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はじめに

この小冊子は、「ストレステスト」の問題点をＱ＆Ａのかたちで整理したものです。

特に原発立地・周辺地域のみなさんや原発問題に関心のある方々の参考にしていただきた

いとの思いから、技術用語や数値を出来るだけひかえて作成しました。記述不足のところ

もあろうかと思いますが、原子力安全・保安院（以下、保安院）や各自治体の長や議会を

問いただすための基本的な項目は採りあげたつもりです。

東京電力福島第一原子力発電所のメルトダウン事故から 1 年。原発の安全性についての

強い疑念と不信から、全国 54 基の原子力発電所のうち現在 52 基が運転を停止しています。

そして残る２基も 5 月初めまでには定期検査に入る予定です。

一方「再稼働の条件」としている「ストレステスト一次評価」を審査している保安院は、

既定方針通りに「大飯 3・4 号機の一次評価は妥当」と評価し、2 月 13 日に原子力安全委

員会に報告をあげ、その確認を求めています。また野田首相をはじめ関係閣僚は「再稼働

は必要だ。地元の理解を得られるように努力する。」と相次いで発言しています。そして 3

月 5 日には、保安院が福井県議会に報告をおこなうなど、大飯 3・4 号機の再稼働に向けた

地ならし工作が進められており、緊迫した状況を迎えています。

このような一次評価について、班目春樹原子力安全委員長は「総合的な安全審査の観点

からは、一次評価だけでは不十分」としています。また保安院の市村原子力安全技術基盤

課長も「ある種の手法を定めて行ったもので、限定的なもの」と答弁しています（2 月 20

日第 9 回意見聴取会）。

私たち「プラント技術者の会」は、昨年夏以来「ストレステスト」問題に取り組んでき

ました。そして「ストレステスト結果を原発の再稼働条件と結び付けることは不当」と考

え、この小冊子を作成しました。みなさんの活動に少しでも役立つことを願っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2012 年 3 月 11 日　プラント技術者の会

増補版として第 4 章他を追加。　　　　　　　　2012 年 6 月 15 日　プラント技術者の会

（注）「プラント技術者の会」は、原子力発電の技術・社会問題に関心を持つ、石油・ガス・

化学工場の設計・建設を業務とする企業に勤めていた技術者を中心に、2011 年 8 月に結成

されました。会則や代表者を設けず、各メンバーの自主性・自立性を重んじるとともに、

会員相互の信頼と討議をもとに活動を進めています。

（プラント技術者の会ホームページ　http://plantengineer.searchnavi.jp/）
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第１章　ストレステストで原発の安全は確保されるのですか？

Ｑ1.　なぜストレステストなのでしょうか？

もともとストレステストは、東電福島第一原発事故を受けて、欧州連合（EU）理事会が

傘下の 14 カ国、143 基の原発を対象に実施要請した耐性試験のことです。

　2011 年 7 月７日、菅首相（当時）は参議院予算委員会で突然、「停止中の原発再稼働の可

否はストレステストを実施してから判断する」と述べました。

　それに先立つ 6 月 18 日、海江田経産相（当時）は以下の趣旨の「原子力発電所の再稼働

について」の談話・声明（資料１）を発表しました。

ⅰ）福島事故の実態を明らかにするとともに、受け取るべき教訓をくみ取って原子力安全

対策の全体像を示し、それらを実行に移すことが不可欠である。

ⅱ）津波による全交流電源等喪失を想定した緊急安全対策が各事業者により着実に実施さ

れ、炉心損傷等の発生防止に必要な安全性が確保されていること、水素爆発防止対策等

の直ちに措置すべき事項も適切に実施されていることを経産省は確認した。

ⅲ）電力供給への不安と、火力発電で代替することによるコストの上昇は、産業の空洞化

を招きかねない。原発の再起動は震災の復興と日本経済の再生のために不可欠だ。

　7 月 6 日、原子力安全委員会が、班目委員長名で経産相あてに福島事故を踏まえた原発の

安全性に関する総合的評価を求める文書（資料２）を提出しました。

そして、7 月 11 日には、枝野官房長官、海江田経産相、細野原発事故担当相の三閣僚が「ス

トレステスト一次評価の結果をもって運転再開可否について判断を行う」（資料３）との声

明を出しました。

この声明で示されたストレステストを導入するにあたっての政府の認識は次の３点です。

ⅰ）現行法令下で原発は問題なく安全に運転が行われていることが経済産業省原子力安

全・保安院（以下、保安院）により確認されている。

ⅱ）問題点は、定期検査後の原発の再起動について国民・住民から疑問を呈する声が多い

ことだ。

ⅲ）そこで、国民・住民の安心・信頼の確保のためストレステストを実施して、その結果

について、保安院が確認し、内閣府原子力安全委員会がその妥当性を確認する。

　つまり、整理すれば、ストレステストを行う政府の基本認識は、

①　原発の再稼働は震災復興と日本経済再生のために不可欠だ

②　過酷事故を及ぼした施設の損傷は直接には「地震ではなく津波と水素爆発による」も
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ので「従来の枠組みで問題ない」し、「安全の確認も行われている」けれども、国民・住

民から疑問の声が多いので、ストレステストを実施することとした

③　ストレステスト結果の妥当性は「従来の枠組み」（資料５）で確認する

というものです。

こうした政府の経済優先の基本認識と政治的意図を前提として行われることにストレス

テストの問題の源があります。（Q4 参照）

7 月 11 日の声明を受ける形で、7 月 22 日には保安院が「日本版ストレステストの評価手

法ならびに実施計画書」を発表しました。これは各電力会社に、東電福島第一原発事故を

踏まえた原発施設の安全性について総合的な評価を行うよう指示するものでした。

　

保安院は、ストレステストの目的として、「原発の更なる安全性の向上と安全性について

の国民・住民の方々の安心・信頼確保のため、欧州諸国で導入されたストレステストを参

考に新たな手続き・ルールに基づく安全評価を行う」とし、計画書もこの EU の「ストレ

ステスト仕様書」を下敷きとして作成したといいます。

しかし、EU 仕様書とは大きな違いがあります。再稼働を目指している政府は、停止中の

原発の再稼働の可否をストレステストで判断するつもりですが、欧州ではストレステスト

は原発の弱点を見つけて改善するのが目的で、再稼働の判断には使っていません。

（Q3 参照）

Q２．ストレステストでは誰が何を評価するのですか？

　

　保安院は、ストレステストとは、「原子力発電所に設計上の想定を超える地震、津波や電

源喪失等の事故が発生したことを仮定し、発電所の機器等の設計や安全対策等により、発

電所全体として炉心の損傷や使用済燃料ピットの燃料の損傷に至るまでに、安全上の余裕

がどの程度あるかを評価するものです」としています。

　日本版ストレステスト計画書の概要は表（6 頁）に示す通りですが、定期検査中で起動準

備が整った原子炉を対象とする「一次評価」と、全ての原子力発電所を対象とする「二次

評価」があります。

　2011 年 7 月 22 日の保安院の指示に基づき、各電気事業者が評価を行っていますが、ま

ず 2011 年 10 月 28 日に関西電力から大飯 3 号機（福井県）の評価報告書が保安院に提出さ

れ、続いて伊方 3 号機（四国電力）、大飯 4 号機（関西電力）、泊 1 号機（北海道電力）、玄
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海 2 号機（九州電力）、川内 1，2 号機（九州電力）、・・・・と 16 機の報告書が提出（2012

年 3 月 11 日現在）されています。しかし、提出されたのはいずれも一次評価だけで、昨年

末をめどに提出するとしていた全原発を対象とした二次評価は出てきていませんし、保安

院も催促していません。「いつ提出されるのか。早く出させなさい」という市民の声に、な

んら答えていません。

　これら報告書は保安院 HP「ストレステストの進捗状況」に公開されています。

報告書の審査責任を担う保安院は、独立行政法人・原子力安全基盤機構（JNES）の実務支

援を受け、また「ストレステスト意見聴取会」（委員 11 名）を開催して専門家の助言を受

けます。

　

さて、保安院は 2012 年 2 月 13 日、関西電力による大飯原発３、4 号機の「ストレステ

スト」評価結果について「妥当」と判断して、内閣府原子力安全委員会に審査書を出しま

した。しかし、「ストレステスト意見聴取会」の委員である井野博満氏と後藤政志氏は「住

民の安全性の判断に必要な二次評価が未提出で、再稼働ありきの見切り発車」と批判する

緊急声明（資料４）を発表しました。

一方、原子力安全委員会の班目春樹委員長は記者会見で「安全性を高めるための資料とし

て、一次評価だけでは不十分」（2 月 20 日）としながらも、「政府が再稼働の可否を判断す

ることに反対しない」と述べ、経済を優先する政治的意図を容認する姿勢を示しました。

　原子力安全委員会の確認作業を経て、地元自治体への説明を行い、理解を得た後、 終

的には首相と 3 閣僚（官房長官、経産相、原発事故担当相）が再稼働の可否を判断すると

しています。政府は 3 月 8 日、責任を明確化するためとして、地元説明前に首相と３閣僚

による安全性の「確認」という手順を新たに加えることを明らかにしました。しかし、「確

認」といっても所詮形式的なものにすぎません。

本来、安全の可否を判断する主体は地元市町村・住民です。炉心溶融などの過酷事故に

伴う被害（放射能汚染）予測と影響緩和策を行うハズの二次評価が電気事業者より未だ提

出されていませんし、「地元自治体への説明・理解」の「地元」の範囲がハッキリしません。

再稼働についての政府の判断は、少なくとも過酷事故により影響を受ける範囲の住民の合

意を前提とすべきであり、政治的経済的意図が優先されることがあってはなりません。
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●再稼働までの手続きの流れ

●ストレステスト概要

一次評価 二次評価
対象設備 全ての既設の発電用原子炉施設を対象とし、建設中のものも含める。

ただし、福島第一、福島第二及び廃止措置中であって燃料が発電所内

に存在しないものは除く。また、核燃料サイクル施設については別途

実施を検討する。

実施計画 定期検査中で、起動準備の整っ

た原子炉に対して順次実施する

評価対象となる全ての発電用原子

炉施設に対して実施する。事業者か

らの報告の時期は本年内を目処と

するが、欧州諸国におけるストレス

テストの実施状況、事故調査・検証

委員会の検討状況を踏まえ、必要に

応じて見直す。

対象設備 安全上重要な施設・機器等 燃料の重大な損傷の原因や防止に

関係しうる施設・機器等

建屋・系統・機器

等

地震や津波によって建屋、系統、

機器等に対して加わる力などと

設計基準上の許容値との比較に

よる安全余裕を評価

地震や津波によって建屋、系統、機

器等に対して加わる力などと、これ

らが機能喪失に至る実際の値との

比較による安全余裕を評価 （どの

程度設計上の想定を超えた場合に、

建屋、系統、機器等が機能喪失に至

るかについて評価）

施設全体としての

安全対策の評価

建屋、系統、機器等がどの範囲

まで損傷、機能喪失すれば、燃

料の重大な損傷に至るかについ

て評価、

同左

燃料の重大な損傷

の防止対策の評価

燃料の重大な損傷を防止するた

めの対策の有効性を評価

同左
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Q３．ヨーロッパ（EU）の「ストレステスト」とはどう違うのですか？

　東京電力福島第一原発事故を受けて欧州理事会は 3 月 25 日に「EU 傘下の全ての原子力

プラントの安全性は包括的で透明性のあるリスク評価に基づいて見直さねばならない」と

の声明を発表しました。それを受けて、欧州原子力安全規制部会（ENSREG）が 5 月 13

日にストレステスト仕様書を発表し、事業者に作業を開始するよう要請しました。

EU のストレステスト実施の流れは図（８頁）に示す通りです。

　各国政府の報告書をピアレビュー（同格者査読）にかけた後に市民への公開と議論を実

施することが義務付けられています。

　日本政府は、ストレステストの目的として、「原発の更なる安全性の向上と安全性につい

ての国民・住民の方々の安心・信頼確保のため、欧州諸国で導入されたストレステストを

参考に安全評価を行う」と説明していますが、欧州と日本のストレステスト仕様書の違い

を表（8 頁）に示します。

　大きな違いは、欧州ではストレステストを原発の弱点を見つけて改善するのが目的であ

り、再稼働の判断には使っていないこと、完全な透明性と公衆の関与が原則であることが

挙げられます。

　もちろん EU のストレステスト仕様書においても原発の安全評価としてはまだまだ不十

分な点があります。例えば、故障や小事故を原因として過酷事故に至る可能性の検討（プ

ラント設計で一般的に使用されるリスク評価手法である HAZOP や FMEA 手法の適用）な

どが報告対象に含まれていません。

　しかし、日本の計画書は技術的要求事項が不十分であるだけでなく随所に EU 仕様書か

らの意図的ともとれる逸脱がみられます。このことは政府に福島事故に対する真摯な反省

と危機感、そして国民に対する誠実さの欠如を示しています。
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●EUストレステスト実施の流れ

