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［編集部より］震災4年となる2015年 3月11日，

新潟県庁にて泉田裕彦知事が本誌のインタビューに

応じた。原子力発電における安全性とは何か，事故

への備えはできているのか。なお新潟県からは，原

子力規制委員会や関係機関に対して，「住民等の防護

対策について」（2月6日，今号資料1），「原子力災害対

策指針（改定原案）への意見」（3月26日，今号資料2）が出

されており，応答が注目される。

	原子力の安全性とは

編集部　原子力発電所に求められる安全性とはど
のようなものでしょうか。政府・規制委員会がい
う安全性は十分なものでしょうか。
泉田　人がつくるものに完全無欠なものはありま
せん。そのため，原子力の安全性と言うとき，
IAEAが定めている深層防護の基準があるわけで
す。つまり，予想できないことを含めて，トラブ
ルは起こるものであり，それによって人・社会に
いかに危害を及ぼさないようにしていくのか，さ
まざまな対応がとられています。これが今の世界
の標準であると思います。
一方，日本ではどうでしょうか。原子力技術は
アメリカから輸入されました。（根本を他国から輸入
したために）原子炉等規制法（炉規法）によって，設備
の設置許可という観点でのみ評価される傾向があ
るのだと思います。
原子力規制委員会の田中委員長は，IAEAが定
めている深層防護をどこまで理解されているのか
わかりません。とくに，過酷事故をどう防ぐのか，
起きてしまったときにどう進展を防ぐのか，さら
に，人に危害が及ばないようにいかに地域社会を

守っていくのか，そういうところまで含めて，安
全を考えていかなければいけないと思います。
基本は，住民の安全と健康を守るということで
す。防災の基本は，最悪を想定して準備をしてお
くことです。今回の福島原発事故では，「想定
外」とばかり言っています。想定しようと思えば，
できるチャンスがあったはずなのです。最悪の場
合にどうするかを考えるという防災の基本に立っ
て，対応していただきたいと思います。

	言霊信仰と第二の「敗戦」

泉田　言
こと

霊
だま

信仰が現在の日本にもあるような気が
してなりません。都合の悪いことは，言うと現実
になるから言わないと。これがいざというときの
対処をむずかしくして，福島原発事故の被害を拡
大した原因になっているのではないかと思います。
これは戦時中から続いているところがあり，典型
的な例はミッドウェー海戦です。
日本の空母は被弾への対応があまり考えられて
いませんでした。一方，アメリカの空母は被弾し
たときにどうするのかをあらかじめ考慮していま
した。日本の空母が数発の被弾で誘爆を起こし沈
んでいったのに対し，アメリカの空母は攻撃を受
けて一時航行不能になりながらも，火災を鎮火し
て短時間で航行可能に修復した，という例があり
ました。被弾した時のリカバリーも含めて，全体
の戦略に入っているかどうかの違いです。
原発事故は二度目の「敗戦」ではないでしょう
か。一度トラブルが起きたら，そのトラブルをい
かに押さえ込むかを考慮しなければいけないのに，
そうではなく，トラブルが起きないことにしよう
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というのは，結果として被害を拡大して，地域住
民に多大な被害を及ぼします。
今の基準は，安全の考え方がきわめて幼稚であ
ると思います。最悪を想定しないのは責任回避の
ためにやっているのかもしれませんが，わかって
やっているなら意図的で悪質です。わからなくて
やっているなら恥ずかしい話です。いずれにして
も，世界標準の安全性を確保するとなると，過酷
事故が仮に起きたときにどのようにして被害の拡
大を止め，住民の安全を守るのかを考えていくの
が常識です。それをやっていただく必要があると
思います。

	被曝を防ぐ指針なのか

編集部　規制委員会の原子力災害対策指針の改定
案に対してパブリック・コメントが募集されてい
ます（インタビュー当時，4月 3日まで）。どうご覧にな
っていますか。
泉田　いくつか問題があるのですが，典型的なも
のを挙げておきますと，まず 30 km圏外をどう
するかという問題があります。
実際に福島の事故でも，30 km圏外の飯舘村で

