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フクシマ事故収束、除染、補償、火山、地震、過酷
事故対策、避難計画、核のゴミ・・・ 

何も解決できていないのに 
         再稼働？！    
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1. 再稼働状況 ～2015夏  
 

2015.8 プラント技術者の会 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜全国の原発＞ 

 

 現在（2015.8)、国内原発は43基 

   2013.12 福島⑤⑥廃炉 

   2015.4 美浜①②、島根①、玄海①、 

       敦賀①の５基は老朽化による廃炉の 

       方針が決定 

 

 加えて、建設中の原発は、 

 ・島根3号機（中国電力、進捗94%） 
 ・大間（電源開発、38%） 
 ・東通2号機（東電10%） 
 計画中は、上関（中国電力）等の9基 

 

 新規制基準への適合性審査（再稼
働）申請は15原発25基 

 （次ページ表参照） 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜適合性審査を申請中の原発 @2015.8＞ 

事業者 発電所 炉型 運転開始年 

 北海道電力 泊１，２，３ PWR 1989,1991,2009 

 Jパワー 大間 BWR（MOX) 建設中 

 東北電力 女川２ BWR 1995 

東通１ BWR 2005 

 日本原電 東海第二 BWR 1978 

 東京電力 柏崎刈羽６，７ ABWR 1996,1997 

 中部電力 浜岡３、４ BWR 1993 

 北陸電力 志賀２ ABWR 2006 

 関西電力 高浜１，２、３，４  PWR 1975,1976,1985,1985 

大飯３，４ PWR 1991,1993 

美浜３ PWR 1977 

 中国電力 島根２ BWR 1989 

 四国電力 伊方３ PWR 1994 

 九州電力 玄海３，４ PWR 1994,1997 

川内１，２ PWR 1984,1985 

計15原発、25基 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜川内原発の概要＞ 

川内１号機 川内２号機 

炉型 PWR 

電気出力 89万KW 

熱出力 266万KW 

運転開始 1984.7.4 1985.11.28 

主契約者 三菱重工 

主要機器（原子炉等）供給者 三菱重工 

土建工事 大成・飛鳥・前田 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜再稼働への手順＞ 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜川内原発再稼働の日程＞ 

完了 

7/10 燃料棒装荷 

予定 

8/10 原子炉起動 （= 再稼働） 
8/13 送電開始～9/M 営業運転に移行 
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2. 川内原発をめぐる問題 
 

2015.8 プラント技術者の会 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜川内原発周辺の火山とカルデラ＞ 

2.1 巨大カルデラ群に囲まれた原発  
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2015.8 プラント技術者の会 

姶良カルデラ（川内原発から50km） 
 桜島を含む錦江湾全体がひとつの巨大火山 

 約3万年前に巨大噴火し、火砕流は約80kmに及び、南九州の動植物は全滅し、関
東でも火山灰が20センチ積もった。 ⇒シラス台地 

 川内原発近傍数キロには姶良、阿多、加久藤カルデラからの火砕流痕跡がある。 

九電が実施したシミュレーションでも、姶良カルデラの巨大噴火では5分ほどで
火砕流が川内原発に到達する。（2014.3.19九電資料） 

九電の主張 
これらのカルデラの巨大噴火周期は約9万年であり、最新の姶良カルデラにおけ
る破局的噴火は約3万年前であることから、川内原発の運用期間中の破局的噴
火の可能性は十分に低いと考えられる。 
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2015.8 プラント技術者の会 

火山専門家の見解 
 火山噴火に周期性はなく、次の巨大噴火時期の特定は出来ない。姶良カルデラの3

万年以前の噴火履歴は不明。阿蘇カルデラは過去4回の巨大噴火が確認されてい
るが、間隔は、2、3、11万年とまちまち。 

 火山噴火予知連、藤井敏嗣会長（東大名誉教授）：「我々は巨大噴火を経験した
ことがない。現在の知見では破局的な噴火の発生を事前に予知することは困難」 

 

 火山地質学、高橋正樹日大教授：「火山評価をめぐる規制委員会の基準はできも
しないことをできるかのように定めている。国民にうそをつくことになりかねない」 

使用済み核燃料の移動は可能か？ 

 川内原発のプール内には1,946体、約852トンの使用済み燃料を保管 

 ⇒ どこに、どうやって避難させるのか、具体的計画なし。 

 ⇒ むつ市に建設中の中間貯蔵施設は15-20年以上冷却したものを受入れる 

火山灰が引き起こす様々の障害 
（九電による想定降灰量： 15 cm） 
 通行の困難、緊急車両の故障 

 電気部品の接触不良、湿った灰による短絡、断線 

 非常用ディーゼル発電機の空気取り入れ口フィルタの詰り 

   ⇒ 全交流電源の喪失による重大事故発生の可能性大 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜川内原発の立地と避難計画＞ 
 