●日本とEUのストレステスト仕様書比較

EU ストレステスト仕様書 日本ストレステスト仕様書
１． 欧州ストレステスト仕様の特筆すべき

諸点

①テストの要請主体、実施主体、手続き、期

限を明確にしている。

②「公開と透明性の原則」を基本とし、市民

の理解と認知を得ることの重要性を明快

に謳っている。

③事故発生のシナリオは確率論的ではなく、

決定論的手法を採る。

④安全余裕度の数値評価だけではなく、発端

ならびに波及事象に対するプラントの応

答、予防・軽減策、技術・組織両面での改

善の余地、等々網羅的な検証を求めてい

る。

⑤過酷事故時の管理体制の検証と改善策に

ついて詳細な報告を求めている。それは放

射線管理と被曝管理を含む。

２．EU ストレステスト仕様書に欠けている

諸点

①再処理設備と高速増殖炉（欧州での計画は

中止なれど、施設と廃棄物は残存）が対象

日本の実施計画書の問題点

①EU 版仕様書の「超」要約となっている。

EU 仕様書に比べると要求されている技術

項目は圧倒的に尐ない。とても「ストレス

テスト」、「仕様書」と呼べるレベルではな

い。

②定期検査で停止中の施設を対象とした一

次評価と、全施設を対象とした二次評価に

分かれている。停止中原発の再開を優先す

る政治的意図が窺える。

③材料強度の評価において、二次評価では、

「降伏点を超えた塑性変形後も安全裕度

の範囲だ」としている（付随の参考例に

て）。 も安全性が優先されるべき原発で

許されることなのか？

④「潜在的な脆弱性を明らかにする」との記

述があるが、EU では更に進んで、予防・

軽減策、技術・組織両面での改善の余地、

等々の検証を求めている。

⑤EU 仕様書と同様、「決定論的手法を用い」

とあるが、すぐに、「過度の保守性を考慮

することなく現実的な評価を行う」という
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となっているか明らかでない。

②故障や小事故を原因として過酷事故に至

る 可 能 性 の 検 討 。 例 え ば 、 HAZOP
(Hazardous and Operability) Study 、

FMEA（Failure Mode Event Analysis）
の実施

③多重防護システムの検証が中心であり、

個々の構成機器と部品の診断結果に関す

る報告要求がない（圧力容器の脆性遷移温

度、容器・配管の肉厚測定、非破壊検査、

材料強度試験、機械寿命推算、等々）

④ヨーロッパではその他に、火災、人的ミス、

テロ、飛行機墜落等への考慮が抜けている

との指摘が野党や市民から出ている。

驚くべき記述がある。⇒甘い結論へと誘導

してしまう懸念がある。

⑥EU 仕様書では過酷事故管理（対策）の検

証を重要視し、多くの字数を割いている（2
ページ以上）。一方、日本の計画書ではた

った 10 行程度。管理の問題を如何に軽く

考えているかが判る。

⑦「公開と透明性の原則」には一切言及して

いない。EU 仕様書の都合の悪い箇所は採

用しないという姿勢が明らかである。

Q４．ストレステストの問題点は何ですか？

●　根底にある「再稼働による経済的利益の確保」という政治的意図

　Q１で紹介したとおり、ストレステストを導入する政府の認識は、従来の枠組みで何も問

題ないし、すでに原発の安全の確認も行われているけれども、国民・住民から多くの疑問

の声があるので、ストレステストを実施し、その結果の妥当性を従来の枠組みで確認し「日

本経済発展のための再稼働」という政治的意図を優先し実現しようというものです。

　まず、再稼働による経済的利益の確保という「政治的意図」が「科学的な検証と安全確

保」よりも優先されていることが問題です。

●　従来の枠組みのままでの審議

　福島原発事故は、保安院を中心にした従来の安全審査の不備を如実に示しました。しか

し、これまで長年にわたって原発行政を推進し担ってきた機関や組織（原子力安全委員会、

保安院、JNES）が引き続きそのまま、ストレステストの審議を担当しています。このこと

自体、客観性と公正性が保たれているとは思えません。また国際原子力機関（IAEA）（＊

注）の助言を受けると言いますが、IAEA も同様に原発推進機関（原子力の平和利用促進を

うたっている）であり、そのお墨付きを得ても安全の証明にはなりません。

（＊注）「IAEA とは、加盟国の政府の利益と意向を代表する組織であり、各国の国民や、世界

の市民のための組織ではありません。」　これはチェルノブイリ事故調査で、スポンサー寄

りとの批判に対する IAEA のブリックス事務局長（当時）の発言。

（「原発事故を問う」七沢潔著、岩波新書、240 頁）
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●　審議プロセスに市民・住民の参加がない

　ストレステストの結果が再稼働の条件として適切であるかどうかを判断するのは、原発

事故により被害を受ける可能性のある範囲の地域住民です。専門家は助言をする立場にあ

るものの、本来判断を下す権利はありません。審議プロセスに住民参加（委員としての参

加、公聴会の開催など）を求めるとともに、住民合意を前提とするのは当然です。

●　シミュレーションは机上の空論

　ストレステストによる評価は、机上のシミュレーションに過ぎません。シナリオや入力

値次第でいくらでも恣意的に導くことも可能です。原発施設の弱点や改善のためのツール

の一つとして利用することができても、絶対的な安全性を評価できるものではありません。

●　ストレステストの位置づけ、判断基準が不明

　安全審査の瑕疵が問題となっているのですから、本来は全原発を停止し、一次、二次の

区別なく評価を行うべきです。また個別の原発について議論・判断するのではなく全原発

の横並び評価や発電所ごとの評価によって、廃炉への緊急順位を把握すべきです。

　また評価結果の判断基準が示されておらず、電気事業者が出してきた結果を保安院が「後

追い」で恣意的・主観的に追認していることが懸念されます。

●　イベントツリー評価の限界

シミュレーションにあたって、イベントツリーによる事象経緯の詳細なシナリオが用意さ

れていますが、設計基準内評価（Design Basis Analysis）に基づくもので、そこに「想定

外」の入り込む余地はありません。事故の要因となる「人的ミス」＋「見えない欠陥」＋

「不運」は含まれていません。過酷事故の過程には人間による瞬時の判断に委ねざるを得

ない場面が多くありますが、その判断までイベントツリーの予測に組み込むことは困難で

す。

●　活かされない福島事故の教訓

日欧でストレステストが行われることとなった契機は福島事故です。机上ではなく、実

物の「破壊」が行われた福島事故の詳細な原因究明と、諸データの収集、解析、診断こそ

が優先されなければなりません。とりわけ耐震設計審査指針による基準地震動（600 ガル）

を 1 割以上上まわる地震動（675 ガル）が福島第一原発で観測されていること（Q10 参照）、

そしてその地震動による配管破断の可能性等の致命的とも言える問題も指摘されています。

事故の収束もなく、政府事故調査委員会（畑村委員長）や国会事故調査委員会（黒川委員

長）は未だ調査中であり、事故の解明が済まない現段階では福島の教訓は活かされません。

ストレステストの前に、東日本大震災を踏まえた基準地震動をはじめとする現行の耐震設

計審査指針の見直しとそれに基づく耐震バックチェックこそ優先されるべきです。
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●　経年変化（老朽化）を反映していない

　原子力発電所を構成するすべての設備・機器について現時点での詳細な検査と診断を行

い、経年劣化状態を評価しなければなりません。

●　自然現象以外の外的事象は対象外

　航空機落下や船舶の漂流・衝突・火災、破壊工作などへの対策も評価すべきです。

　EU でもこれらを対象外としていることが問題視されています。

●　過酷事故に伴う被害（放射能汚染）予測と影響緩和策がない

昨年 7 月 6 日の原子力安全委員会の「総合的評価に関する報告」を求める文書（資料２）

でも、評価対象に「シビアアクシデントに至った場合の影響緩和策及びそれらの対策のた

めの原発内の防災施設・設備の整備状況」とあります。

　これらは二次評価の対象としていますが、昨年末をめどに各電気事業者から提出される

としていた二次評価は出てきていませんし、保安院も催促していません。

　これでは、周辺自治体側も再稼働の前提の一つである地域防災計画の見直しなどできま

せん。

　地域住民、自治体の判断のために、過酷事故時の放射能拡散評価を含めた被害予測が不

可欠です。（Q16 参照）

　

Q５．ストレステストで再稼働の可否を判断できるのですか？

ストレステストによる評価は、原発施設の弱点や改善のためのツールの一つとして利用

することができても、所詮は机上のシミュレーションに過ぎません。Q4 で問題点を指摘し

たとおり、ストレステストは絶対的な安全評価を導くものではなく、そもそも合否の判断

基準もないなど、その結果を稼働条件とすること自体に無理があります。

　政府自身も「ストレステストで問題なかったからといっても安全とは言えない」と国会

で答弁しています（＊注）。ストレステストで再稼働の可否を判断できません。

　（＊注）2012 年 3 月 9 日の通常国会・決算委員会で枝野幸男経産相は、「これは皆さんから従来言われ

ているとおりストレステストをやったからそれで安全性が確認、それだけで安全性が確認されているとい

うものではございません」（井上哲士議員の質問に対して）と答弁しています。

さらに、政府は、昨年末を提出期限としていた全原発を対象とした二次評価が出てこな

いにも関わらず、ストレステストの一次評価だけで原発の再稼働を判断しようとしていま

す。保安院は、意見聴取会の中で度々、「保安院は、与えられた枠組みと条件の中で事業者
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の報告書を審査しているだけで、再稼動の判断は政府によって行われる」、また、原子力安

全委員会の班目春樹委員長も記者会見（2 月 20 日）などで、「安全性確認のためには、一次

評価だけでは不十分。再稼動判断を行うつもりはない」と述べ、それぞれの責任から逃亡

しています。結局は、政府（首相と三閣僚）が再稼動判断を下すにあたって、「技術的な」

視点からの合否判定は誰も行っていないのです。このような無責任体制の中で不備と限界

だらけのストレステストが稼動可否の判断材料とされてよい訳はありません。

■コラム①　地元とは？

　保安院はストレステストの審査結果を地元に説明すると言っています。また野田首相、

枝野経産相や細野原子力担当相も「地元の理解を得て再稼働させたい」と言っています。

それでは地元とは誰のことなのでしょう、またどの範囲のことを言うのでしょうか。

全くはっきりしません。しかし、彼らの理解では、原発の立地自治体（道県と市町村）

として極めて限定し、例えば大飯原発の「地元」とは、おおい町と福井県のことで、町長

と町議会、知事と県議会の理解を得られれば、地元の合意を得たとするようです。

　

