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A. 前提 

A-1. 本意見の範囲と構成 
 
 今回の「パブコメ募集」において、「募集する御意見

の内容」は、 
 

「九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用

原子炉設置変更許可申請書（1号及び2号発電用
原子炉施設の変更）に関する審査書（原子炉等規

制法第43条の3の6第1項第2号（技術的能力
に係るもの）、第3号及び第4号関連）（案）」（以
下、「審査書（案）」と略記） 

 
「に対する、科学的・技術的なご意見」となっていま

す。 
 ここに提出致します意見は、その枠組みを、次の二

つに分けて捉えます。 
 ・「審査書（案）」の位置づけと枠組み・方針に対す

る科学的・技術的な意見 
 ・「審査書（案）」の内容に対する科学的・技術的な

意見 
 
A-2. 「科学的・技術的な意見」の射程 
 (a) 「科学」「技術」の定義 

 我が国における標準的な国語辞典である『広辞苑』

によりますと、「科学」及び「技術」は以下のように定

義されます（第４版より）。 
 

「科学」 
 (1) 体系的であり、経験的に実証可能な知識。
物理学・化学・生物学などの自然科学が科学の典

型であるとされるが、経済学・法学などの社会科

学、心理学・言語学などの人間科学もある。 
 (2) 狭義では自然科学と同義。 

 
「技術」 
 (1) 物事をたくみに行うわざ。 
 (2) 科学を実地に応用して自然の事物を改変・
加工し、人間生活に役立てるわざ。 

 
 今回の「パブコメ募集」において、特に「科学」の

定義をめぐる明示的な限定は見当たりませんでしたの

で、より一般的な(1)に準じて「科学」を考えます。「技
術」に関しては、「科学的・技術的」と並列されている

ことに鑑み、(2)の定義に従って考えることにします。 
 
 (b) 「科学的」であること 

 図式的に捉えるならば、現在私たちが理解している

「科学」は、本質的に以下の二つの要素を含みます。 
 
 (1) 認識及び思考の一般的な手続きに課されるいく
つかの要件、および、近代以降の社会においてそれを

制度的に反映させたもの 
 (2) 科学的手続きに従って獲得され、共有されてき
た知見 
 
 以下で、明示的に両者を区別することが望ましい場

合には、「科学的手続き」「科学的知見」という言葉で

それぞれを指し、その具体的な内容はその都度示すこ

とにします。同様に、「技術的知見」といった言葉も用

います。 
 
B. 「審査書（案）」の位置づけに対する科学的・技

術的な意見 

B-1. 社会科学的な観点から (1) 
 1ページ 「I-1. 本審査書の位置づけ」について 

 法の支配の下にある我が国において、「原子炉等規制

法」は、国の最高法規である日本国憲法の下位に置か

れます。日本国憲法が規定する人格権及び生存権に照

らして原子力発電所稼働に必要となる要件を考慮する

ならば、過酷事故の際の住民の防護は当然考慮される

べき必須の基準の一つです。このことは、2014 年 5
月 21 日、関西電力大飯発電所をめぐる訴訟において
法廷が下した判断においても確認されています。より

具体的には、原子炉等規制法第 43条の 3の 6第 1項
第 2号、3号及び 4号で求められる技術的能力に係る
要件に、「過酷事故の際の住民の防護」が含まれるとさ

れています。この点に鑑みると、本審査書は、過酷事

故が起きた際の近隣住民の防護や地域社会の保護、補

償に触れていないため、法の支配の下にある我が国に

おける原子力発電所の適合性審査として妥当な位置づ

けにはないと判断されます。 
 また、法的にみて不適切である可能性が大きいこの

ような審査を可能にしている「新規制基準」も、適合
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性審査の基準として妥当な位置づけにはないと言うこ

とができます。 
 以上に鑑み、「新規制基準」の法科学的・社会科学的

な妥当性の検討も含め、審査プロセス全体を再検討す

る必要があります。 
 
B-2. 社会科学的な観点から (2) 
 「審査書（案）」では「技術的能力指針」2.要件の指
針5から指針10で「方針が適切に示されていること」
を「満たすべき基本的な要件」として規定しています

