

震動（設計基盤上１，６９９ガル、中越沖地震での柏

崎刈羽原発５号機基板上実測値）に若干の余裕を持た

せた値を採用すべき。 
     具体的には １７００ガル×余裕係数α（１．

３５）＝２，３００ガルを適用すべき。これは、現在

の柏崎刈羽原発１～４号機で設定の基準地震動２，３

００ガルと同じ値。 
（Ｂ）震源を特定した地震動 
入倉式ではなく、津波算定に用いた武村式を基準地震

動算出でも採用し、かつ中央値を採用するのではなく、

地震断層―強度の統計的ばらつきを考慮し、基準地震

動は（中央値＋１σ）×余裕係数を採用すべきである。

あるいは他学者の提案する多数ある式を用いて、多数

の算出中央値の中から最大値を選び、（中央値＋1σ）
×余裕係数を基準地震動に採用すべき。 
（説明） 
（１）科学は未だ将来の地震を予知（発生場所、規模、

時期等）することは困難である（トランスサイエンス

の範疇）。基準地震動の設定は強振動予測レシピ等を

含め地震学から算出される数値は参考程度に留め、過

去の日本で実際に発生した地震の実績に一定の余裕率

（最少１．０以上、サイトの地盤特性、不確定性を考

慮して設定する）を掛けた上で、採用すべきである。

これなら一般国民がわかり易くかつ納得性、安心感が

ある。 
（２）わずか過去１０年の内に、全国でサイト４か所

５基の原発で設定されていた基準地震動は、実績によ

って余りにも過小であったことが証明された。如何に

過小評価してきたがが、白日の下にさらされた。今回

審査では委員を中心に最新の知見を導入してきてはい

るが、経済性を右脳に置きながら、左脳で、重箱の隅

をつつく、過去のやり方を踏襲しており、わずかに基

準地震動の値は高められたが、依然として大幅過小で

ある。 
（３）わが国では断層が事前に発見されていない場所

でも、あるいは短い断層のみが発見されているに過ぎ

ない場所でも、Ｍ７.0クラスの地震が発生することが
専門家の常識とされているのに、今回の参考事例に取

り上げられている留萌地震は、マグニチュードはたっ

たＭ６．１であり、過小である。留萌地震ではなく、

新潟県中越沖地震を事例に取り上げるべきであった。

規制側が参考にすべきと示した１６事例の中に含まれ

ていないのはおかしなことである。当然、新潟県中越

沖地震も含めるべきである。 地層や断層のずれ方等特
性が異なるのなら、留萌地震のＭ６．１をＭ７．０に

アップして工夫してシュミレーションするのもよいの

ではないか。 
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（４）過去の基準地震動設定の経緯をみると、今回を