 川内原発30km圏内には薩摩川内市、いち

き串木野市、阿久根市、鹿児島市、出水市、
長島町、さつま町、日置市、姶良市の9市町
がある。 

 「避難計画」はとりあえず策定、しかし、 

 拡散シミュレーションを踏まえず 

 10-30km圏の要援護者の避難は除外 
 

⇒「紙の上でとりあえず作った」のが実態 

 田中（俊）委員長は「規制基準と原子力防災は車の両輪」と発言。しか
し、規制委員会は「指針」を作ったきりで、防災・避難計画の妥当性は
確認せず、各自治体に任せっきり。 

 米国では。「避難計画」は規制の対象であり、稼働前にNRC（米国原
子力委員会）の認可が必要  

   ⇒1989年、ショーラム原発は稼動することなく廃炉になった。 

2.2  杜撰な避難計画  
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2015.8 プラント技術者の会 

＜避難計画の実効性＞ 

 30km圏外に出れば安全？ 

 福島県の飯館村は30-45km圏内であった。 

 川内周辺は北・北西の風が多く、風下方向
への避難となる可能性大 

 プルーム（放射性雲）通過時の防護措置は
未解決 

（株）環境総合研究所作成 

西北西の風 

紫：50μSv/h以上 

赤：20-50μSv/h 

 避難の実効性に疑問 

 複合災害を想定していない（悪天候、高波、
地崩れ、土砂災害等々） 

 避難車両による渋滞や交通事故 

 10-30km圏の要援護者は避難の対象外！
（病院や施設に任されたまま） 

  規制委員会：「無理に避難せず、屋内にて
安定ヨウ素剤を服用するのが合理的」と 
⇒実質的な見捨て 

 職員、保護者、交通機関従事者等は適切
に行動できるか？（業務と家族の板挟み） 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜その他の避難計画上の問題点＞ 

 鹿児島県によるシミュレーション： 30km圏内の住民9割が圏外に出る
までの時間は最長で29時間（炉心溶融開始で避難指示） 

   ⇒避難中の被ばくは避けられない！ 

 ２段階避難計画（PAZの避難完了後にUPZ）は非現実的 

 避難車両・人のスクリーニングと除染の計画（場所、要員等）不備 

 避難先スペースが不十分（現状は2m2/人） 
 帰還に関する条件や基準は一切なし 

 屋内退避に必要な物資（食糧、燃料、医薬品等）の備蓄体制は？ 

 福島双葉病院の悲劇（避難中に50人が死亡）はどう活かされるのか？ 

 原発が稼働していなくても使用済み核燃料は存在する 

（イラスト：高木昇次さん） 

＜用語＞ 

PAZ： 
予防的防護措置区域（概ね5km圏内） 
UPZ:  

緊急防護措置準備区域（概ね30km圏内） 
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3. 新規制基準に 

    合格したら安全か？ 
 

2015.8 プラント技術者の会 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜新規制基準と適合性審査＞ 

原子力規制委員会 

田中俊一委員長 

「規制基準による適合性審
査は安全性を保証するもの
ではない。」 

安倍晋三首相 

「規制委員会により、世界最
高水準の基準で安全性が
確認された原発から再稼働
する」 

矛盾＆ 

すり替え 

 安全に係る責任の所在は曖昧なままであり、安全
は誰にも担保されていない。 

 再稼働への判断は結局、事業者と地元自治体
（鹿児島県と薩摩川内市）押し付けられている。事
業者と周辺自治体との間の安全協定もまちまちで
ある。 

3.1  間違っている審査の仕組み  
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2015.8 プラント技術者の会 
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2015.8 プラント技術者の会 

 遅れていた日本の過酷事故対策 

 フクシマ事故以前 

 米国：過酷事故対策（深層防護第４層）は規制の対象   

 日本：事業者の自主的整備に任せ、規制の対象外 

 1986年のチェルノブイリ事故以降、欧米では過酷事故対策を重要視。
日本では「過酷事故は起こりえない」ものとして放置されてきた。 

 欧州新世代加圧水型炉（EPR)の基準 
（ ）内は日本の新規制基準 

 安全上重要な系統設備は独立4系統
（最低２系統） 

 コアキャッチャーの設置（要求なし） 
 格納容器熱除去設備（要求なし） 
 大型航空機衝突に耐える、二重構造の
格納容器（要求なし） 

3.2  「新基準は世界一厳しい」のウソ  
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2015.8 プラント技術者の会 

＜耐震性に疑問＞ 

 川内原発 基準地震動（Ss）の変遷 

 初期設計時（S2）： 270 gal（1号機）、372 gal（2号機） 
 耐震バックチェック時： 540 gal 

 今回の申請： 620 gal（震源を特定しない地震動、北海道留萌支庁
南部地震をベース） 

     ⇒ 躯体の基本構造は変わっていない。安全余裕度の食い潰し！ 

 

 参照すべき主な地震動 

 岩手宮城内陸地震（2008）： 
4022 gal、但し、地盤は異なる 

 中越沖地震： 1699 gal ＠柏崎
刈羽原発 

 JNES（旧・原子力安全基盤機構）

の試算によれば、「震源を特定し
ない地震動」のM6.5で1340ガル 

（石橋克彦神戸大名誉教授資料より） 

3.3  多くの未解決技術事項  
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2015.8 プラント技術者の会 