（（旧）原子力安全委員会決定、平成16年5月27日）。
また「重大事故等防止技術能力基準」の全ての要求事

項についても「方針であること」または「方針が適切

に示されていること」などと置き換えが付記されてい

ます（原子力規制委員会決定、平成25年6月19日）。
しかしながら原子炉等規制法第 43条の 3の 6第 1項
第2号及び第3号では「必要な技術的能力（第2号に
あっては経理的基礎を含む）」が求められており、申請

者が「方針」を有すること、あるいは「方針を適切に

示す」ことだけでは発電用原子炉の運転及び事故対策

における実効性は不十分です。技術的能力の実態とし

ての必要性は東日本大震災に伴う東京電力の福島第一

原発事故対応の例からも明白です。判断基準および審

査指針等から、これら法的基準の実質的な引き下げに

つながる（旧）原子力安全委員会及び原子力規制委員

会による置き換え等を全て除いたうえで全項目につい

て再度審査することが必要です。 
 
B-3. 科学的手続きの観点から (1) 
 1ページ 「2. 判断基準及び審査方針」について 

 これまで規制当局も政府も電力会社も絶対安全であ

ると言っていたにもかかわらず東京電力福島第一原発

が事故を起こしたという事実を踏まえるならば、科学

的手続きに則った規制基準の改正ないしは新たな規制

基準の設定は、東京電力福島第一原発事故の経緯を十

分に分析し理解した上でそれを踏まえたものであるべ

きです。しかしながら、東京電力福島第一原子力発電

所で起きた事故の原因も、事故の詳細な進行経緯も、

現状も、十分に解明されてはいません。それにもかか

わらず設けられた「新規制基準」は、従って、科学的

手続きの観点からは妥当性に欠きます。その基準に則

って行われた審査も、その位置づけにおいてそもそも

科学的妥当性に欠くものです。 
 従って、東京電力福島第一原発を導いた、（狭義の）

科学技術的要因と社会的要因をともに科学的に解明し、

その上で、規制及び審査の組織及び運用体制のレベル

から見直す必要があります。 
 
B-4. 科学的手続きの観点から (2) 
 1ページ 「2. 判断基準及び審査方針」について 

 当該項目には、「以下の基準等に適合しているかどう

か確認した」とあります。個々の内容をめぐる「確認」

の妥当性については、「C. 「審査書（案）」の内容に対
する科学的・技術的な意見」で気づいた範囲の問題を

述べますが、それとは別に「確認する」という行為の

科学的手続きに照らした妥当性が問題となります。一

般に、科学的に妥当な「確認」の行為は（社会科学的

知見も考慮して社会的側面も含めて考えると）、最低限、

次の要件を満たしていることが求められます。 
 
 (1) 確認する者が、確認対象となる事項を主張した
ものと利害関係を有しておらず、独立していること 
 (2) 確認する者が、確認対象となるものについて十
分な知見を有していること 
 (3) 確認する者が、科学的認識の手続きについて十
分に把握しており、それに従って謙虚に確認を行うこ

と（いささか自己言及的な要件ですが） 
 (4) 確認は、個々の対象に関して、科学的・技術的
な先端の知見を踏まえ、独立して具体的に、必要に応

じてさらなる第三者が確認可能なかたちで行われるこ

と 
 
 (1)に関して言うと、現在の規制委員長が長らく原子
力を推進する立場に積極的に関わってきたことから、

今回の「審査書（案）」の科学的観点からの手続き的妥

当性には大きな疑問が付されると言わざるを得ません。

(2)に関しては、現在の基準において審査が可能でると
いう前提を採用して実際に審査を進めること自体が、

B-1 で見た社会科学的な側面に対する知識の欠如を示
しています。また、下記 B-4、B-5 との関係を考える
と、技術的な側面においても十分に妥当な手続きを行

いうるのか疑問なしとしません。(3)に関して言います
と、規制委員会委員長が、そもそも(1)の条件をめぐっ
て疑問なしとしない立場にありながらも委員長を務め



川内原発審査書案／原発再稼働への市民からの意見書    http://www.iwanami.co.jp/kagaku/20140810.html 
 
影浦峡 20140815-5 

 3 

ているという事実そのものが、本審査プロセスの「科

学的妥当性」に疑問を提起するものです。 
 以上に鑑み、規制委員会の基本的な体制を科学的手

続きの観点から見直した上で、改めて適合性審査を行

うことが求められます。なお、(4)をめぐる具体的な問
題は別途「C. 「審査書（案）」の内容に対する科学的・
技術的な意見」で述べます。 
 
B-5. 技術的知見の観点から (1) 
 1-2ページ 「2. 判断基準及び審査方針」について 

 「審査書（案）」が依拠している基準は、原子力施設

の事故防止と事故影響の緩和のためにIAEA等で提唱
されている「深層防護」の世界的な技術基準（第1層：
異常運転・故障の予防、第2層：以上運転の制御、故
障の検知、第3層：想定されている設計基準事故の制
御、第4層：プラントの過酷状態の制御（事故防止と、
過酷事故の影響緩和を含む）、第 5 層：放射性物質の
大規模放出にともなう放射線影響の緩和）に照らして