原子力安全委員会は「防災指針における EPZ の範囲の考え方について」（2011 年 8 月 26

日）において、あらかじめ異常事態の発生を仮定し「防災対策を重点的に充実すべき地域

の範囲（EPZ：Emergency　Planning　Zone）」のめやすの距離を原子炉施設から半径約 8

～10ｋm としていました。しかし福島事故や IAEA の緊急防護措置計画範囲（UPZ:Urgent

Protective　Action  Planning Zone、5～30ｋm)を踏まえて、EPZ を UPZ として 30ｋm

範囲とし、関連事項を含む防災指針の見直しを行っています。一方アメリカのように 50 マ

イル（約 80ｋm）を避難範囲とすべきとの意見も多くあります。

大飯原発から半径 10ｋm 内に住むおおい町住民は 4,500 人ですが、同じ 10ｋm 圏内の

小浜市民はその 3.5 倍の 16,000 人（週刊朝日 12 年 3 月 2 日号）。小浜市の全住民 31,000

人は 20ｋm 圏内に住み、30ｋm 圏内には京都府だけで 68,000 人が居住しています。また

汚染が避けられない琵琶湖は近畿 1200 万人の水がめです（2・4 関西びわ湖集会資料）。

福島事故による住民避難や汚染地域の広がりを考えると、地元の範囲を立地自治体に限

定することは全く論外です。立地自治体のみならず隣接自治体や隣接府県での住民説明会

を開いて十分な説明を行い、理解を得た上で立地自治体並みの安全協定をまず結び、国は

その後に再稼働の合意を求めるべきです。

（注）政府は地元合意の範囲を「原発から半径 10ｋm 圏内とする」方針を固めたと報道

されています。（「日本経済新聞」2012 年 3 月 17 日）
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第２章　ストレステストの審査の実態は？

Q６．保安院や原子力安全委員会はしっかり審査できるのですか？

　ストレステスト報告書を電気事業者から受け取った保安院は、独立行政法人・原子力安

全基盤機構（JNES）に作業を委託し、また「ストレステスト意見聴取会」の専門家の助言

を受け、報告書の内容をチェックします。保安院が「妥当」と判断すれば、その報告を受

けて原子力安全委員会が「適切」かどうかを確認するというのが審査の流れです。

これは安全審査の不備が指摘される「従来の枠組みのままでの審議」そのもののであり、

ストレステストに再稼働という政治的意図が盛り込まれていることに呼応して、保安院に

よる筋書きの下、電力事業者の作成した報告書を原子力複合体の学者たちが補完して客観

性を装うというお馴染みの仕組みです。（意見聴取会については Q7 参照））

これに加えて、原発審査の中立性・公正性に疑念が指摘されています。

　たとえば、関西電力は大飯原発のストレステスト実務作業の多くを主契約者の三菱重工

業（MHI）に発注していますが、JNES には MHI 出身者が多数勤務しており、ストレステ

スト意見聴取会で陪席している JNES 担当者の中にも MHI 出身者がいます。

　総務省の「政策評価・独立行政法人評価委員会」は昨年 12 月、JNES について以下の指

摘をしています。

▪ JNES は、危機意識の欠如、マネジメントの不在など、組織風土に根ざした根本的原因

に大きな問題があると指摘せざるを得ない。

▪ 原子力事業者等の出身者を多数採用しており、検査の中立性・公正性に疑念が生じてい

る。

▪ 検査対象を、出身元とかかわりのない施設に限るものとし、国民の信頼を確保するため

の措置を講ずるものとする。

JNES は今年 1 月、「検査等業務の第三者審査委員会」からも、検査対象の事業者の作成

した原案を丸写しした検査手順書（要領書）を基に検査することなどが常態化していると

され、「事業者による検査を形式的に追認するだけと解されてもやむを得ない」「事業者へ

の依存または過度の信頼」「検査業務に対する役割の自覚そして主体性、独立性の意識に疑

問」などと指摘されています。75 人の検査員（2011 年 11 月現在。非常勤を除く）の内、

電気事業者の OB が過半数の 39 人を占めます。

　これでは JNES が実施する業務に公正さの欠如が疑われても仕方ありません。

これについて保安院は、「審査にあたっては、これまでの職務等で得た技術的知見が有用
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である。審査に関わるＪＮＥＳ職員については、過去の業務において事業者と関係があっ

た場合でも、現在はＪＮＥＳのみに所属し、現在の職務に専念する責務を負っていること

から、利益相反は生じないと考えている。」と回答しています。（資料ＳＴ第５－１－３よ

り）

　しかし、少なくとも JNES の要員は、出身母体に関わるストレステスト報告書の審査作

業に関わるべきではありません。例えば、MHI 出身者は PWR 型の審査には関わらず。東

芝出身者は BWR 型の審査に関わってはならないのです。

　一方、原子力安全委員会については、福島事故時、安全委員と非常勤の審査委員だった

89 名のうち、班目委員長を含む３割近くの 24 人が 2010 年度までの 5 年間に、原子力関連

の企業・業界団体から計約 8500 万円の寄付を受けていたことが報じられています（「朝日

新聞」2012 年 1 月 1 日）。これは、利益相反が疑われます。

Q７．意見聴取会の審議や運営の実態、委員構成はどうですか？

　ストレステスト意見聴取会の主旨は、「事業者からの報告を保安院が審査するにあたっ

て、有識者からの意見を聴取しつつ進める」ことで、11 名の委員（表参照）で構成され、

昨年の 11 月 14 日に第 1 回目が開かれ、今まで 10 回（3 月 11 日現在）開かれています。

意見聴取というのであれば本来、事故で被害を受ける住民も議論に参加するのが当然のハ

ズですが、除外されています。

　Q6 にあるように、「従来の枠組み」「お馴染みの仕掛け」であることには変わりはありま

せんが、今回は井野博満氏、後藤政志氏の 2 名が委員として参加したことにより、少し異

なった様相になっています。

　すなわち、ストレステストの問題点（Q4 参照）や審議の進め方について意見聴取会の議

題となり、公開の場で保安院の姿勢が問われることになりました。回を重ねるにつれて、

建物や基盤を通じた機器・配管システムの地震応答解析が不十分であること、過酷事故対

策の確実性が証明されないこと等々の技術的な問題点も浮き彫りになってきました。さら

に審査対象となる大飯原発の主契約者である三菱重工業（MHI）や関連企業から 11 名の委

員のうち 3 名が献金を受け取っていたことが判明しました。（Q８参照）

　井野・後藤両氏が加わったことにより、こうした「従来の枠組みの中での審議」の実態

やその問題点が大きくクローズアップされた意義は非常に大きいものがあります。
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●「意見聴取会」委員名簿

　阿部　豊　　　国立大学筑波大学大学院　システム情報工学研究科教授

　井野　博満　　国立大学法人東京大学　名誉教授

　岡本　孝司　　国立大学法人東京大学　工学研究科原子力専攻教授

　後藤　政志　　芝浦工業大学　非常勤講師

　小林　信之　　青山学院大学　理工学部機械創造工学科教授

　佐竹　健治　　国立大学法人東京大学　地震研究所教授

　高田　毅士　　国立大学法人東京大学大学院　工学系研究科建築学専攻教授

　奈良林　直　　国立大学法人北海道大学大学院　工学研究科・工学院教授

　西川　孝夫　　公立大学法人首都大学東京　名誉教授

　山口　彰　　　国立大学法人大阪大学大学院　工学研究科教授

　渡邉　憲夫　　日本原子力研究開発機構安全研究センター

　　　　　　　　リスク評価・防災研究グループリーダー

●現在までの主な議論 ･  井野、後藤委員による追及

１．全般論

①福島事故は安全審査の不備を如実に示した。従来の枠組みのままの審査で良いのか？

②社会の要請は「早期再稼働」ではなく、「安全」である。

③直接被害を受ける可能性のある市民・住民の審議への参加

④個別プラント毎に評価を下すのではなく、全原発の横並び評価を行うこと。

⑤判断基準がなく、恣意的・主観的な評価がなされる懸念がある。

⑥福島事故の知見反映がなされていない

⑦基準地震動を含めた耐震バックチェックの見直しをすべし。

⑧福島へのストレステスト適用

⑨関連設備、機器につき、経年変化を含む現時点での診断結果の反映を。

⑩安全率の考え方と損傷の評価基準

⑪航空機事故、破壊工作等への対策評価も含めるべき。

⑫炉心溶融後シナリオの定量的評価

⑬過酷事故発生後の緩和策の実効性への疑問

⑭過酷事故発生時の被害予測を含めよ。

⑮JNES の問題

⑯審査委員の利益相反の問題

⑰傍聴者締め出しの不当性

⑱二次評価がなければテストは完結しない

⑲建屋応答解析の非線形性検討にあたって、建物モデルの妥当性

⑳福島と比べた裕度の根拠の薄弱さ



１６

２．大飯 3 号具体論

①近傍の熊川断層が連動する可能性あり。その場合の地震動は Ss の 1.8 倍を超える。

②緊急安全対策を阻害する諸事象（過酷な気象、余震、敷地の崩落等々）による安全対策

の成立性への疑問

③制御棒の挿入性については検討対象から除外され、Ss x 1.8 における検証がなされていな

い。

④事業者と保安院間の資料では、許容値を満足していない評価値が多数見受けられるが（基

礎ボルト等）、それらは、「工学的判断」で処理されている。安全率の吐き出しは許され

ない。

⑤建物の許容せん断ひずみ値を 4.0 x 10-³に緩和することは安全性の見地から不当である。

2.0 x 10-³を超えると壁のひび割れ、脱落等が生じる。

⑥格納容器を含めた「閉じ込め機能」についての耐震・対津波裕度評価が行われていない。

水素対策も同様。

⑦クリフエッジ対象ポンプは建物内海抜 7.0m にあるが、ドアの位置 11.4m まで問題なし

としている。建屋の損傷（ひび割れ等）が考慮されていない。

⑧「配管や機器の支持構造物は本体の完全機能喪失に直接結びつくものではない」は荷重

の再分配や振動モードの変動に至る可能性があり認められない。 ⇒ その他多数あり

Q８．利益相反とは何ですか？

個人の利益と、公共の利益がお互いに相反することを「利益相反」と言います。

これを原子力行政に当てはめますと、中立であるべき人が、一方から利益を受け取ってお

り、中立な判断が出来ないのではと思える状態で公的機関の委員などをつとめることを言

い、具体的には、次のような点で利益相反が疑われます。

▪ ストレステスト意見聴取会委員（Q７参照）が原発の主契約会社等から利益供与を受けて

いる。

▪ ストレステスト報告書の審査実務を行うＪＮＥS（独立行政法人・原子力安全基盤機構）

の担当者が原発主契約会社などの出身者。（Q6 参照）

　意見聴取会委員への献金の実態については次のことが報じられています。

岡本孝司委員（司会進行役）　東京大学 工学研究科原子力専攻教授

三菱重工業　200 万円 　　（「朝日新聞」2012 年１月１日）

阿部 豊委員　筑波大学大学院 システム情報工学研究科教授

三菱重工業　500 万円　　　（「朝日新聞」2012 年１月１日）



１７

山口 彰委員　大阪大学大学院 工学研究科教授

ニュークリア・デベロップメント（三菱重工業系）9930　万円

（その他を含めると 3 億円超）　（雑誌「SAPIO」2011 年 7 月 20 日）

このように、司会進行役の岡本孝司教授を含めて 3 人もの委員が原発メーカーの三菱重

工からの多額の献金を受け取っています。山口彰委員は、（株）ニュークリア・デベロップ

メントから『受託研究』の名目で 2006 年から 2009 年にかけて 9930 万円の受託研究費を

受け取っており、奨学寄付金、受託研究費、共同研究費などとして、各種の団体から合計 3

億円以上を受け取っていると報道されているのです。

これについて保安院は、

「委員については、保安院の意見聴取会の委員就任時に利益相反に該当する可能性のある

過去３カ年の活動について自己申告書の提出を頂き、利益相反に該当しないかどうかを事

務局で確認し、保安院として委員への就任をお願いしているものである。なお、委員から

提出された申告書などは個人に関する情報であり、公表については差し控えたい。」

と回答しています。（資料ＳＴ第５－１－３より）

　