＜フクシマ事故の検証は不十分＞ 

 高レベル放射能汚染により現場での事故原因調査が困難 

 ⇒ 過酷事故に対する設備の脆弱性や保安規定の不備が徹底検
 証されていない。 

 

 フクシマ事故で生じた、格納容器下部からの放射性物質の漏えい
（汚染水の発生）は考慮せず、上部からの気体漏えい対策（放水銃
の設置）のみ考慮。 

  ⇒ 川内原発敷地内にも約300トン/日の地下水が流れ込んでおり、格納容
器下部破損の場合は、福島と同様の汚染水問題が発生する可能性あり。 

 地震による配管破損はあったのか？ 

 ⇒ 事業者と規制側は、炉心溶融の
 原因は地震による配管等損傷では
 なく、津波による全交流電源停止
 （SBO)と冷却機能喪失によるものと
 判断。このことによって、耐震設計の
 根本的見直しを回避 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜原発は過酷事故の巣＞ 

（原子力市民委員会「原発ゼロ社会への道」より） 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜その他の考慮されるべき諸問題＞ 

 川内原発はすでに老朽化 

  1号機： 1984年7月4日運転開始（別途、高経年化30年目の審査中） 
  2号機： 1985年11月28日運転開始 

   ⇒ 圧力容器の中性子照射脆化、機器・配管の疲労と応力腐食割れ、
 電気品の絶縁性低下、コンクリート劣化、等々 

 

 フィルター付きベントの完成は2年後。その他の「特定設備（免震棟内
の第二制御室等）も5年間の猶予が認められており、再稼働条件から
は除外。安全性の確保が二の次になっている。 

 

 水位計や温度計など、福島事故で機能喪失した重要な計測装置の見
直しと信頼性向上がなされていない。再び、事故対応に窮する可能性
が大きい。 

 

 外部電源、主給水ポンプ等の耐震設計クラスは下位におかれている
（技術的難易度が高く、非経済的であることが理由）。通常地震時でも
SBO（全交流電源停止）、炉心冷却困難などに陥る可能性がある。 
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4. 三つの司法判断 

     ～大飯、高浜、川内 

2015.8 プラント技術者の会 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜大飯3、4号運転差止め判決＞ 

2014年5月21日の、福井地裁による「大飯原発3,4号機運転差止め判決」は、
それまでの司法の原発への姿勢を抜本的に改める画期的な判決であった。 

 憲法に定められた人格権は我が国の法制下において最高の価値であり、
それへの侵害は認められない。原発は電気を生み出す手段のひとつで
しかなく、人格権の劣位に置かれるべき。 

 福島事故は原発の持つ本質的な危険性と被害の大きさを明らかにした。 

 使用済み燃料の防御設備も含めて、安全技術は確固たる根拠のない脆
弱なものである。 

 豊かな国土と、そこに国民が根を下ろして生活していることこそが国富
であり、その喪失は、電気代の高い低いと比べるような問題ではない。 

 原発事故はCO2問題とは比べ物になら 

  ない環境被害をもたらす。原発継続の 

  根拠とすることは筋違い。 

⇒ 関電は即時控訴。名古屋高裁金沢 

  支部にて控訴審が進行中。 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜高浜3、4号運転差止め仮処分決定＞ 

2015年4月14日の、福井地裁による「高浜原発3,4号機運転差止め仮処分

決定」は、再稼働停止の強制力を持ち、かつ大飯判決を更にバージョンアッ
プした内容であった。 

 超えてはならない基準地震動（700ガル）

の設定に信頼性は見いだせない。また、
基準地震動以下の地震が襲った場合も重
大事故を引き起こす可能性がある。 

 使用済み核燃料は堅固な施設で囲い込む
べきである。 

 免震重要等の設置に猶予期間が設けられ
ていることに合理性はない。 

⇒ 関電は即時に異義主張を行ない、福井地裁にて審議が継続中。最終審尋 

  は11月の予定。 

 新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性
は確保されない。 
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2015.8 プラント技術者の会 

＜川内1、2号運転差止め仮処分請求の却下＞ 

2015年4月22日の、鹿児島地裁による「川内原発1、2号機運転差止め仮処

分請求の却下」は、行政と権力に迎合し、司法の独立性をないがしろにした
ものであった。 

 新規制基準は最新の科学的知見等に照らし、その内容に不合理な点は
認められない。 

 基準地震動は「不確かさ」を相当程度考慮したもの。 

 重大事故発生が避けられないとする、債権者による的確な疎明はない。 

 債務者による火山事象に係る評価は火山学の知見により一定程度裏づ
けられている。 

 地方自治体が策定した避難計画は、現時点において、一定の合理性、
実効性を備えている。 

⇒全く不当な決定であり 債権者は即時 

  抗告。鹿児島地裁にて非公開審議が 

  継続中。 
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END 
鹿児島⇒福岡九州縦断デモ（2015.5） 

鹿児島県庁前集会（2015.7） 川内原発正門前行動（2015.6） 

久見崎海岸テント村 

現地の闘いに呼応して再稼働を阻止しよう！ 

2015.8 プラント技術者の会 


