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『『『『新規制基準の新規制基準の新規制基準の新規制基準の考え方について考え方について考え方について考え方について』』』』の欺瞞性の欺瞞性の欺瞞性の欺瞞性

原発事故災害の特殊性原発事故災害の特殊性原発事故災害の特殊性原発事故災害の特殊性

１．規制委員会を斬る



暴走のアクセルとなった規制委員会
■ブレーキの役割のはずが､今や強力な再稼働アクセルに
★審査申請のあった原発をことごとく認可
・ 14基認可。不正許してでも老朽高浜1,2号、美浜3号の運転延長に
・ 適格性に欠ける東京電力の柏崎刈羽6,7号も認可

■「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」
原子力規制委員会2016.6.29策定（8.24改訂） ・・・欺瞞的文書！

・ 361頁にわたり、規制にかかわる様々な項目についてQ＆A形式で記述

★「考え方について」の主目的は司法対策
＊新規制基準の〝合理性〟を主張し、規制委員会の審査を〝正当化〟し、権威付ける

・ 2016.3.9大津地裁高浜3,4号運転差止仮処分で新規制基準が批判対象に

＊司法の主体的判断をこれまで以上に弱める。

・ 2017.3.28上記の仮処分決定をひっくり返した大阪高裁 立証責任を住民に

★人格権に触れず、欺瞞的な論じ方で被ばくを押し付け、人格権を侵害
＊司法が提起した根本問題に全く触れず、科学技術論をてこに、都合よく話をすすめる
＊人類が初めて経験した原発多重事故・福島第一原発事故と被害の実相欠落



「科学技術にリスクは付きもの」と強調

一般に、科学技術の分野においては、絶対的に災害発生の危険がないと
いった「絶対的な安全性」というものは、達成することも要求することもできな

いものであり、司法においてもそのように理解されている。

その危険性が社会通念上容認できる水準以下であると考えられる場合に、

又はその危険性の相当程度が人間によって管理できると考えられる場合に、

その危険性の程度と科学技術の利用により得られる利益の大きさとの比較衡

量の上で、これを一応安全なものとして利用している。

★「社会通念」は恣意的に利用できる曖昧な概念
・ 具体的な規制基準を決める際に規制委員会にフリーハンドを与える余地

★絶対的安全性と相対的安全性の二分論の枠にはめ込み、二者択一を迫る形で
科学技術は相対的安全性の下で使うものという結論を導く

＊使わない選択があることを無視。

★「比較衡量」：利益が大きければどんなリスクも容認させる危険
・ 危険性が少ない発電方法に替えて「比較衡量」すれば原発は不要

■相対的安全性をてこに、科学技術は危険覚悟で使うものと強調



放射性物質放出も相対的安全性の内だ

原子力発電は、科学技術を利用する点において他の科学技術と異なるとこ

ろはないことから、発電用原子炉施設についても前記のような相対的安全性

の考え方が当てはまる。

したがって、原子炉等規制法にいう「災害の防止上支障がないもの」とは、ど

のような異常事態が生じても、発電用原子炉施設内の放射性物質が外部の

環境に放出されることは絶対にないといった達成不可能な安全性をいうもの

ではなく、・・・。

■安全レベルの議論なしに、リスク内容を先に押し付ける

★原発を、当然のように、他の一般定技術と同列に置くが、そこが最大の問題！

★放射性物質放出があっても、一応安全とすることに〝合理性〟があるとした

★そもそも原発で求められるべき安全性とは？そのレベルをどこにおくかという
検討を欠落させ、先に受忍すべきリスクを決めている！



あれもこれも専門家・規制委が決める

この安全性を具体的な水準として捉えようとするならば、原子力規制委員会
が、時々の最新の科学技術水準に従い、かつ、社会がどの程度の危険 まで
を容認するかなどの事情をも見定めて、専門技術的裁量により選び取るほか
はなく、・・・。

■危険の容認程度も安全基準も規制委が決めて当然と主張

▲ここでは何を言っているのか
①原発事故に関して社会が受忍すべきリスクの程度は、科学技術の専門家が決めるもの
②原発の規制基準を決めるのは、科学技術の専門家である規制員会の権限である

★規制委に受忍リスクを決める専門性はあるのか？
・ 規制委員会は原子炉工学や放射線防護学、地質学等の専門家、裁量が許されても科
学技術面
・ 社会がどの程度の危険までを容認するかの判断は、自然科学的領域ではなく、文化的、

倫理的、社会学的、哲学的判断、そして憲法の立場からの判断を必要とする社会科学
的領域。決めるのは社会
・ 福島原発事故を見れば、命・健康・コミュニティ破壊等の人権侵害､環境破壊､自治権の
侵害などを含む複合的な社会問題であることは一目瞭然

★規制委の科学技術の専門性にさえ疑問
・ 事故の最大要因である地震、火山、津波に対する力量や知見に疑問



■原発事故災害と原発技術どちらにも一般と異なる異質性
★空間・時間・健康影響で異質の被害･･･根源は放射性物質
①甚大な被害をもたらす広域破滅性･･･微粒子上で拡散、少量でも被害
②もたらす被害の際立った不可逆性･･･ライフサイクル越える「半減期」
③被ばく回避と健康被害対処の困難性･･･五感で感じない放射線