見た場合、第 5 層が抜けています。それに対応して、
「審査書（案）」が扱っている範囲でもその点は欠落し

ています。したがって、技術的に見て、適合性審査と

して極めて不十分なものになっています。 
 「深層防護」の世界基準に従った技術的基準を設定

し、それに基づき審査をやり直す必要があります。 
 
B-6. 技術的知見の観点から (2) 
 1-2ページ 「2. 判断基準及び審査方針」について 

 「新規制基準」では、上記「深層防護」の第 4 層、
過酷事故対策に対応する部分が義務化されましたが、

そこで規定された基準の技術的な水準は、世界的な水

準から見て極めて不十分です。国際的な過酷事故対策

の基本方針が、パッシブ（無動力）、自動、恒設、能動

的（先取り）、実証であるのに対し、「新規制基準」で

は依然として動力依存、手動（人間の判断に基づく人

的操作）、仮設（まず移動・設置が必要）、反動的（起

きたあとの対応）、精神論的なものとなっています。 
 過酷事故対策の世界基準に従った技術的基準を設定

し、それに基づき審査をやり直す必要があります。 
 
B-7. 「審査書（案）」の位置づけに対する科学的・
技術的な観点からの総括所見 
 以上、B-1からB-5に鑑み、「審査書（案）」は、原

子力発電所の再稼働の可能性につながる審査の報告と

しては、そもそもその位置づけにおいて科学的・技術

的妥当性に欠くものであると結論できます。既に述べ

てきたことの繰り返しになりますが、科学的・技術的

妥当性を担保するためには、 
 
 (a) 法的な観点から最高法規に照らして妥当な規制
基準の確立 
 (b) 科学的手続きの観点から適切な審査体制と手続
きの確保 
 (c) 技術的な観点から世界的基準に従った基準の抜
本的見直し 
 
が必要となります。 
 
C. 「審査書（案）」の内容に対する科学的・技術的

な意見 

C-1.  
 1ページ 「I-1. 本審査書の位置づけ」について 

 既にB-6で述べましたが、国際的な過酷事故対策の
基本方針が、パッシブ（無動力）、自動、恒設、能動的

（先取り）、実証であるのに対し、「新規制基準」では

依然として動力依存、手動（人間の判断に基づく人的

操作）、仮設（まず移動・設置が必要）、反動的（起き

たあとの対応）、精神論的なものとなっています。この

ことは、過酷事故の対応は、技術的な条件整備だけで

なく、緊急時の組織的・人的な対応体制にも大きく依

存することを意味します。東京電力福島第一原発事故

においても、海水注入の遅れや汚染水タンクからの漏

洩など、様々な対策において組織経営論的な要因が大

きく技術的対応の足を引っ張ったことは明らかになっ

ています。従って、経理的基礎を扱わない本「審査書

（案）」は適合性審査として不適格なものと言えます。

「審査書（案）」で評価したすべての項目について、経

理的基礎の裏付けを含め、再度審査をしなおす必要が

あります。 
 
C-2. 
 8ページ 「2-2.技術者の確保」、及び413ページから

417ページ 「4-5.大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他テロリズムへの対応（重大事故等防

止技術的能力基準2.1関係）」について 
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 津波等の大規模自然災害やテロなどによる県道 43
号線及び川内河口大橋の封鎖、さらには川内原子力発