　しかし、自己申告が十分ではなく、公表もされないとしたら利益相反の防止は何ら担保

されない事になります。

　中立であるべき公共の業務は、公平さが求められています。そのことが疑われるような

人は、委員として相応しくなく、任命してはなりません。

■コラム②　　原子力村（原子力複合体）とは？

日本において、原子力発電に関係する電力会社、プラントメーカー、監督官庁、原子力

技術に肯定的な学者、マスコミ、業界誌などをくくった集団に対する呼び方です。原子力

村という独特の排他的利益集団という面を指摘しています。

原子力は放射性物質を発生すると言う特殊な分野であり、一般人にとってはなかなか近

寄りがたく、原子力村という集団が強固に出来上がりました。

物事を決めるときには、原子力村で恣意的に決めることになり相互の責任感は希薄とな

ります。なお大島堅一教授（立命館大学）は、「村と呼ぶにはあまりにも強力な政治的、経

済的パワーをもっている」ことから「原子力複合体」とよんでいます。



１８

第３章　意見聴取会での質疑を踏まえて

Q９．福島事故の知見が反映されているのですか？

事故原因はまだ解明途上

　そもそも、福島事故は未だ収束していませんし、原子炉内の状況もまったく把握できて

いません。何が事故の原因なのか、その解明もこれからという段階です。

政府事故調査委員会や国会事故調査委員会も調査中であり、「安全審査に事故の知見を

反映するというのであれば、少なくともこれらの委員会の結論を待つべきでしょう。

基準地震動(Ss)の検証と見直しが先

福島第一原発では実際の地震動（675 ガル）が基準地震動（600 ガル）を上まわりました。

基準地震動の設定が過小であり、保安院、原子力安全委員会の審査が不備だったこと、全

国の原発施設における基準地震動の検証と見直しが必要なことを示しています。ストレス

テストの前に、基準地震動の検証と見直しを行い、それに基づく耐震安全性評価（バック

チェック）を実施すべきです。（Q12 参照）

事故原因から地震を意図的に排除

　政府や東電は、事故原因から「地震」を排除し、津波によるものとしています。

　しかし、福島事故では、原子炉圧力容器内の水位計の指示や格納容器の圧力上昇の時間

推移などが、津波以前の地震によって機器や配管が損傷したことで水素爆発が起こった可

能性を強く示唆しています。

一方、保安院は 12 月上旬にまとめた解析結果（「福島第一原発 1 号機非常用復水器（IC）

作動時の原子炉挙動解析」）で、地震の揺れで原子炉系配管に 0.3 ㎝２の亀裂（漏水量約 7

㌧/時）が入った可能性を否定できないことを一部認めつつも、公式にはストレステスト意

見聴取会で取扱う範囲ではないとしています。

　政府や東電が事故原因を「津波」として「地震」を排除するのは、少なくとも福島第一

原発と同型で福島以外に 10 基ある原発に影響が及ぶこと、そして耐震設計基準の見直しに

つながることを避けたいからです。

ストレステストの有効性は検証されていない

ストレステストは、あくまでも机上のシミュレーションであり、これが実際の原子力発

電所の安全性を保障するに足りるものであるかは、何一つ立証されていません。

そこで、ストレステストの有効性を検証するためには、今回実際に起きた福島事故に、

今行われているストレステストを当てはめてみることも一つの方法です。
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しかし、東電は津波についてだけストレステストに準じたというおざなりの簡易評価を実

施しただけで、肝心の津波以前に地震でどれだけ壊れたのかは評価していません。

悪の事態が避けられたのは奇跡ともいえる偶然の重なり

　福島事故が、首都避難という 悪の事態を回避できたのは、奇跡ともいえる偶然が重な

ったことによると報じられています。すなわち、

①第二原発が奇跡的に人海戦術で冷却できたのは、地震発生が金曜日の午後で、協力企業

の作業員数千人がたまたま施設内にいたから対応できた。

②第一原発４号機使用済み核燃料プールが溶融すれば 悪の場合、首都圏の 3 千万人が避

難を強いられる事態が目前だったが、空焚き直前、4 号機内で起きた水素爆発の衝撃で核

燃料プール横の別なプールの水が偶然、核燃料プールに流れ込み危機を免れた。

③2 号機では、原子炉建屋の窓が、隣接する 1 号機の水素爆発の衝撃でたまたま開き、水素

が排気されて建屋内の爆発が回避された。

というものです。（中西拓司「記者の目」『毎日新聞』2011 年 12 月 22 日朝刊、より）

　

二次評価ではこれらを踏まえて、過酷事故時における放射能汚染の 悪の被害想定をす

べきですが、二次評価そのものが未だ提出されていません。

このように、事故の貴重な教訓を学ぶという基本姿勢すら感じられません。

Ｑ１０．ストレステストの審査基準、判断基準をどこに置いているのですか？

昨年 11 月、ストレステスト意見聴取会の開催に当たり、井野委員はその意見書の中で「明

確な判断基準がない状態では、合否の判断が恣意的・主観的なものにならざるを得ない。

そのような判断はすべきでない。」（第 1 回ストレステスト意見聴取会配布資料）と指摘し、

審査を進める前に、審査基準をまず明確にするよう保安院に求めました。

これに対して、保安院は「個別の評価結果について保安院として判断するにあたっては、

想定以上の地震・津波が来ても、福島原発事故の様な状況にならないことを技術的に確認

することが重要と考えるが、具体的には意見聴取会における議論も踏まえ検討していきた

い。」（同）として、基準の明確化を先送りしたままで審査を進めました。

そして第 7 回 ST 意見聴取会（2012 年 1 月 18 日）で、井野委員は「審査の基準・判断

基準をいつ示すのか」との質問書を再度提出しましたが、大飯３・４号機を「妥当」と結

論付けた「審査書」提示（第 8 回、2 月 8 日）まで、基準を聴取会に提示したり議論したり
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することは一度もありませんでした。

保安院は「ストレステストは現行の基準に照らして、各プラントが現時点でどの程度の

安全余裕を有するか、またその余裕が福島原発事故と同様の事故を防ぐ観点で十分かを確

認するもの」として、「確認出来ればそれでよし」という姿勢です。

そして 2 月 8 日の「大飯３・４号機の総合的評価（一次評価）審査」は、そのことが確認

できたとして、下表のような対比で「審査結果は妥当」と結論付けています。

表・福島第１と大飯・伊方のストレステスト結果の比較

福島第 1 大飯 3 号機 伊方 3 号機

事象 指標 実際 指標 クリフエッジ 指標 クリフエッジ

地震 基準地震動

Ss=600gal
Ss=675gal
(約 1.1 倍)

基準地震動

Ss=700gal
1.80 倍

（1250
gal 相当）

基準地震動

Ss=570gal
1.5 倍

（855
ｇal 相当）

津波 設計津波高

さ：5.5m
実津波高

：15m
差：9.5m

設計津波高

さ： 1.9 ｍ

（2.85m
本案）

11.4ｍ相当

差：8.55ｍ

設計津波高

さ：3.7m 14.2ｍ相当

差：10.5m

（備考）クリフエッジ欄の 1.8 倍 1.5 倍は、「安全裕度」として語られています。

　

大飯３号機の津波裕度 8.55m は、福島を襲った津波差 9.5m（設計と実際の差）に比べ

て少ないため、審査書では設計初期の値 1.9m を使用し、裕度を福島と同じ 9.5ｍとしてい

ました。都合が悪い時だけ古い設計値を持ち出すという恣意的な二重基準は許されません。

また福島では基準（想定）の約 1.1 倍の地震動があり、津波も想定（5.5ｍ）の 3 倍近い

15ｍだったとして、それらを基準に各原発のクリフエッジ（＊注）に至るまでの、それぞ

れの設備の設計上の余裕度をチェックしています。そして基準地震動 Ss に対して大飯 3・

4 号機では 1.8 倍、伊方 3 号機では 1.5 倍あり、また設計津波の高さに対して大飯は約 4

倍（11.4ｍ）、伊方は約 4.1 倍（14.2ｍ）との数値から、「まあ良いだろう」と判断した

ものと思われます。

（＊注）クリフエッジとは、例えば、設計時の想定を超える地震・津波により機器類の損傷、

浸水等が生じ、燃料損傷等を引き起こす安全上重要な機器等の一連の機能喪失が生じるこ

と。

　しかし、前提条件の曖昧さやシミュレーションによる不確かさが内包されたままです。

安全審査への私たち国民の期待を裏切るだけでなく、「安全は確認された」という誤った

メッセージとして伝えられることは許されません。福島事故の原因究明、地震・津波など

の自然事象に対する 新の研究成果　などを取り入れた新しい安全基準やニ次評価の結果
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をもとに、「安全性の評価基準」をしっかり確認し、稼働の可否を「総合的」に審査・評

価するべきです。

Q１１．設備・機器の経年変化（老朽化）について

どのように評価しているのですか？

保安院の実施計画書には、「評価は、報告時点以前の任意の時点の施設と管理状態を対象

に実施する」としていますが、「任意の時点」は「現時点」ではありません。稼働後 30 年

以上も経った原発が福島第一の６炉を含めて２０炉もありますが、これらは当然老朽化(高

経年変化)しており、過去の劣化事象も全て洗い出し、現時点での健全性・頑健性をテスト

すべきではありませんか？

大飯 4 号機での耐震ストレステストでは、熱時効（＊注）・中性子照射脆化等による亀

裂の発生が実際に認められていないものや、腐食・摩耗等が認められていない部材は、経

年変化考慮対象外としていますが、福島のような地震があってもそれでも十分大丈夫だと

言い切れるでしょうか？

（＊注）熱時効とは、金属材料を高温に加熱したまま長時間保持すること。または長時間加熱

することによって、組織の変化、機械的特性の変化が生じることを言います。

この疑問に対し保安院は、「見解は審査結果と合わせてお示ししたい。なお、福島第一事

故における高経年化による劣化現象の影響の検討等については別途「高経年化技術評価に

関する意見聴取会」で実施している」としています。

　しかしながら私たちは、原子力発電所に限らず人類が造って来たものは、全て時間と共

に劣化し、老朽化することは常識的に知っています。

　

原子力発電所の事故は、飛行機事故や列車事故や石油タンク火災事故などと比べて、そ

の被害の規模は桁外れに大きく甚大であることを今度の福島原発事故で思い知らされまし

た。私たちは、ここで原子力発電所がその他の化学プラントなどと比べて、特に危険なも

のであることを列挙します。

○原子力圧力容器や蒸気発生器などは、高温側と低温側に大きな温度差があり、使われて

いる鋼材などは、その温度差・熱膨張差による伸び縮みを繰返し、材料の疲労現象があ

る。

○原子炉内の圧力容器や機資材は、他のプラントにはない核分裂による中性子照射を受け、

その鋼材の組織は破壊され、脆くなっており、特に 30 年以上も稼働した原発では相当
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脆くなっている。(特に玄海原発でのテストピースで言われています)

○化学プラントなどでは、定期検査補修時に腐食した部分や劣化した部分や不具合な部品

などは新品と交換したり補修したりできる。しかし、原発ではそれらの交換や補修作業

は放射線下、防護服を着ての作業となり、作業効率も悪く、作業時間も被曝労働時間に

制限される等、非常に過酷な作業環境で行うことになり、満足なメインテナンスはでき

ない。

Q１２．基準地震動（Ss）は十分安全側の設定になっているのですか？

福島第一原発では実際の地震動（675 ガル）が基準地震動（600 ガル）を上まわり、基

準地震動の設定が過小だったことが明らかになりました。

　「基準地震動」とは、原発の耐震設計の基準とする地震動のことで、原子力安全委員会

が策定した「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（2006 年に改訂されたものを

「新指針」、それ以前の 1978 年に公布されたものを「旧指針」という）で規定されていま

す。

　新指針では基準地震動の値が引き上げられましたが、既存原発が不適格にならないよう

に過小評価されたとの指摘があります。（「原発を終わらせる」石橋克彦編、岩波新書）

指針の基本的な考え方は、極めてまれな大地震などが発生した場合でも、「原子炉を止め

る」「原子炉を冷やす」「放射性物質を閉じ込める」という安全機能が維持され、周辺の住

民に著しい放射線被ばくを与えないことです。

旧指針では、基準地震動に関して、設計用 強地震による基準地震動 S1 と設計用限界

地震による基準地震動 S2（設計用限界地震：原発の寿命期間中に起きる可能性は低いもの

の、設計用 強地震を上回る上限の地震）の 2 種類の基準地震動を策定することとしてい

ましたが、新指針では基準地震動 Ss に一本化しました。

基準地震動 Ss ついて、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」と「震源を特定せ

ずに策定する地震動」の 2 種類について、敷地の解放基盤表面（＊注）における水平およ

び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定することと定めています。

（＊注）解放基盤表面：仮想的に考えたほぼ水平な硬い地盤の表面のことで、やわらかい地層

などをはぎとったもの。

2006 年 9 月に保安院は「新指針」に基づく耐震安全性評価（耐震バックチェック）を

実施するよう各事業者に指示し、各事業者は活断層調査などを実施して、設計基準地震動

Ss を新たに設定しました。

旧指針の S2 が概ね 350～530 ガル（＊＊注）だったのに対し、新指針の Ss は東電柏崎

刈羽原発の 1209 と 2300 ガル（S2 は 450 ガル）を除き、540～800 ガルとなっています。
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柏崎刈羽原発の値が高いのは 2007年の中越沖地震で 1号機の解放基盤表面上で 1699ガル