含め過小評価を繰り返している。今回も審査会合を視

聴すると、重箱の隅のつつき合いであり、６２０ガル

はいささか過小であることを覗わせる。 
 設計時：３７０ガル→新指針見直し時：５００ガル

→今回計算値５８５ガル→今回見直し計算値６０６ガ

ル→今回余裕加味の最終値：６２０ガル 
  
（５）世界の地震事例から求めた入倉式を用いて、世

界の平均的な地震動を算出しているが、日本で発生す

る地震の特性を十分に反映できておらず、各種パラメ

ーターを細かく吟味しても、過小地震動を算出する恐

れがある。武村式は日本で発生した地震実績のみから

求められている（日本の地震の特性が反映されている）。

また、津波想定では武村式を使って津波算定用地震動

を算定しており、地震と津波で算出式を敢えて使い分

けているのも、事業者が地震を過小評価したい意図が

覗え、国民の不信感を募らせ、信頼感を貶めるものと

なっている。 なお、上記二つの式以外に、地震の規

模を算定する式は多種あるので、これ等すべてを用い

て算出し、算出された中央値の中から最大を示す中央

値を選び、（中央値＋１σ）を採用することもよい選

択枝である。以上 
 
６．外部事象「太陽風」の抽出とその設計方針・

対策を審査対象にすべき 
（本文ページ）３‐４．２．４ その他自然現象に対

する設計方針 
（意見）近年の研究で、巨大な太陽風が高い確率（１

０年以内に確立１２％）で地球に来襲することが予測

される報告がある。地球を直撃した場合、電力網の破

壊と位置測位システム、タブレット端末、スマートフ

ォン、ＰＣ等含む通信網・通信機器の広範な破壊が発

生すると指摘。 
鑑みるに、原発の受送電電源系、制御系、通信系も破

壊され、複合原因の重大事故に陥る可能性が高いと想

定される。喫緊の率先課題として、巨大太陽風に対す

る影響評価と事故防止対策を今回の審査対象に追加す

べきである。 
（説明） 
（１）     ２０１４年２月に米物理学者ピート・ライリ

ー氏が、太陽風に関する研究結果を米科学誌「宇宙天

気」に発表。彼によると、過去の分析結果から、今後

１０年以内に巨大太陽風が地球を直撃する確率１２％

であるとしている。 
（２）     ＮＡＳＡの報告書｛ニアミス：２０１２年７

月の巨大太陽風｝によると、もし放出が一週間早かっ

たら地球を直撃していたと指摘。その巨大太陽風の規

模は「１８５９年に地球を直撃した「キャリントン・

イベント」と命名された太陽風と同等ないしそれ以上

の巨大太陽風である。 
（３）     ＮＡＳＡ研究員ダニエル・ベーカー教授によ

ると、２０１２年７月２３日に発生した巨大太陽風は、

過去１５０年以来最強力（キャリントン・イベントク

ラスかそれ以上）で、運よく地球は難を免れたとのこ

と。人類は暗黒時代に陥りかねない危機一髪の状況に

遭遇していたと報告。 
（４）     参考情報 
（ａ）ｍｓｎ産経ニュース ２０１４.７.２８ 
・「人類、危機一髪「太陽風」あわや２００兆円損害 

２年前に発生し１週間の差で直撃回避」

http://sankei.jp.msn.com/science/news/140728/scn14
072811050004-n1.htm 
（ｂ）ＮＡＳＡ 
・Near Miss: The Solar Superstorm of July 2012 
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa
/2014/23jul_superstorm/ 
以上 
  
７．事業者が行った重大事故シーケンス解析結果

の妥当性を担保するための規制庁による事業者実

機を対象にしたクロスチェックが行われておらず、

審査不十分である。 
４ （ｐ１１３～２３３）重大事故等対処設備及び重

大事故等対処に係る技術的能力、 ４―１.２．５（ｐ
２３３）有効性評価に用いた解析コード 
（意見）事業者の使用解析コードの有効性について、

今回は規制側が別コードを用いてクロスチェックを行

っていないので、事業者の行った事故進展シーケンス

対する信頼性が揺らいでいる。規制庁は自ら所有する

別コードを用いて、一般的な原発モデルではなく、事

業者の原発実機を対象にしたクロスチェックを行い、

事業者の解析の有効性を評価、確認すべきである。 
（説明）規制庁担当者は、院内会合で「一般的な原発
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モデルを用いて重大事故進展を解析した。この時、重

大事故では不確かさが大きいので条件を大きく振って、

感度解析しており、そのノウハウに基づき、事業者を

指導したので、事業者の解析は妥当と判断した。」と

回答した。したがって、厳密な意味でのクロスチェッ

ク（保安院時代に行っていた事業者実機を対象とした

クロスチェック）はしていないことを認めている。一

方規制委員長は８月の閉会中国会で野党議員の質問に

対して、「クロスチェックしている」と答弁したが、

保安院時代から実施していた実機の諸元を入力しての

同一条件での厳密なやり方のクロスチェックではない

と考えられる。厳密なクロスチェックをすべきである。

なぜなら、有ってはならない事業者の不正があれば発

見できるし、一連のプロセスや結果をすべて検証する

ので、国民は結果を信用・信頼することができる。当

原発が震災後の最初の審査であり、万全の体制で完璧

な確認作業が行われるべきである。有効性評価は、従

来行っていた規制庁による実機での厳密なクロスチェ

ック後に行うべきである。以上 
  
８．飛行機等の直撃に対する設計方針の審査が不

十分であり、不適合である 
（本文ページ）３‐４.２．５その他人為事象に対する
設計方針 
       ３．飛来物 
（意見）原発建屋に航空機が墜落した場合について、