電所付近護岸への船舶による輸送が不可能になった場

合にテロ等の障害を排除する具体的な手段、体制、及

び運転復旧のため確保できる技術者の人員や設備につ

いての厳密な評価がありません。 
 この評価を厳密に行うこと、その際、必要な人員、

設備が確保できるまでの所要時間等についても明らか

にすることが必要です。 
 
C-3.  
 9ページ 「2-3.経験」 及び11ページ 「2-5.技術

者に対する教育・訓練」について 

 発電用原子炉のアクシデントマネジメントについて

は東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発事故の収

束・廃炉までの経過・転機を精査することなく「経験

を有する」という評価は不可能です。このような立場

は、本質的に非科学的であり、また、失敗から学ぶこ

とを基本とする工学の立場からも不適切です。 
 廃炉完了を待ち、どのような経験・技術が必要かな

どの詳細が明らかになった後に適合性審査を再開する

ことが必要です。 
 
C-4. 
 13ページから30ページ 「3-1.地震による損傷の防止

（第4条関係）」について 

 地震動についてはメカニズムや震源について「想定

はできても発生時期と規模を予知できない」というの

が科学的な立場ですし、東日本大震災に伴う東京電力

福島第一原発事故の最大の教訓でもあります。また発

電用原子炉に重大な損傷が発生した場合、極めて広範

な地域に対し復元不可能な被害を与えることも当該事

故で明白になったところです。このような観点から想

定震源域やモデル解析による評価は副次的な意味にと

どめ、これまでに観測された最大加速度及び振動パタ

ーンを想定すべきです。たとえば 2011 年の東日本大
震災で観測された振動パターンと継続時間を 2008 年
岩手・宮城内陸地震の最大加速度（地表において4000
ガル）程度、並びに 2007 年新潟県中越沖地震の際柏
崎刈羽原発地下における推定加速度（岩盤において

1700ガル）に拡張するなどした過酷な地振動モデルを
数パターン作成し適合性を再評価することが必要です。 

C-5. 
 32ページから53ページ 「3-3.津波による損傷の防止

（第5条関係）」について 

 本審査書の適合性評価は不十分です。本意見書 C-4
と同様の観点から高さ 40m 程度の過酷な津波モデル
を想定し、第二波、第三波などの時間間隔を変えた数

パターンの被害想定を考慮したうえで適合性を評価す

ることが必要です。 
 
C-6. 
 55ページ 「3-4.2 外部事象 人為事象の抽出」 

 外部からのシステムへの侵入の事象が欠落していま

す。原子力関連で、制御系システムへの侵入例として

は、2003年の米国オハイオ州Davis Besse原発にお
けるウィルス感染、2010のイラン・ブシェール原発へ
のサイバー攻撃などがあります。制御系システムへの

侵入は深刻な影響をもたらします。 
 脆弱性の検討と防護への対処を改めてやりなおす必

要があります。 
 
C-7. 
 61ページから69ページ 「3-4.2.2.火山の影響に対す

る設計方針」について 

 カルデラ火山の噴火時期、規模の予知はできないこ

とが火山学者の世界的な合意です。モニタリング等の

実効性も確立されておらず本意見書（１）から（３）

の議論を踏まえれば、火砕物密度流の直接的影響に対

する申請者の技術的能力としてモニタリング等の方針

や計画を提出することで適合性があると判断するのは

原子力規制委員会の責務に照らし著しく無責任なこと

です。 
 「火山ガイド」6.2に基づき、できるだけ早期に「立
地は不適」との判断を下すことを求めます。 
 
C-8. 
 81ページ 「3-5 人の不法な侵入等の防止」 

 建物の設計上「対策を講じるとしていることを確認

した」といっていますが、そもそも「講じるとしてい

ること」では不法な侵入を現在において防止できるか

どうかわかりません。また、仮に建物の設計上の対策

が講じられているとしても、人の不法侵入はハードな

設計だけでは十分に防止できません。どのような人
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的・制度的対策を講じているかを確認すべきです。ま

た、悪意を持った侵入者や意図的な攻撃への対策が不

測しています。 
 これらの点を十分に考慮し、不法な侵入等の防止に

ついて見直し、再評価する必要があります。 
 
C-9. 
 103ページ 「3-14 安全保護回路」 

 3.において、「固有のプログラム及び言語を使用
し・・・」とありますが、これは諸刃の剣でもありま

す。長期的な維持管理、コスト、バージョンアップ等

を考えたとき、それに対応する体制をシステム供給者

及び九州電力がどこまで持続的・安定的に提供できる

のか、十分な検討が必要です。 
 その点を考慮し、評価をやり直す必要があります。 
 
C-10. 
 113ページから412ページ 「4.重大事故等対処施設及

び重大事故対処に係る技術的能力」について 

 格納容器の二重構造やコアキャッチャーが無いこと

など重大事故等に対し構造的に致命的な脆弱性があり

ます。これは、現在の世界的な技術基準と比して、大

幅に遅れているものです。更に使用済み燃料を数日程

度以内に移動させることができる機構・設備もありま

せん。また火山等の影響も考慮すれば少なくとも

100kmから200km以上遠方に移設先を確保しておく
必要もあります。原子炉等規制法第43条の3の6第1
項第2号、第3号及び第4号に記載される最低限の技
術的要件と東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発