を観測しているからです。

（＊＊注）ガル：加速度の単位で gal＝㎝/秒²。例えば、建物は地震によって東西南北上下と立

体的に３方向に揺られるので、それぞれの方向に“最大何ガルの地震動が働いた”と言

うように表します。

　

　地震動は、どんなに精緻に想定したつもりでもそれを上回る強さの地震動が発生する可

能性は否定できません。地震は地殻が圧縮されそれに直交する方向から引っ張られること

で起こる断層のずれであり、様々な不確定要素があります。これらの不確定要素を考慮し

てより安全側に基準地震動を設定すること自体困難と言えます。

　

石橋克彦氏（神戸大学名誉教授／地震学）は

・大地震発生の可能性があって活断層も多い、若狭湾の原発群

・07 年地震被災後の健全性が不確実で直下の余震の可能性がある柏崎刈羽原発

・活断層地震が過小評価されている泊、東通、志賀、島根、伊方、川内原発

・活断層上にある六ヶ所村と「もんじゅ」

の危険性を指摘しています。

ストレステストの前に、東日本大震災を踏まえた基準地震動の見直しとそれに基づく耐

震安全性評価（バックチェック）こそ行うべきです。

Q１３．建物や機器は地震動に対して倒壊まで健全と考えていいのでしょう

か？

　建屋（原子炉、タービン建屋）の耐震安全性の評価では、「原子力発電所耐震設計技術規

程」（日本電気協会 JEAG4601－2008）に基づき、鉄筋コンクリート造耐震壁の終局点の

せん断ひずみ度である４×10⁻ ³を評価基準値としています。

　終局点とは、それ以上になれば耐震壁が倒壊するなど、機能を維持する限界の変形量に

なることを意味します。コンクリートには全面に多くのひび割れが発生し鉄筋もかなりの

部分が降伏した状態になります。それに伴い、壁に支持された配管や機器類が落下する可

能性も考えられます。この状態では原子炉施設内の点検・補修・事故対応作業に困難を生

じるばかりでなく、残存の耐震性能不足から大規模な余震があれば容易に倒壊の可能性が

あります。その点で、倒壊まで健全と考えることはできません。

　

なお、この終局点は解析評価上の仮想点に過ぎず実際のコンクリートや鉄筋の物理的な

現象とは異なります。実際は、終局点とせん断ひずみの関係は、コンクリートの硬化・乾
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燥収縮、温度変化による伸縮、拘束条件の違い、水平断面上の鉛直力および曲げモーメン

トの影響などにより大きなばらつきがあります。兵庫県南部地震で、崩れた橋梁等コンク

リート構造物の施工不良や材料劣化が指摘されたことを思い起こしてください。

　

これらを踏まえれば、少なくとも余裕をみて日本電気協会（JEAG）が設計段階の変形

の許容基準値（変形はするが、機能維持に問題のない変形量）としているせん断ひずみ２

×10⁻ ³を評価基準値と考えるべきでしょう。

　但し、２×10⁻ ³の状態は耐震壁の具体的な物理現象と対応するものではなく、一部の

鉄筋は降伏状態になると考えられることから、大規模な余震に対する残存の耐震性能を確

認し評価する必要があります。

　

一方、機器、配管類などの鋼材についても同様の考え方が適用され、降伏点を超え塑性

変形に至っても安全裕度の範囲としています。変形は弾性範囲内とすべきです。

図・せん断スケルトンカーブ

（原子力安全・保安院　安全性に関する総合的評価から　平成 23 年 7 月）
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図・応力ひずみ曲線

（原子力安全・保安院　安全性に関する総合的評価から　平成 23 年 7 月）

Q１４．津波時の巨大な浮遊物による施設の破壊などを考えていますか？

　東北地方太平洋沖地震による津波被害の教訓から、津波による影響は水圧だけではない

ことがわかりました。大きな浮遊物が防潮壁や建屋外壁・扉にもぶつかる可能性もありま

す。特に大型船舶が防潮壁や原子炉建屋にぶつかってきた場合を評価する必要があります。

たとえば茨城県東海村の日本原子力発電東海第二原発は今回の津波で非常用発電機の冷

却ポンプ３基中１基が水没しダウンしたことで冷温停止にまで３日半を要しましたが、残

りの２基は１．２m かさ上げする防潮壁設置工事が２日前に完成していたため無事だった

といいます。しかし、この防潮壁自体も大型漂流物の衝突には耐えられない構造で、もし

船舶や自動車がぶつかっていれば倒壊し３基とも水没して首都圏は 悪の事態に陥いる可

能性があったといいます。（「毎日新聞」2012 年 3 月 1 日）

また、石巻の津波被害を見ると、海面に流出した石油に火がつき漂流しているがれきに

燃え移り、長時間にわたり火の海になった光景が TV で放映されました。原発施設が炎上

する可能性について評価すべきです。
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Q1５.　ヒューマンエラーやシステムエラーについてどう考えますか？

　原子力発電所の計画、設計、建設、運転、保全などの全てに人間がかかわっていること

は言うまでもありません。また行政や電力会社の経営者なども時に深く関与しています。

そして福島事故を「人災」として指摘する人も多く、人間系の様々な問題やヒューマンエ

ラーは、原発を考える上で も重要な事項のひとつです。しかしストレステストではその

評価の対象にされていません。

　数多くの反応器、機器、配管、バルブ、計器などで構成される巨大プラントを限りある

人員（オペレーター）で管理、運転することは困難な課題ですが、トラブルのない定常状

態では、マニュアルに則ったルーチンワークとしてこなすことができます。

　しかし地震、台風、洪水、火災などの外部要因、あるいは反応機暴走（制御不能）、機器

の故障、配管系からの漏洩、計器類の誤作動などの内部要因は、一定の確率で生起するト

ラブルです。また複雑な制御プログラムに内在する欠陥（バグ）を皆無にすることは不可

能です。

　このような外部要因あるいは内部要因によって発生した緊急事態（エマージェンシー）

に対して、プラントは自動処置（インターロック）によって安全に停止される仕組みにな

っています。しかしながら緊急時プラントの安全停止のためには、このインターロックの

みでは不十分で必ず人間の手によるアクションが必要です。ところがこの緊急時にインタ

ーロックシステムと連動すべき人間のアクションは、しばしば判断を誤り、ミスオペレー

ションを引き起こします。

　例えば、スリーマイル島事故の際のベント弁作動状態の誤認や福島第一原発 1 号機の IC

コンデンサー（緊急時凝縮器）の誤った停止処置などが、ヒューマンエラーの事例です。

そして緊急時のヒューマンエラーは、一般のプラントでは火災、爆発、有毒ガス放散など

を引き起こし、原発では取り返しのつかない惨禍をもたらす過酷事故（シビアアクシデン

ト）に繋がります。

　このような重大な結果をもたらすヒューマンエラー、特に緊急時に人間の判断ミスが起

こるという前提及びそれがもたらす負の影響について、ストレステストの対象として検証

することが必要です。
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Q１６．過酷事故による放射能被害の大きさと緩和策を

評価の対象としていますか？

　

地域住民が安心・安全の判断をする上で必要不可欠なのが、過酷事故が起こった場合の

放射能被害の大きさの評価であり、その対策です。

原子力安全委員会は「シビアアクシデントに至った場合の影響緩和策」を求めています。

7月6日付、班目原子力安全委員長から保安院へのストレステストについての要請文（原

子力委員会及び原子力安全員会設置法第25条の規定に基づく）では、

―「シビアアクシデント対策（シビアアクシデントへ至らないようにするための防止策、

シビアアクシデントへ至った場合の影響緩和策及びそれらの対策のための原子力発電所

内の防災施設・設備の整備状況を含む。）を挙げることができる。」

と述べています。

しかし、今回の一次ストレステスト報告書では、そのような評価はなされていません。

これに対し保安院は、次のように述べています（資料ST第6の3）。

―「ストレステストにおいては、想定を超える地震・津波が発電所に来襲した場合に、ど

こまで炉心損傷させずに耐えられるかを評価することを求めており、安全上重要な施

設・機器等の耐震裕度等を明らかにし、発電所のシステムとしての安全裕度についての

検討を求めているものである。なお、シビアアクシデント対策の強化等については、原

子力安全委員会等で検討が行われている。」

保安院は「事故が発生した後、放射性物質が出るという状況の後の住民保護については、

防災対策として検討されるべきもので、原子力安全委員会を中心に防災指針の見直し等が

議論されているところです」と原子力安全委員会に問題を投げ返しているのです。

また、 も重要な原子炉格納容器の耐震裕度をはじめ、過酷事故での閉じ込めの多重防

護に係る設備、システムの耐震並びに耐津波裕度が検討されていないことに対しても保安

院は何も答えていません。

　私たちは少なくとも過酷事故に至った場合の放射性物質の原子力発電所外への放出の

量・範囲など、被害程度の予測と、その過酷事故に対する「閉じ込め機能」の頑健性の評

価とその有効性を検証することが絶対に必要と考えます。

即ち、このことは、ストレステストの二次評価も不可欠であるということでもあります。
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■コラム③　原発事故の最悪シナリオとは？

　原子力委員会の近藤俊介委員長が、菅首相（当時）の求めに応じて 3 月 25 日に提出し

た「福島第 1 原子力発電所の不測事態シナリオの素描」という報告書があります。

　その概要は、「これは福島第 1 原発の全 6 炉の炉心や使用済み燃料プール（共用を含む 7

プール）が損傷するという新たな事象が発生し、大量の放射性物質が放出した場合、強制

移転域が 170ｋm 以遠にも及ぶことや、自主移転地域が 250ｋm 以遠にも発生する可

能性があることを指摘した内容です。また住めるレベルに年間線量が下がるまでには、170

ｋm や 250ｋm 地点でも数十年を要する。」というものです。

　この報告書は長く公表されませんでした。情報の公開と丁寧な説明が基本です。また「

悪シナリオ」を生じさせない対策がどう立てられているかが、安全審査の出発点です。

下図は、毎日新聞 12 月 24 日より引用（同紙は福島第一原発から 250ｋm 内の人口を３

千万人と報じています）
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Q１７．ストレステスト二次評価はどうなっているのですか？

　二次評価は、まだ提出されていませんし、内容も明確ではありません。

　保安院は昨年 7 月 22 日にストレステストの実施を電気事業者に指示していますが、そ

の中で一次評価と二次評価の２種類のストレステストの比較表を添付しています。また 11

月のストレステストの「目的と概要」では、二次評価を「全ての原発を対象に、運転の継

続又は中止を判断する」ものとしています。そして一次評価が「設計基準上の許容値によ

り余裕度を評価」するのに対し、二次評価では「構造健全性や機能が維持される現実的な

値により余裕度を評価」すると記されています。その違いをなかなか理解できない記述で

す。

さて二次評価とは、「全原発を対象に炉心損傷後に放射性物質を閉じ込めることができ

るかどうかを含めた総合的な評価」で、「ハードウェアのみならず、手順書、組織体制の整

備などソフト面について考慮」し、「運転の継続又は中止を判断する」ために発電所ごとに

実施されるものと言われています。

そして二次評価報告は昨年 12 月をめどに提出されることになっていましたが、未だど

こからも出てきていません。また保安院から具体的な指示や督促が出ているかも不明で、

市民が質問しても、保安院は何も答えていません。これでは保安院が二次評価の実施を恣

意的に遅らせていると非難されても言い逃れができないのではないでしょうか。

ストレステスト意見聴取会の井野委員は「二次評価を含めて再稼働を判断する条件とし

て考えていただきたい。過酷事故に至った場合、放射能汚染がどれくらいの範囲に広がる

のか、どんな影響緩和策をとっているのかも含めた「二次評価」がでてこないと、住民と

しては判断がつきません。」と話されています（「毎日新聞」2012 年 3 月 1 日）。

二次評価なしに原発を稼働させることは議論にもなりません。
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第4章　関西電力大飯３，４号機を再稼働して大丈夫か？