全村避難を強いられるという状況になりました。
チェルノブイリの事故でも，250 km圏内に，そ
の全域ではありませんが，高濃度汚染地域が出現
しました。したがって 30 km圏外の備えをどう
するのかが重要ですが，同心円状に避難が必要な
ところを指示するという指針になっています。そ
して同時に，SPEEDIを使わないことを決めてい
ます。SPEEDI も使わないで，どうやって危険地

帯を判断して屋内退避を求めるのか，その点を考
えていない指針になっています。

SPEEDIを使わないことの意味を申し上げると，
実際に放射性物質が広がって，（空間）線量率が上
がったことが確認されてから指示を出すというこ
とは，被曝してしまってから指示を出すというこ
とと同義になります。これでは，住民の皆さんの
了解をとることは，困難ではないかと思います。
（新潟県では）原子力防災訓練も行いました。複数
の避難先を設定してあるのですが，現場からは，
どちらに逃げたらいいか指示がほしいという声が
挙がりました。避難中の被曝を避けるためにも，
指示する立場としては SPEEDIの予測を見たい
わけです。訓練では，気象予報をもとに勘で避難
する方向を決めるということしかできませんでし
た。SPEEDIは，5 km圏内の即時避難の避難先
を決める上でも必要です。

	問題山積の安定ヨウ素剤

泉田　さらに，安定ヨウ素剤配布の実際の手順に
ついても考えられていません。ひょっとすると，
30 km圏外で線量が上がった地域では，屋内退避
を指示しておきながら，安定ヨウ素剤も飲ませな
いで，被曝するがままにまかせるという基準にな
っているのではないでしょうか。
いざというときに，安定ヨウ素剤の配布につい
て，誰がどのように行動するのかが検討されてい
ません。住民の被曝防止には役立たない，むしろ
被曝を強要する指針になっているのではないかと
考えています。

泉田新潟県知事
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5～30 km圏でも問題で，屋内退避指示が出た
ときに，どうやって安定ヨウ素剤を配るのでしょ
うか。福島の事故では，事故発生からベント判断
まで 8時間半しかありませんでした。（新潟県の場
合）40万人近い人に，8時間半で安定ヨウ素剤を
配るのはおよそ困難なことです。緊急時には公務
員が渡すだけになりそうですが，それにしても配
りきれない部分があります。
事前配布する場合には，説明会をやって医師の
手助けの上で配布することになっています。厳重
な手続きが必要で，医師や薬剤師の手を借りて問
診票でチェックすることになっており，現場には
大きな負担となっています。細かいことでは転
入・転出の手続きや，転出するときにはヨウ素剤
を回収するのかしないのか，といったこともあり
ます。
線量が上がってきて，どこまで被曝するかわか
らない状況の中では，一体誰が外に出るのでしょ
うか。屋内退避指示が出ている中に，業務命令で
外に行って配ってこいと指示できる人は誰なので
しょうか。地方公務員は，基本的に民間の雇用関
係と同じ労働基準法を準用しています。トラッ
ク・バスの運転手さんは，屋内退避指示の中で活
動していいのでしょうか。これらも決められてい
ません。事故が起こったら，まったく機能しませ
ん。
現場の医師の皆さんも大変心配されていて，今
の計画では無理だという判断をされています。そ
の状況を放置したままの指針はきわめて問題が大
きいのです。現場が動けるように変えていただか
ないといけないと思います。

	慎重な対応の必要性

泉田　福島の現状はどうなのかというと，今は十
分には判断できないということなのでしょうが，
それでも甲状腺がんと認定された人が 100人を
超えている状況になっているわけです。チェルノ
ブイリでも，甲状腺がんが原発事故由来であると
認められるまでに，10年かかっています。今の
数字は想定よりも多いという専門家の声もありま

す。この時点で，住民の健康を守るには，保守的
に対応する必要があると思っています。
（個人の被曝）線量については十分に測定できてい
ないと言いながら，原発とは関係ないとなぜ明言
できるのか，よくわかりません。全体を統括して
いる福島県立医大では，事故のときに，医療関係
者が安定ヨウ素剤を服用しているのです。さらに，
その家族も服用しています。一般住民には，安定
ヨウ素剤の服用を実施しなかったのは，相当罪深
いことです。専門家はリスクを感じて安定ヨウ素
剤を服用して，一般の住民にはリスクを知らせず
に被曝させたとなると，この判断を誰がしたのか
というところも，しっかりと検証した上で対策を
とらないと，また同じことが起きるのではないか
と思います。
（チェルノブイリ事故での健康被害について）ウクライナ
政府の報告書では，被曝による健康被害は「あ
る」とはっきりと書かれています。一方，国際社
会や IAEAはそれを認めない中で，（原発事故由来と）
認められたのが甲状腺がんだったという経緯を見
れば，住民の健康を守るという観点で慎重に対応
すべきだろうと思います。