平常時の航空機等の飛行実績から、その落下率確率を

計算して、確率が低い（１０のマイナス７乗回／炉・

年以下）から対策不要と判断しているが、近年の世界

と日本を取り巻く情勢を観察する限り、原発が航空機

テロやミサイルテロや戦争により攻撃される危険性は

平時の航空機落下確率よりはるかに高いと考えられる

から、これ等の意図的な攻撃に耐える防護対策を設計

上考慮する必要がある。福島原発事故は原発が短時間

で内部崩壊から爆発に至る等非常に脆弱ものであり、

かつ、放射能汚染により大きなダメージ効果を与える

ことを、世界の隅々にまで広報した。福一事故後は被

攻撃リスクは非常に高くなっている考え、画期的な防

護対策をとることは喫緊の大課題である。 
（説明） 
（１）世界の混乱・紛争の頻発やテロ頻発、近隣国と

の対立の先鋭化した中にあって現政権の武器輸出解禁

や集団的自衛権の容認など紛争に巻きもまれる機会の

増加が予想される中、原発は最も効果的なターゲット

としてテロ等に狙われる可能性が高まっている。 
（２）某国は平時から戦時に備え、日本の原発をミサ

イル攻撃等のターゲットにしているという噂話があっ

たが、全否定できないどころか、真面目に考慮しなけ

ればならないのではないだろうか？以上 
  
９．重要度分類の見直し後再審査すべきであり、

今回審査は全く不十分である 
（意見）福一事故後予定されていた重要度分類が見直

しされていない。福一事故の調査・検証から重要度分

類の見直しを行い、それを反映した適合性審査を行う

べきである。 
（説明） 
（１）新規制基準作成検討会合で規制側から重要度分

類の見直し予定発言があり、新基準作成募集時のパブ

コメ提言の中には、重要度分類の見直し要求があった。

このような経緯から、適合性審査までには、福一事故

の実態を反省して、重要度分類の見直しが行われ、見

直し結果を待って適合性審査が行われるものとの状況

であった。 
（２）炉本体及び付属部位・部品の破損があったにも

かかわらず、規制側は、東電の原因不明という説明を

そのまま受け入れ、原因調査をしないまま、あるいは

放射線が強くてできないまま、従来通りの重要度分類

を継続した。本来あるべき手順が踏まれていない。 
（３）正式な重要度分類が仮に決められなかったとし

ても、安全確保の観点から、福一で破損が見つかった

部品・部位や同様な設計あるいは環境下にある部品・

部位については、耐震・耐津波性を中心に、ストレス

テスト等をさせて、安全度をチェックすべきである。 
（４）大震災で地震であるいは原因不明ながら、福一

で破損や被害があった事例 
 ａ．福一一号機のベント管の上部からの水漏れ（東

電によると腐食か地震か原因不明） 
 福一事故に限らずベント管等の蛇腹式膨張吸収配管

は、過去にＢＷＲ、ＰＷＲとも多数のトラブルが発生

しており、根本的な改善対策が必要ではないか。 
ｂ．４号機の圧力容器に直接つながる計装用小配管の

破断（東電によると地震か何か原因不明） 圧力容器

につながる小配管類もすべて見直しすべきである。 
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ｃ．地震による東福島変電所での４５か所の所内設備

破損と敷地の液状化発生、福一原発敷地内鉄塔の倒

壊・受電設備の破損   
以上 
  
１０．福島原発事故で機能しなかった水位計は本

当に課題解決されているのか？他に計装設備類で

具体的にどう改善されているのか？ 
（本文ページ）（Ｐ３７５）計装設備およびその手順

書 
（意見）原子炉水位計については福島事故で機能しな

かったことが問題になった。誤表示に騙された面もあ

った。表４‐４（計測する重要なパラメーター）は抽

象的で問題点と改善が具体的に記されていない。福島

事故で事故実態把握に役立たなかったり、誤差が大き

かった等で改善が求められた計装設備は具体的にどう

なっているのか説明が必要である。 
 