　野田首相は、2012 年 6 月 8 日の記者会見で、①原発を止めたままでは日本社会は立ち

ゆかない、夏場限定の再稼働では国民生活は守れない、原発は重要な電源だ、②そのため

に大飯原発３、4 号機を再稼働すべきだというのが自分の判断だ、③大飯以外の原発の再

稼働も丁寧に個別に安全性を判断していく、と述べ再稼働を正式決定する意向を表明しま

した。

　大飯原発３、4 号機のストレステスト審査を通じて明らかになった具体的な課題につい

ては、第 2 章（13 頁）、第 3 章（18 頁）で指摘してきました。

　ところで、2012 年 4 月 6 日、政府は再稼働にあたり「３つの判断基準」を関係閣僚会

議で決定しています。

本章では、政府の「３つの判断基準」と関西電力の安全対策の実態を検証してみましょ

う。

　

Q18．政府の再稼働の「３つの判断基準」と関西電力の安全対策の実態は？

●　判断基準（１）「地震・津波による全電源喪失を防止する安全対策がすでに講じられて

いること」について

　この基準は 2011年 3 月 30日に保安院より各事業者に対して指示された「緊急安全対策」

を基本としたものであり、関電は、①所内電源設備対策、②冷却・注水設備対策、③格納

容器破損対策、④管理・計装対策、について「実施済み」と回答（実施計画書、2012 年 4

月 9 日）しています。

　しかし、その実態は、電源の配備、可搬式消防ポンプの購入、予備品の購入といった短

期間での応急対策を実施したに過ぎず、設備本体の改善は手つかずです。

さらに③については、フィルター付きベントと触媒式水素再結合装置は、それぞれ 2015

年度、2013 年度に設置予定というものです。

●　判断基準（２）「福島第一を襲ったような地震・津波が襲来しても炉心損傷には至らな

いこと」について

　この基準もそもそも保安院が作成したストレステスト審査書に記載されている結論と同

一です。関電は、保安院によるストレステスト審査書や原子力安全委員会の審査で、炉心

損傷に至らないことの評価・確認を受けていると回答（実施計画書、同）しています。
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　しかし、審査書の結論は意見聴取会における多くの批判的意見や疑問（Ｑ19 の他、Ｑ７

（16 頁）、Ｑ10（20 頁）、Ｑ11（21 頁）参照）を封じたまま、保安院によってまとめられ

たものであり、技術的客観性に欠けるものです。そもそも福島第一原発事故の検証はまだ

終わってはいません。

　

●判断基準（３）「更なる安全性・信頼性向上のための実施計画と姿勢が明らかにされてい

ること」について

　この基準は実施に至らなくても「計画」さえ存在すればよいというものです。

　関電は、保安院がストレステスト審査書の中で求めた 6 項目と、「技術的知見に関する

意見聴取会」での議論を踏まえて保安院がとりまとめた 30 項目の安全対策については、

未実施の項目について今後の実施計画をまとめました。（実施計画書、同）

　しかし、事故対応作業を行う免震棟は柏崎刈羽、福島の教訓から設置は必須条件ですが、

免震棟の供用開始は、所内電源設備の分散、フィルター付きベントの設置などと共に 2015

年度中となっています。これでは福島と同じ事態となった場合、被害はより深刻化する可

能性があります。全体として対症療法のみであり、プラント設計の本質に関わる改善は一

切ありません。

　このように、政府の再稼働の判断基準は「合格を前提とした後だし基準」に過ぎず、

再稼働の安全を保証するものではありません。

Ｑ１９．安全性を確認する上で　技術上の未解決事項はありますか？

＜耐震バックチェックの見直しこそが　優先されるべき＞

　政府の「安全基準」と　関西電力の「実施計画」では　原子力発電所の設備本体の耐震

安全性の改善について　触れていません。

　若狭湾地区は　活断層が密集していて　近傍の熊川断層が連動する可能性があります。

その場合　Ｍ８クラス、１２６０ガル（基準地震動Ｓｓ x 1.8）を遥かに超える可能性も

否定できません。しかし、関西電力のストレステスト評価は　陸域活断層を含めた３連動

の場合の加速度を７６０ガルとしています。

この評価は　過小であり、予測の下限値と考えるべきです。

　政府の「安全基準」やストレステストの検討よりも　耐震安全性評価（耐震バックチェ

ック）の見直しこそが急務です。
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＜制御棒は、許容時間内に挿入されるのか＞

　ストレステストでは検討対象から除外されていた制御棒は　地震発生時　果たして許容

時間内に挿入されるのでしょうか。大飯３．４号の許容値は　２．２秒とされていますが

クリフエッジとされる　１２６０ガル（基準地震動Ｓｓ x 1.8）における検証が　行われ

ていません。

　その他　技術上の未解決事項は　本誌　Ｑ７．意見聴取会の審議や運営の実態、委員構

成はどうですか？　２．大飯３号具体論（16 頁）に記述しています。
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■コラム④　「原発のコスト」は本当に安いのでしょうか？

原発のコストは、他の発電コストに比べて安いと言われ続けてきました。それは本当な

のでしょうか。私たちがよく目にするデータは、以下のものです。

▪ 原子力　　　　　　　5～6 円／ｋWｈ

▪ 火力（LNG）　　　  7～8 円／ｋWｈ

▪ 水力（小規模除く）　8～13 円／ｋWｈ

▪ 風力（大規模）　　　７～8 円／ｋWｈ

▪ 太陽光　　　　　　　　49 円／ｋWｈ

これは、経済産業省が 2011 年 3 月に発表した「平成 21 年度エネルギーに関する年次報

告（エネルギー白書）」の数字です。しかし、そもそもこの数字の出所は、電気事業連合会

（電事連）が作成した資料です。また実際に運転している発電所のデータを基に作られた

ものではありません。モデルプラントを想定し、ある条件のもとに建設、運転した場合の

発電コストです。

この数字に対し、立命館大学の大島堅一教授は以下のような疑問を呈しています。

１．コスト算出の重要なファクターとなる設備利用率が恣意的に設定されている

２．原発の運転年数を 40 年と過大に設定している

３．本来含めるべき以下のようなコストを含めていない

①国家からの資金投入（政策コスト）：開発費用、立地費用

②バックエンド費用（核燃料使用後に発生する費用）：使用済燃料再処理費用、放射性

廃棄物処分費用、廃炉費用

③事故に伴う被害と被害補償費用

そして大島教授は 9 電力会社の 41 年間（1970 年度～2010 年度）の有価証券報告書を

基に実績データで計算し、以下のような数字を発表しました（政策コストを含む）。

▪ 原子力　　　　　　10.25 円／ｋWｈ

▪ 火力　　　　　　　  9.91 円／ｋWｈ

▪ 水力　　　　　　　　7.19 円／ｋWｈ

既にこの数字だけで、原発のコスト面での優位性は失われますが、更に上記②バックエ

ンド費用や③事故に伴う被害と被害補償費用、も存在します。これらのコストは、他の発

電方式では発生しないか、発生しても非常に少ないコストです。こうしたコストを加味す

ると原発のコストはとてつもなく大きな額になります。原発は決して「安く」ないのです。

（引用文献：大島堅一「原発のコスト」岩波新書，2011 年 12 月）
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コラム⑤　福島第一４号機使用済燃料プールの耐震性は？

　大きな地震があるたびに心配されるのが、使用済み核燃料集合体 1535 本が入った 4 号

機の燃料プールの耐震性です。4 号機が注目されるのは、事故当時定期検査中だったため

プール内に２炉分の燃料が入っている（1 号機 392 本、2 号機 615 本、3 号機 566 本）こ

とです。そして、水素爆発による原子炉建屋の損傷が５階以上だけでなくプールのある４

階から３階の一部に及んでいるからです。

　４号機は、2011 年 3 月 11 日の津波による電源喪失で燃料プールが冷却できなくなりま

した。さらに、核燃料の崩壊熱で沸騰、そのままだと空だきになるところでした。しかし、

４階部分で発生したと思われる水素爆発の影響で隣接するプール（原子炉ウェル）の水が

燃料プール内に流れ込み、空だきを免れました。この偶然がなければ首都圏 3000 万人の

避難という「 悪の事態」の可能性もあったと指摘されています。

　
　2011 年５月の時点で、被災後の福島第一原発４号機の耐震安全性評価と耐震補強工事の

検討結果・報告書を東電から受け取った保安院は、その内容を妥当としました。そして、

①燃料プールを含め耐震安全性が確保されている、②燃料プールの補強は、燃料集合体が

すべて保管されている３～５階の損傷状況を目視で確認できない状況にあるとして支持性

能強化対策は必要、と判断しました。

　この判断に従い、東電はプールの床の強度を確保するため底部に鋼製の支柱とコンクリ

ート壁を設置し隙間をコンクリートで充填する補強工事を実施しました。そして、昨年７

月末には完了したと発表しています。さらに、2012 年 5 月には、政府、東電らで構成する

政府・東京電力中長期対策会議運営会議が、4 号機原子炉建屋は震度６強でも問題なく、

燃料プールも底部の補強により耐震余裕度を 20％以上向上したと公表しています。

　本当に大丈夫なのか？

　まず、前提となるのが損傷や劣化（熱、放射線、中性化、塩分などによる影響）の実態

把握とその評価です。外観写真や目視で判断できないところは他の情報をもとに判断した

ということですが、根拠としたすべての情報が開示されねばなりません。また、水素爆発

時に各構造部位にかかった爆圧を推定することも必要でしょう。

次に、想定した地震動ですが、旧来の基準地震動で評価しています。 新の知見に基づ

いて見直された基準地震動で判断すべきです。

　また津波については評価をしていません。

　
一方、使用済み燃料プールの循環冷却設備は、度々トラブルが報じられています。この

設備の耐震性について保安院は、「設計・建設規格に規定する材料を使用していない機器

もある」と言いながらも「Ｂクラス相当の耐震性を有するもの」と評価しています。

仮設レベルのこの設備で、一般建築物の 1.5 倍の強度を意味する「Ｂクラス」が本当に

確保されているのか評価の厳密性が問われます。

なお、津波については評価していません。
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【資料】

■資料１「原子力発電の再起動について」海江田経済産業大臣談話・声明

（平成23年 6月 18日）

１．原子力は、化石エネルギー、再生エネルギー、省エネルギーと並んで我が国の未来の

エネルギーを担う重要な４つの柱の一つであり、国が安全性も含め責任を持って取り組

んでいく。

２．そのためには、東京電力福島第一原子力発電所の事故について、その実態を明らかに

するとともに、受け取るべき教訓を汲み取って原子力安全対策の全体像を示し、それら

を実行に移すことが不可欠である。

３．これまで経済産業省は、各電気事業者に対し、津波による全交流電源等喪失を想定し

た緊急安全対策の実施を３月３０日に指示し、この着実な実施により、炉心損傷等の発

生防止に必要な安全性を確保していることを確認した。これにより、原子力発電所の運

転継続及び再起動は安全上支障がないと考えている。なお、中部電力浜岡原子力発電所

については、想定東海地震とそれに伴う大規模な津波襲来の切迫性という特別な状況を

踏まえ、「一層の安心」を確保するため、例外として、運転停止を求めたものである。

４．今般、万一シビアアクシデントが発生した場合の対応をより迅速・的確なものとする

観点から、水素爆発防止対策等の直ちに措置すべき事項について、６月７日にその実施

を指示し、１４日に各電力会社から報告が提出された。これを踏まえ、現地での立入検

査等により厳格に評価した結果、措置は適切に実施されていることを確認した。

５．これらの原子力発電所の安全性については、本日発表したシビアアクシデントへの対

応に関する措置についての確認結果も含め、立地地域及び国民の皆様に丁寧に説明し、

理解と協力を得たいと考えている。

６．その上で、地域住民の皆様、国民の皆様に併せて理解いただきたいことは、電力制約

が、我が国経済の成長にとって 大の課題であるということである。電力供給への不安

と、火力発電で代替することによるコストの上昇は、国内投資の抑制や海外移転につな

がり、産業の空洞化を招きかねない。

７．今夏の電力需給については、仮に定期検査等で停止している原子力発電所が再起動で

きない場合、西地域の５社から東京電力及び中部電力への融通ができなくなるだけでな
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く、西日本の電力需給も逼迫することが避けられない。生産等の西日本シフトも見られ