	複合災害の現実

泉田　複合災害で地震や津波と同時に原発災害が
起きたらどうなるのかというと，道路などのイン
フラが正常に機能しなくなるのです。私は（知事と
して），2007年に新潟県中越沖地震を経験しまし
た。その際に，柏崎刈羽原発が火災事故を起こす
という状況でした。道路は寸断され，道に車があ
ふれて進みません。緊急車両が現場に到着するま
で 1時間以上かかるという状況になるわけです。
被曝線量を計算するときに，車内は屋外と同じ，
つまり遮へい効果はないと言われています。事故
発生から 8時間半ですべての住民が逃げ切れる
わけはなく，屋外で移動中に混雑する中で放射性
プルームに襲われるということも，十分に考えら
れますし，現実に福島では同様のことが起きたわ
けです。
複合災害が実際に起きるとどうなるのかという
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過去の例を見た上で，指針を定めるべきなのに，
原子力規制委員会には，地方自治・地方行政をわ
かっている人が一人もおらず，住民避難の実務を
無視した指針になっていると大きな懸念をもって
います。

	未解明の2号機

編集部　新潟県技術委員会（新潟県原子力発電所の安全
管理に関する技術委員会）では事故原因究明の取り組み
を続けられています。2月には福島第一原発 1号
機の現地調査もされました。事故原因究明はどう
いう状況にあるとお考えになっていますか。
泉田　事故原因究明をしている要素は複数ありま
す。技術的なところだけではなく，マネジメント
や組織運営，ヒューマン・ファクターも含めて行
っています。
技術的なところについては，例えば，2号機で

ベントができずに圧力が高まって格納容器が耐え
きれずに破壊し大量の汚染を引き起こした現実が
あります。では，なぜベントができなかったのか
という基本的なところから決着がついていません。
一つの可能性としては，Cクラス配管，つまり

耐震性が弱くてもよいとされている配管でベント
弁の開閉に関わる高圧空気を送り込んでおり，こ
の配管が損傷し弁が開かなくなったのではないか，
ということです。そうだとすると，Cクラス配管
が今のままでいいのかという問題が生じます。津
波で非常用ディーゼル発電機が止まったのも大き
な事象ですが，なぜベントできなかったのかとい
う一つの事象を例に挙げても，どのように技術的
な部分の基準をつくったのか，想定された上で新
規制基準はできているのか，きわめて心許ないと
思っています。

事故原因究明には組織
マネジメントも含まれる

泉田　組織マネジメントの観点からは，（2011年）3
月 14日の時点で，（東京電力の）武藤副社長と吉田
福島第一原子力発電所長との間で，「メルトでい
いですね」「はい」というやりとりをしているの

です。東京電力は初期の段階から解析をしていて，
進展予測からメルトダウンに至り得ることを知っ
ていました。3月 14日には公開されているテレ
ビ会議録からも，メルトダウンを認識しているこ
とがわかります＊1。それにもかかわらず，公式に
情報提供をして（メルトダウンを）認めたのは，2カ月
後でした。
実は（2011年）3月 18日に，柏崎刈羽原子力発電
所の技術担当の方に知事室へ来ていただいて，集
中的にやりとりしました。柏崎刈羽原子力発電所
もテレビ会議システムを共有していましたから，
当然知っていたはずです。ところが，メルトダウ
ンしていませんと，（原発）立地地域の知事にウソ
をついて帰っているわけです。これは，「空気」
で言えなかったというような話ではありません＊2。
「燃料は溶けているでしょう？」という問いに
対して，「周りのジルコニウムは確かに溶けてお
りますが，中にはペレットというものがございま
して……」と担当者は絵を描いていったのです。
ジルコニウムは溶けているけれど，ペレットは縦