事故の知見に照らし、本審査書ならびに規制基準・指

針は著しく不十分なものと言わざるをえません。 
 審査基準等及び審査体制等を抜本的に見直したうえ

で適合性を評価することが必要です。 
 
C-11. 
 267-412ページ 「4-4 重大事故対処設備及び手順等」 

 4.1~4.19 にわたり、いずれの項目においても「事
業者が・・・する方針としていることを規制委員会は

確認した」と記載されています。すなわち、審査では

申請者の方針を確認したにとどまり、現実の対策が妥

当であるかどうかの確認をしていません。一例として、

357ページの「4-4.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備及び手順等 (第 56 条及び重大事故等防
止技術的能力基準1.13関係)」では、「本節では、重大
事故等の収束に必要となる水を供給するために申請者

が計画する設備及び手順等が、1第56条及び重大事故
等防止技術的能力基準1.13項(以下「第56条等」とい
う。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備さ

れる 方針であるか、2 有効性評価(第 37 条)において
位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適

切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申

請者が、自主的な対応により重大事故等対処をより確

実に実施する方針であるかを確認した。」とあります。

これは、方針が存在することだけを確認しており、現

在存在していることも、また特定の時期までに整備さ

れることも確認されるものではありません。従って、

運転再開時点でこの基準で要請されている設備及び手

順が存在するかどうかは不明であり、この設備及び手

順が必要な事態が生じた時に、対応できない可能性が

あることになります。 
 すなわち、本審査書案では、実際には基準に適合し

ていない可能性があるにもかかわらず、基準に適合し

ている、という判断がされていることになります。 こ
れは、本審査書案の「適合している」という判断が適

切な根拠を欠いたものである、ということを意味して

おり、同様の確認しかなされていない全ての項目につ

いての審査のやり直しが必要です。 
 
C-12. 
 351ページ 「4-12 発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するための設備及び手順等」 

 申請者が汚染水対策設備を設けていないことは、規

制基準不適合であり、汚染水対策を審査で取り上げて

いないのは審査の欠陥を示しています。とりわけ東京

電力福島第一原発事故後は、汚染水の問題は極めて大

きなものであることを考え、設置許可基準規則 55 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）で、格納容器の破損に至った場合等において「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

設備を設けなくてはならない」とされており、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外

等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たものでなければならない。」と定
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めています。 
 ところが、適合性審査においては、福島原発事故で

今なお深刻な状態が続いている汚染水問題、すなわち、

炉心溶融、原子炉圧力容器破損、それに引き続く格納

容器の破損により放射能を大量に含んだ原子炉冷却水

が汚染水という形で施設外へ流出し、放射性物質の異

常な水準の放出をもたらす事態については、申請者は

設備対策を講じていないし、審査でもそのことを取り

上げてもいません。 
 これは、 審査に欠陥があることを示すものであり、
汚染水対策についての厳正な審査を行うことを求めま

す。 
 
D 総括 

 
 全体として、本「審査書（案）」は、その位置づけに

おいて、東京電力福島第一原発の事故に対し、事故防

止が十分にできなかった重要な原因の一つとして国会

事故調が指摘した、「安全規制が事業者の虜になってい

る」状況を十分に脱していないのではないかという危

惧があります。この危惧には、先に私の所見Bで述べ
たように、十分な根拠があります。 
 実際に、本「審査書（案）」の内容に関しましても、

Cで見てきましたように、再稼働時点での安全を、技
術的にも制度的にも運用的にも維持できるかどうか十

分に確認されているとは言いがたい部分が多く、これ

では安全性審査の意味をなしません。 
 規制委員会の体制、新規制基準そのものの見直しも

含め、科学的・技術的に適切な手続きを構築した上で

改めて審査をやり直す必要があります。 
 

以上 
 