る中、西日本も含めた電力需給の安定は、震災からの復興と日本経済の再生のために不

可欠である。

８．したがって、我が国経済の今後の発展のためにも、原子力発電所の再起動を是非お願

いしたい。必要があれば、私自身が立地地域に伺って、直接御説明とお願いを申し上げ

たい。

■資料２「東電福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設の発電用原

子炉施設の安全性に関する総合的評価の実施について」原子力安全委員会

（平成23年 7月 6日）

本年３月 11 日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏ま

え、原子力安全委員会は、既設の発電用原子炉施設について、設計上の想定を超える外部

事象に対する頑健性に関して、原子力安全・保安院において総合的に評価することが重要

であると考える。

発電用原子炉施設の設計や事故時運転手順、アクシデントマネージメント策は多重防護

（defense in depth）の考え方に基づいており、設計上の想定を超える事象に対しても頑

健性（ロバストネス）を有することが期待されている。しかしながら、設計上の想定を大

きく上回る津波のように、ある大きさ以上の負荷が加わったときには、共通的な要因によ

って安全機能の広範な喪失が一時に生じるような、いわゆるクリフ・エッジ効果を生じる

ことがあり、東京電力福島第一原子力発電所における事故は、このような効果が原因のひ

とつとなって進展したものと考えられている。いわゆるクリフ・エッジ効果に代表される

潜在的な脆弱性を見いだし、それに対処するためには、設計上の想定を超える事象に対す

る発電用原子炉施設の頑健性を総合的に評価することが不可欠である。

これまで原子力安全・保安院においては、今回の事故を踏まえ、各電気事業者に対して、

数次にわたり種々の緊急安全対策やシビアアクシデントへの対応措置の実施を指示し、そ

れらの実施状況についても確認を行ってきたとしている。これらの措置は、それぞれ発電

用原子炉施設の安全性の向上に資するものと認められるが、今回の事故の教訓を踏まえれ

ば、種々の対策や措置が全体として、どのように発電用原子炉施設の頑健性を高め、脆弱

性の克服に寄与しているかを総合的に評価することが必要である。この評価に当たって対

象に含めるべき事項の例としては、①地震及び津波といった自然現象（これらの重畳を含

む。設計段階での想定事象に限らず、 新の知見に照らして も苛酷と考えられる条件や
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さらにそれを上回る事象をも考慮すること。）、②全交流電源喪失及び 終的な熱の逃し場

（ヒートシンク）の全喪失といったプラント状態（これらの重畳を含む。これらのものを

起因事象として考えるのみではなく、その状態に至るまでのシナリオをも示すこととし、

さらに、サイト内の複数号機間の相互作用の可能性についても考慮すること。）及び③シビ

アアクシデント対策（シビアアクシデントへ至らないようにするための防止策、シビアア

クシデントに至った場合の影響緩和策及びそれらの対策のための原子力発電所内の防災施

設・設備の整備状況を含む。）を挙げることができる。

以上を踏まえ、原子力安全委員会として、原子力安全・保安院において、既設の発電用

原子炉施設について、設計上の想定を超える外部事象に対する頑健性に関して、総合的に

評価することを要請するものである。

さらに、これに関連して、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第 25 条に基づき、

原子力安全・保安院に対し、このための総合的な評価手法及び実施計画を作成し、原子力

安全委員会に報告することを求める。なお、この際、評価の視点としては、次に掲げるも

のとすることが適当である。

（１）多重防護の考え方に従い、各防護対策との関係を明示すること

（２）各防護対策が次々に失敗する（機能しない）と仮定して、 終的にシビアアクシデ

ントに至るまでのシナリオを描き、それぞれの多重防護の層での各防護対策の有効性

ならびに限界を示すこと（必ずしも定量的でなくともよいが、各防護対策が機能しな

くなるまでの過程・余裕の大きさについて評価すること）

（３）評価には決定論的な手法を用いること

（４）運転状態としては も厳しい状態を仮定すること

（５）これまでの内的事象 PSA、地震・津波 PSA 等の知見を活用すること

■資料３「我が国原子力発電所の安全性の確認について（ストレステストを参

考にした安全評価の導入等）」（平成23年 7月 11日）

内閣官房長官　　　　枝野幸男

経済産業省　　　　海江田万里

内閣府特命担当大臣　細野豪志

〈現状認識〉

１．我が国の原子力発電所については、

　○稼働中の発電所は現行法令下で適法に運転が行われており、

　○定期点検中の発電所についても現行法令に則り安全性の確認が行われている。
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　さらにこれら発電所については、福島原発事故を受け、緊急安全対策等の実施について

原子力・保安院による確認がなされており、従来以上に慎重に安全性の確認が行われてい

る。

〈問題点〉

２．他方、定期点検後の原子力発電所の再起動については、原子力安全・保安院による安

全性の確認について、理解を示す声もある一方で、疑問を呈する声も多く、国民・住民の

方々に十分な理解が得られているとは言い難い状況にある。

〈解決方法〉

３．こうした状況を踏まえ、政府（国）において、原子力発電所の更なる安全性の向上と、

安全性についての国民・住民の方々の安心・信頼の確保のため、欧州諸国で導入されたス

トレステストを参考に、新たな手続き、ルールに基づく安全評価を実施する。

　具体的には、原子力安全委員会の要求（7 月 6 日）を受け、次のような安全評価を行う。

これらの安全評価においては、（現行法令では関与が求められていない）原子力安全委員会

による確認の下、評価項目・評価実施計画を作成し、これに沿って、事業者が評価を行う。

その結果について、原子力安全・保安院が確認し、さらに原子力安全委員会がその妥当性

を確認する。

○一次評価（定期検査で停止中の原子力発電所について運転の再開の可否について判

断）

　定期検査中で起動準備の整った原子力発電所について順次、安全上重要な施設・機

器等が設計上の想定を超える事象に対しどの程度の安全裕度を有するのかの評価を実

施する。

○二次評価（運転中の原子力発電所について運転の継続又は中止を判断）

　さらに、欧州諸国のストレステストの実施状況、福島原子力発電所事故調査・検証

委員会の検討状況も踏まえ、稼働中の発電所、一次評価の対象となった発電所を含め

た全ての原子力発電所を対象に、総合的な安全評価を実施する。
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■資料４：後藤政志、井野博満委員の緊急声明

「ストレステストによる原子力発電所の「安全評価」を批判する」

（外国人記者クラブにおける声明書）

2012 年 1 月 27 日

井野博満（東京大学　名誉教授）

後藤政志（工学博士　元原発設計技術者）

2011 年 10 月 28 日の大飯 3 号機を皮切りに、事業者から、「発電用原子炉施設の安全性

に関する総合的評価（ストレステスト）」報告書が原子力安全・保安院に対し提出され、本

日までに 14 原発に達している。

そもそもストレステストは、欧州においては、福島原発事故をうけ、原子力発電設備の

地震・洪水等に対する安全裕度の評価により、施設の弱点を発見し、その継続的な改善の

ために導入されたものである。日本では、それを、審査の判断基準もないまま、停止中原

発の再稼働の条件としてしまったことに根本的な問題がある。今、全国で湧き起っている

「ストレステストは果たして原発の安全性を正しく評価するものなのか？」という問いか

けはしごく当然の疑問といえる。

１．ストレステストの基本的問題点

例えば、大飯 3、4 号の報告書によれば、基準地震動に対する耐震裕度 1.80 倍、設計津

波高さに対する裕度 4.0 倍、全交流電源ならびに 終冷却源喪失時のクリフエッジ（炉心

損傷）に至るまでの余裕 16 日間、とあるが、それをもって当該原発が「安全」であると

は誰が保証できるのであろうか？

まず第一に、設計基準値そのものが過小評価との疑問が拭えない。一方、評価の対象と

なっている建物や機器、設備の耐力は倒壊や破断に至る 大値までを許容している。更に、

評価を導くシナリオに人為ミス、火災、アクセスの困難、システムエラー、部品の故障、

等々の想定外事象が同時に起こることは考慮されていない。「全てが筋書き通りうまくい

ったとして」の楽観的な机上シミュレーションなのである。

　そのほか、多くの技術的な疑問点やストレステストの位置づけについての疑問が意見聴

取会において提起され、満足な回答が得られていないにも拘わらず、保安院は政治日程を

優先させて、ストレステスト報告書への一方的な審査結果をまとめようとしている（大飯

3、4 号機のテスト結果を妥当とする審査書素案を 1 月 18 日に提示）。技術的見地からの

多くの疑問を置き去りにしたまま政治日程だけが進んでいる。

福島の事故により、我が国の過去の設計指針、認可基準、審査の仕組み等の有効性と信
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頼が大きく損なわれた。福島の事故原因も解明されないままの今日、それらの見直しには

膨大な労力と時間を要するであろう。しかしながら、原発の将来は、その結論を待って決

めねばならないものである。安易なストレステストで再稼働を認めてはならない。

２．ストレステストの審査の仕組みへの疑問

しかも、ストレステスト審査の仕組みにも何らの改善がみられない。その具体例が「独

立行政法人・原子力安全基盤機構（JNES）」による技術審査問題と意見聴取会委員の利益

相反問題、更に傍聴問題である。

審査の技術評価作業を担っている JNESには多くの建設主契約会社の OBが勤務してい

る。大飯・伊方原発等の評価作業においても主契約者であった三菱重工の OB が重要ポジ

ションと実務に携わっている。これでは、審査の中立性と公正さが疑われても仕方がない。

12 月 9 日に総務省の「独立行政法人評価委員会」から発表された文書においても、JNES

の中立性と公正性の欠如が厳しく指摘されている。 低限、「審査対象を出身元と関わりの

ない施設に限るべき」であり、その条件が満たされないままでの JNES による審査結果か

ら疑念が消えることはない。

　意見聴取会委員には、三菱重工をはじめとする原子力業界から多額の奨学寄附金、共同

研究費などを受け取っている大学教授が複数選ばれている。いわゆる原子力ムラの存在が

原子力産業の様々の負の側面を助長してきたという反省が活かされていない。このような

利益相反の疑いのある専門家が加わった状態では公正な審議ができない。利益相反の疑い

がある委員は自発的に辞任すべきである。

　1 月 18 日の第 7 回意見聴取会は、それまで認めていた傍聴者を別室でのモニター視聴形

式としたため、それに反発した市民による抗議が行われた。結果として、意見聴取会は傍

聴者と、傍聴者排除に反対する委員を締め出したまま別室にて開催された。保安院は、再

稼働に向けた政治日程を 優先し、反対派市民を隔離した状態で「一次評価に関する審査

書・素案」の提示をなりふり構わず実施したと考えざるを得ない。民主主義の 低条件の

ひとつである市民の傍聴の権利の阻害は許されない。

３．IAEA 調査団の役割は何なのか？

今週より IAEA の専門家ミッションが来日し、大飯 3、4 号機現地調査を含めて、保安

院と JNES が実施したストレステスト審査の妥当性を評価するとしている。言うまでもな

く、IAEA は目的に「原子力の平和利用の促進」を謳う国際機関であり、原発の「開発お
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よび実用化を奨励し、援助する」のが役割である。予め出来上がった筋書きが政治日程に