＊1―（2011 年 3 月 14 日 19 時 28 分）武藤副社長「……2 時間で
メルト。2 時間で RPV（原子炉圧力容器）損傷の可能性あり。
いいですね？」吉田所長「はい。」『福島原発事故　東電テレビ
会議 49 時間の記録』岩波書店，348 頁より。2 号機の燃料が

「裸になった」（全部露出）時間を 18 時 22 分と認定し，2 時間で
メルトダウン，さらに 2 時間で圧力容器損傷との認識を共有し
た。
＊2―東京電力「メルトダウンの公表に至る経緯について」
2014 年 2 月 4 日参照。新潟県技術委員会課題別ディスカッシ
ョン「メルトダウン等の情報発信の在り方」のウェブページも
参照。

新潟県技術委員会による福島第一原発 1号機 4階の現地調査
の様子（2015年 2月 21日）
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に並んでいるという説明をしていったのですよ。
本当にそう信じている人が原発を運営していると
すると，極めて危ない組織だし，明確なウソをつ
いているとしたら，やはり危ない組織です。
本人が全くの素人でそう言ったのか，指示があ
ったのかですが，指示があったに違いありません。
（このことは）記者会見で何度も話していますが，報
道はされていないと思います。JNES（原子力安全基
盤機構，当時）の教育訓練用ビデオを見れば，メルト
ダウンで内部から崩壊していく様子が CGで説
明されています。これは基本であるわけですから，
それを知らない人が責任者だとすると，どういう
組織なのか，となります。ウソをついているとす
ると，どういう指示系統によるのかという点も問
題です。
東京電力は，メルトダウンを隠蔽した背景と指
示系統がどうなっているかを，最低限解明する義
務があります。そうでないと，また情報の隠蔽が
起こりかねません。そもそも原子力発電所の運転
管理能力があるのかどうかという基本を問われて
いると言わざるを得ません＊3。

IC（非常用復水器）の話もあります。（原発は）「止め
る」「冷やす」「閉じ込める」が基本で，電源はそ
の付帯条件でしかありません。福島の教訓は，
「止める」ことには成功したけれども，「冷やす」
のに失敗したわけです。止まっても冷却に失敗す
ると，自動的に閉じ込めに失敗して，放射性物質
をばらまいて大惨事になる，というのが福島の教
訓です。基本である「冷却できているかどうか」
を（責任者が）報告待ちというのはおかしいでしょう。
マネジメントの部分についてもしっかり検証が
必要だと思います。真実を明らかにした上でどう
対応するかを考えないと，そもそも住民避難には
対処できません。

	その場しのぎの体質

泉田　多くの人が関わる巨大な組織が最先端の技

術をつかうプロジェクトとして，宇宙開発があり
ますが，スペースシャトルが事故を起こしたとき
に，アメリカは徹底的に究明しました。日本の場
合は，実験をやりたいと政府事故調の畑村委員長
が言ったにもかかわらず実験もやらないし，いろ
いろヒアリングをした内容について突き合わせも
していません。畑村委員長自身が検証は不十分と
言っています＊4。福島原発事故の場合は，どこに
問題があってどう直すのかという，肝心のところ
をやっていないのです。
世界基準にあわせたから安全です，などと言っ
ても，もともと東京電力自体が二枚舌を使うとこ
ろがあり，原子力行政自体が信頼を失墜していく
状況にあるのは，きわめて残念だと思っています。
東京電力の二枚舌事例を一つ申し上げると，東
京電力が規制委員会に（規制基準適合性審査を）申請す
るときに，広瀬社長が私のところに来て，何のた
めに申請すると言ったのかといいますと，自社の
調査だけでは心配だから，第三者の眼を入れてい
ただきたいので規制委員会に申請したい，という
ことでした＊5。ところが，數土会長は，再稼働と
言っています。これは，目的を達するためにはそ
の場しのぎのウソをつくという典型例なのではな
いでしょうか。こういう組織マネジメントをする
人が安全を確保できるのか，きわめて疑問です。
世界に対しても，放射性物質をまきちらすとい
う多大な迷惑をかけているわけですから，責任を
しっかり果たしていただいて内部の意思決定や組
織のあり方をしっかり検証することが必要だと思
います。
実は新潟県でも，安定ヨウ素剤の配備をしてい
たはずだったのに（手続き書類が）改ざんされてモノ
が入手できていなかったという事例がありました。
どうしてそういう事態が生じたのか，新潟県は報
告書をまとめ，内部処分等も実施しました。組織

＊3―この問題についての東京電力の主張は末尾の注を参照。
また，事故時の東京電力の情報伝達の問題点については，本特
集の補説および資料 3 を参照。

＊4―朝日新聞 2014 年 3 月 10 日および畑村洋太郎: 日本原子
力学会誌，57（3）, 138（2015）。
＊5―2013 年 7 月 5 日と 9 月 25 日。7 月 5 日の知事と広瀬社長
の面談は IWJ のサイト http://iwj.co.jp/wj/open/archives/890 
11 に書き起こされている。
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運営上の問題も明らかにした上で，前に進んでい
るわけです。

	規制委員会の組織目的

編集部　規制委員会・規制庁の現状をどうご覧に
なっていますか。
泉田　原子力規制委員会の設置にあたって，独立
した委員会にした理由は，政治家が細かく現場に
介入するのではなく，専門家が適切な判断ができ
る仕組みにするためだったはずです。設置法では，
「原子力利用における安全の確保に関すること」
を一元的につかさどることになっています。その
ために必要な勧告を関係機関に出せるという権限
まで付与されているのに，田中委員長は，炉規法
の世界でしか話をせず，設置法が求めている任務
を怠っているのではないかと思います。
なぜ，被曝から住民の健康を守ることに責任を
持つ人（知事）と話をしないのでしょうか。指摘事
項に答えられないため面談しないようにしている
としか見えません。何のために原子力規制委員会
が設置されているのでしょうか。住民を守るため
に，原子力利用の安全の確保をするために設置さ
れているという基本に戻って，本来の組織運営を
行っていただきたいと思います。そのためには委
員が不足しているのではないかと思います。地方
行政がわかって，防災対策で地方が何をするかが
わかる人が委員に入らないと，この状況は直らな
いのではないでしょうか。事業者規制行政で「お
上」風は吹かすけれども，住民を守るつらい仕事
は負いたくないというふうに見えます。
組織目的に立ち返ってほしいと思っています。
編集部　規制委員会の所掌事務には事故原因究明
も入っていますが，「中間取りまとめ」を出して
休眠状態になっています。それに対して，新潟県
技術委員会が活発に活動されています。この活動
は今後も続けていかれますか。
泉田　はい，続けます。原因がわからないと対策
がとれませんから。なぜ原因究明をしないで規制
基準をつくることができるのか，不思議です。中
越沖地震の経験も踏まえて意見を（新潟県から規制委

員会に）出しましたが，ほとんど無視されましたか
ら。

	事故に対応できるのか

編集部　事故対応を誰がするのか，という問題が
あります。
泉田　大きな問題です。福島の事故の時には，新
潟から物資も運びましたし，救援のバスの派遣も
行いました。しかし 30 km圏内に入ってくれる
人はいなかったというのが現実です。保険制度が
そもそもないし，労働基準法違反の依頼は違法に
なる可能性があります。少なくとも法整備がない
と，民間事業者が防災関係者として活動するのが
難しいのです。
加えて，（福島原発事故では）原子力安全・保安院の

保安検査官が，民間人をサイトに残して先に撤退
するという事態が起きました。原子力規制委員会
は，最後まで残って現場を指揮する気概があるの
でしょうか。そこのところをどうするのか明確に
する必要があります。自衛隊員で爆発をみた後に
現場離脱をした隊員には処罰がありましたが，原
子力安全・保安院の人にはおとがめなしなのでし
ょうか。指揮命令系統はどうなっているのでしょ
うか。対応したという話を聞いていません。
さらに，一体誰が，過酷事故を収めに行くので
しょうか。地元の消防が行くのか，警察なのか，
自衛隊なのでしょうか。自衛隊でも，本務に位置
づけてもらわないと予算要求しにくいですよね。
ちなみにチェルノブイリの時はソ連軍でした。軍
が命令という形で動員しましたが，日本にはそう
いう制度はありませんから，いざというときに高
線量のところに，誰が収めに行くのでしょうか。
津波によるだけではなくて，テロや，さらに言え
ば，何かの紛争で飛んできた巡航ミサイルが（原発
に）あたるといった状況もあり得るでしょう。
法整備も，指揮命令に関わる国家公務員法や，
地方公務員法を変えるのでしょうか。労働安全衛
生法で対処するのでしょうか。そういう危険業務
をしたときに，補償をきちんとされる制度をつく
るのか，まったく考えられていません。
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現行制度下では，なるがままで，フクシマ・フ
ィフティのような英雄的行為に頼るということに
しかならないのではないでしょうか。アメリカで
あれば，最初から物資を届ける人などの役割が決
まっていて，本人が同意のサインをし，実際に行
くときにはもう一度サインすると聞いています。
日本はまた，過酷事故は起きないという前提で
やるのでしょうか。対応が極めて不十分な状況の
ままです。