組み込まれているだけのことであり、彼らの活動は、原発の安全性強化には全く寄与しな

いだけではなく、不完全なストレステスト報告書に根拠のない裏書きをすることで、逆に

安全への大きな脅威となるであろう。

以上を要約すれば、現在行われているストレステスト評価は原発の安全性を担保するも

のでは全くなく、「安全性に関する総合的評価」と銘打つには程遠い内容である。保安院と

JNES による審査は、利益相反の疑いの下でのお手盛り審査であり、「審査の基準」すら示

されておらず、多くの不備と欠陥を抱えたままの事業者作成の報告書を追認するだけの極

めて不当なものであると言わざるをえない。IAEA によるお座なりの調査もそれを上塗り

するだけである。

福島事故の再発を心から恐れる原発立地地域住民と国民の不安を除去するために必要な

ことは、福島事故の検証に基づく、耐震設計審査基準をはじめとする、諸設計・審査基準

の見直しと、その新基準に従った危険な原発の運転停止・廃炉である。多くの欠陥を有す

るストレステスト評価は、たとえ実施するとしても、あくまでも、当該原発の弱点を発見

するための技術的な一補助手段に留めるべきものであり、停止中原発の再稼働と結びつけ

る根拠はない。

　

以上、私たちは、世界のどの地においても福島の惨事を繰り返させないことを心から願

って、この場にお集まりいただいた海外メディアの皆さんによる本メッセージへのご理解

と、海外への発信をお願いする次第です。
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■資料５：原発関係図
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■ 資料６：ストレステスト報告書一覧（2012年 5月 31日提出分まで）

No. Plant Type 運転開始 　　　　対地震（炉心） 　　　　対津波

S2 Ss Cliff

Edge

裕度 対象設備 設計 Cliff

Edge

差異

(gal) (gal) (-) (-) (m) (m) (m)

1 大飯3号 PWR 1991.12 405 700 1,260 1.80 高電圧開閉装置 2.85 11.4 8.6

2 大飯4号 PWR 1993.2 405 700 1,260 1.80 高電圧開閉装置 2.85 11.4 8.6

3 伊方3号 PWR 1994.12 450 570 855 1.50 充電器盤 3.49 14.2 10.7

4 泊1号 PWR 1989.6 370 550 1,023 1.86 分電盤 9.8 15.0 5.2

5 泊2号 PWR 1991.4 370 550 1,023 1.86 分電盤 9.8 15.0 5.2

6 玄海2号 PWR 1981.3 370 540 945 1.75 復水タンク 2.1 13.0 10.9

7 川内1号 PWR 1984.7 372 540 1,004 1.86 低圧遮断器 3.7 15.0 11.3

8 川内2号 PWR 1985.11 372 540 1,020 1.89 低圧遮断器 3.7 15.0 11.3

9 美浜3号 PWR 1976.12 405 750 1,320 1.76 原子炉ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

ｰ

2.37 11.1 8.7

10 敦賀2号 PWR 1987.2 532 800 1,416 1.77 復水タンク 2.8 11.6 8.8

11 高浜1号 PWR 1974.11 370 550 935 1.70 原子炉ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

ｰ

2.6 10.8 8.2

12 東通1号 BWR 2005.12 375 450 900 2.00 主蒸気逃し弁 8.8 15.0 6.2

13 柏崎刈羽1

号

BWR 1985.9 450 2,300 2,967 1.29 格納容器ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ 3.3 15.0 11.7

14 柏崎刈羽7

号

BWR 1997.7 450 1,209 1,777 1.47 原子炉本体ｱﾝｶｰﾎﾞ

ﾙﾄ

3.3 15.0 11.7

15 大飯1号 PWR 1979.3 405 700 1,141 1.63 高電圧開閉装置 2.85 11.4 8.6

16 志賀2号 ABWR 2006.3 490 600 1,158 1.93 格納容器ベント弁 5 15.3 10.3

17 志賀1号 BWR 1993.7 490 600 1,158 1.93 格納容器ベント配管 5 15.3 10.3

18 高浜4号 PWR 1985.6 370 550 973.5 1.77 高電圧開閉装置 2.6 10.8 8.2

19 高浜3号 PWR 1985.1 370 550 973.5 1.77 高電圧開閉装置 2.6 10.8 8.2

20 玄海4号 PWR 1997.7 370 540 988 1.83 低圧・高圧遮断器 2.1 13.0 10.9

21 玄海3号 PWR 1994.3 370 540 988 1.83 低圧・高圧遮断器 2.1 13.0 10.9

22 伊方1号 PWR 1977.9 473 570 946 1.66 直流電源装置 4.28 13.8 9.5

福島 1F1 号

機

BWR 1971.3 370 600 N.A N.A N.A 5.7 17.0 11.3
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■ 資料７：大飯汚染拡大地図（美浜の会hpより）

■ 資料８：原発訴訟団声明書（脱原発弁護団全国連絡会）

大飯原発３，４号炉の再稼働に反対する声明

　脱原発弁護団全国連絡会は、関西電力大飯原発３，４号炉の再稼働を進めるとの２０１

２年６月１１日付けの政府決定に対し、これに断固として反対し、その撤回を強く求める。

　野田首相は２０１２年６月８日、首相官邸で「国の重要課題であるエネルギー安全保障

の観点からも原発は重要な電源だ」「国民の生活を守るために、大飯発電所を再起動すべき

だというのが私の判断だ」と記者会見で述べた。大飯３,４号機について、第一次ストレス

テストに基づいて、政治家である閣僚が暫定基準に基づいて安全性に対して政治判断を行

ったうえで運転再開を行うとしている。

　福島原発事故の発生によって多くの市民の生活が根底から破壊され、放射性物質による

汚染による健康被害発生の不安の内に暮らしている。野田首相にはこの深刻な現実が見え

ているのだろうか。

現行の安全設計審査指針が誤っていたことは班目原子力安全委員会委員長自らが認めて

おり，原発が安全設計審査指針やこれを前提とする技術基準に適合していても安全と言え
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ないことは，今や国民的確信である。我が弁護団連絡会議に所属する二つの弁護団が担当

する仮処分事件において、大飯３，４号機の再稼働の適否について司法判断を求め、その

中で以下のような問題点を具体的に指摘している。

　市民の生活を守るためには、今、首相に求められていることは、脱原発の政治的意思を

示すこと、確実な安全性を確保するための規制委員会・規制庁等の原子力安全行政を経済

産業行政とは完全に独立させ、その確立を図ること、そして原発稼働の条件がないならば、

再稼働なしでも夏を乗り切るための需給ギャップ対策に注力することにつきる。

　安全性が確認されないまま再稼働に突き進むことは、次なる破局的事故を招きかねず、

市民生活を破滅の淵に晒すものである。

　我々は、次の理由から、政府の再稼働の判断には法的な根拠がなく、また政策としても

不適切であり、直ちに撤回されるよう強く求めるものである。

１　国会事故調の報告を待て

　福島原発事故に対する国会事故調査委員会の調査報告が、今月にも公表される。この報

告を待ち、事故の教訓を踏まえた上での対策を講じた上でなければ、判断の前提がない。

２　規制改革と新安全基準に基づく審査が不可欠

　福島原発事故を踏まえた、原子力規制行政の改革が成し遂げられていない。原子力安全

保安院と原子力安全委員会は、その能力にも独立性・公正性にも深刻な疑問がある。

　現行の安全設計審査基準については現に原子力安全委員会はこれらの見直し作業を行っ

ており、この作業はまだ完了していない。再稼働について判断するためには、①事故の正

確な経緯と原因を解明する。②原発の安全審査の根幹をなしている安全設計審査指針、耐

震設計審査指針等について、津波や電源対策だけでなく地震や老朽化などの広範な分野に

ついて公正な専門家の討議を通じて見直す。③新たな指針を適用して、付近で発生が想定

される 大の地震・津波の程度、地震・津波対策の進捗度、運転経過期間や脆性遷移温度

などに示される老朽化の程度などについて適切な審査を行い、危険性の程度を正確に把握

した上で許否を判断するというプロセスを経なければならない。

　新たな機関のもとでの新たな安全基準とこれに基づくバックフィット判断がなされるべ

きことは、法制上も福島原発事故という未曾有の事態を踏まえた再稼働の 低限の要件で

あると考えられる。

３　ストレステストの想定に科学的根拠がない

　ストレステストの前提とされている対策はもっぱら津波対策、電源対策に限られており、

従来の想定を超える地震に対する対策、過酷事故対策などがきちんと盛り込まれていない。

また、津波対策、電源対策も福島事故時の想定を超過した津波高さ（福島第１原発での津

波高さ１５メートル－想定されていた津波高さ５．５＝９．５メートル）を機械的に加算
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することを全国の原発に求めただけであり、その想定には科学的な根拠がない。津波及び

地震のみを考慮した原発の頑健性を検討するストレステストはそもそも安全基準の代替と

はなりえない。

　不公正な規制行政を繰り返してきた保安院によるストレステスト評価にもとづ

く関係大臣の安全判断など全く信用することはできない。

　大飯原発の地震に対する安全性には、重大な懸念がある。原発の傍らには海側に

二本、陸側に一本活断層が通っており、これが三連動した場合、大飯原発に定めら

れた制御棒挿入時間２．２秒をこえてしか制御棒が挿入されないため早期にメルト

ダウンにいたる危険性がある。にもかかわらず、関西電力はそのような危険性はな

いとして何ら対策をとらず、原子力・安全保安院もこの問題を放置している。

４　ずれ破壊が指摘されるｆ－６断層（破砕帯）の現地調査が不可欠

　さらに、 近になって次のような事実も明らかになってきた。関西電力大飯原発の敷地

内にあるｆ－６断層（破砕帯）について、名古屋大の鈴木康弘教授（変動地形学）と東洋

大の渡辺満久教授（同）が付近の活断層と同時に活動し、地表がずれる可能性があり、原

子炉施設のずれ破壊の危険性を指摘し、再稼働前の現地調査の必要性を指摘している。関

西電力は「活断層ではないと判断しており、再調査の必要はない」としているが、問題は

活動性だけでなく、この破砕帯が付近の活断層活動時に連動してずれるかどうかにあり、

正確な反論となっていない。

　班目春樹原子力安全委員長は、「 新の知見が出たなら、保安院で評価をしっかりやり直

すべきだ」（福井新聞６月８日）との見解を表明しており、また産総研の杉山雄一主任研究

員も「大飯原発など若狭の原発は、現地調査で改めて状態を確認するべきだ」としている。

断層活動によるずれ破壊は震動によるものと比べても強烈な破壊力であり、施設そのもの

が裂けてしまう危険性もある。このような可能性が指摘されている原発の十分な調査なし

に運転再開の判断を下すことは到底許されない。

５　専門家ではない政治家は止める判断はできても、動かす判断はしてはならない

　専門家ではない政治家が判断できることは、専門家の判断が信用できない時に原発の運

転を止めることである。菅直人前首相が浜岡原発の運転の停止を求めたことは正しい。し

かしながら、原子力安全委員会の委員長も疑問を留保している状況で、専門家の間でも意

見が分かれ、本来実行すべき手続が履行できない状況で、専門家ではない政治家が安全判

断をするようなことは、できるはずもなく、無責任きわまりない。

６　需給ギャップ策を講ずることが、停電など避けるための政治の責任である

　原発比率が５割近かった関西電力は、原発なしでは夏場のピーク時に必要な電力の 85％
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程度しか賄えないとする。しかし、自家発電などの供給への確実な組み入れやピークカッ

トのための新たな利用料金契約の拡大、大口需要家への協力依頼などの需給ギャップ策を

講ずれば、停電などの事態は避けられる。そのための努力こそが政治の責任である。

　以上のとおりであって、福島原発事故のような深刻な原発事故被害の再発を未然に防止

するためには、現在停止中の原子力発電所については、福島第一原子力発電所事故の原因

を解明し、その事故原因を踏まえた安全基準について、議論を尽くし、それによる適正な

審査によって確実な安全性が確保されない限り、再稼働しないことが当然であり、このよ

うな条件もないのに、政治家の判断によって再稼働を強行することは次なる原発事故の破

局をもたらしかねない。我々は、市民の生活を守るため、政府の判断に断固として反対し、

その撤回を強く求める。

２０１２年６月１１日

                        　　　　　脱原発弁護団全国連絡会

                    　　　                    共同代表　河合　弘之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　海渡  雄一
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