（インタビューは 2015年 3月 11日に新潟県庁知事室にて行わ
れた。このインタビューの直後に，震災被害を悼む黙禱が行わ
れた。本稿は収録後，加筆修正されたものである。）

注
新潟県技術委員会の課題別ディスカッション「メルトダウン等
の情報発信の在り方」で記録された「議論の整理」表では，以
下のように応答している（原文ママ）。

　疑問点等「①-c 平成 23年 3月，知事の，メルトダウンして
いるだろうという質問に対し，ジルコニウムは溶けるけれども
ペレットはこういうふうにして残っていますと発言しているが，
その発言者及び 8時間空焚きしたことを認識してメルトダウン
しないという根拠は何か。それで確証持てない組織では，運転
する能力が無いということではないのか。」
　（東京電力の説明）
平成 23年 3月 18日（金）に，知事の要請に応じて当所の技術
系職員 3名が福島第一事故の状況についてご説明した。
説明した内容は以下の通り。

計 20枚の資料（【別紙 I-1-①-c】〔略〕参照）をお渡し，事故
発生後 1週間経過していたが，依然として正確なデータ等が不
十分な状況であり，建屋の機器配置図等を使用して，福島第一
事故状況全般をご説明した。

資料中の 1枚（P 13）は，被覆管の酸化により水素が発生す
るメカニズムをご説明するために用意したもので，特に，1，3，
4号機の原子炉建屋が爆発しており，その原因として水ジルコ
ニウム反応によって大量の水素が発生し，それが爆発したと推
定されたため，当該メカニズムについて説明したが，これを元
に被覆管は溶けているがペレットは立っていると言った説明は
していない。

具体的な説明の仕方について，誰からも指示は受けていな
い（質問にあるような説明をせよ，とか，「炉心溶融」「メルトダ
ウン」という言葉を使うな，等の指示は無かった）。むしろ，正
確なデータ等が不十分な状況であり，具体的な説明の仕方等に
ついて議論できるような状況ではなかった。
具体的にどのような説明をしたか，どういう質疑応答をした
かについては，議事メモは残っていない。
原子力エンジニアとして一定期間注水が出来ていない時間が
あれば燃料が溶融することは想定でき，その結果，公開してい

る TV会議において当社武藤副社長の「メルト」という発言に
つながったと推定されるが，当時は正確なデータに基づいて状
況が把握出来ておらず，あくまで推定の域を出なかったため公
表するに至らなかったと認識している。
現在はこの反省に立ち，根拠が十分に示せない状況であって
も，そのリスクや最悪の事態について，その反響に対して自ら
いたずらに恐れず，迅速・率直に言及していく。
更に，過酷事故状況下においても正確なデータが確保出来る
ように設備上の対策を講じておくことは言うまでもなく，柏崎
刈羽原子力発電所では計器用電源（バッテリー）の水密化や予備
バッテリーの確保などの対策を既に講じている。
【別紙 I-1-①-c】新潟県知事への説明資料一式（H23. 3. 18）〔略〕

　なお，東京電力の回答に対して新潟県は以下の見解を示して
いる。
　（新潟県の見解）
　東京電力は，3月 18日の県への説明で，結果としてメルトダ
ウンの可能性すら認めませんでした。東京電力は「被覆管は溶
けているがペレットは立っていると言った説明はしていない」
と回答していますが，仮にそうであれば，どのようにメルトダ
ウンしていないことを説明したのか，明確にしなければなりま
せん。
　そして，福島原発事故時にメルトダウンを 2か月間隠蔽した
背景や，指示系統について解明すべきです。