★技術面における原発の特殊性
①桁違いに巨大なエネルギーの危険性･･･綱渡り運転に
②核分裂後の大量放射性物質の危険性･･･「灰」が死やメルトダウンをもたらす
③制御困難な課題だらけ･･･入れっぱなしの核燃料、緊急時に取り出せない
④終わっても脅威続く使用済核燃料･･･全国に原発180基分

■一般技術と同列に置けない絶対性に近い安全要求が必要
★「ゼロリスクを求めては、車は走れず、航空機も飛べない」（産経新聞など)
・ 個々人レベルにとどまる事故と、人類的危機をもたらす事故のちがいを無視

原発問題に必要な特殊性の理解

低い発電効率を補う大型化
➔事故の危険性・規模増大

トラブルが生じた時に安全側
に移行するしくみ（fail safe）が
ない欠陥技術/本質的に危険

経済性と衝突する
ので特殊性無視



使用済み核燃料の危険性
■使用済み核燃料の莫大な総量
• 2017年9月末時点で、原発敷地に14,870トンU、六ケ所村再処理工場に2,960トンU

• 1基の平均装荷量約100トンUに対して約180倍

■使用済み燃料プールの事故は原発事故をしのぐ場合も

• 2011年原発事故直後、
4号機の使用済み核燃

料プールが崩壊する
危険があった

• 近藤シナリオ：放射性
物質流出で、強制移転
半径170km(3千万人）､
任意移転半径250km

★原発のプールは
平均6年で満杯に！

▲



甲状腺がん多発は被ばくと無関係?
■福島県民健康調査結果を分析すると （日本科学者会議宗川氏による）

★2巡目検査はどの地域も罹患率上昇。被ばく影響明らか
▲線量の高い地域ほど罹患率が高い

※高線量値域＝浜通り13市町村、中線量値域＝中通り12市町村、低線量値域＝その他34市町村）

■「過剰診断」と非難する〝専門家〟たち 今年3月も
・ 福島県主催「県民健康調査検討委員会」高野徹大阪大学講師（内分泌代謝科学）

「検査によって被害が出ている可能性が高い」（手術の必要のないがんを摘出する）

「ただちに中止し、検査方法を見直すべきだ。方法を見直さない限り、（調査期間の）
2040年度までに1500人程度見つかるのではないか」

「検査は県民の健康を向上させるものではない。希望者のみで実施すべきだ」



★ストレスだけが原因か?

・被ばくの影響を政府は認めていない

■福島の関連死は異常に多い

5月7日現在 2227人

震災関連死･･･福島で今も増える
★チェルノブイリ原発事故後の疾病状況
・ がん以外にも疾病多数急増
事故処理作業員（リクビダートル）をはじめ、子ども
や住民の疾病罹患率の増加、生命力の低下、老化
の加速など、人類としての生存を脅かす事態に



世界的原発政策世界的原発政策世界的原発政策世界的原発政策のののの行行行行きききき詰詰詰詰りとりとりとりと転換転換転換転換

日本日本日本日本のののの再稼働強行再稼働強行再稼働強行再稼働強行のののの異常性異常性異常性異常性

２．矛盾深まる原発政策



〝原子力ルネッサンス〟2005頃～
■ エネルギー消費量増大で原発売込みの復活
★地球温暖化対策を口実に使う・・・「原発はCO2を出さない」

米：ブッシュ政権2005年「エネルギー政策法」で新規原発建推進／ 仏：2005年フィン
ランドで30年ぶり大型原発建設／英：2005年末、慎重姿勢を一転させ原発 再評価／
独：2010年原発段階的閉鎖の撤回

＊WH（米）AP1000、アレバ（仏）EPR 原発大型化で受注へ
・ただし過酷事故とテロを考慮せざるを得ない

★日本2005年「原子力政策大綱」で海外へ
＊原子炉メーカー､世界のリーダーカンパニーへ

東芝：WH／日立製作所：GE／三菱重工：アレバ
・ 2009年の東芝：15年までに39基受注目標

＊2010年 国際原子力開発株式会社
・ 経産省の音頭で、電力会社、メーカー等が出資、海外受注窓口一本化を狙った

＊「原子力ルネッサンス懇談会」発足2011.2.14
・ 原子力政策の基本を示す提言を政府にする民間シンクタンク的役割
・ 会長：有馬朗人（元東大総長､元文部大臣）､電力会社・原子炉メーカートップ､大学総
長や元総長､専門家､読売新聞・テレビなど49名 （尾池和夫氏も）
➔3.11以後、「エネルギー・原子力政策懇談会」として継続2015年に提言を政府に



■ 異質の危険性と破滅性をまざまざと示した原発事故
★ドイツの素早い政策転換 「ハイテク国家」でのレベル７事故の衝撃
＊4月 ドイツ「安全なエネルギー供給に関する倫理委員会」設置
・ 原子力の専門家や電力会社関係者はおらず、宗教や哲学、経済、社会学者、化学メー
カー、政界からの代表者などで構成。

・ 委員による非公開の議論と、テレビ中継による公開の議論を経て報告書「ドイツのエネ
ルギー転換—未来のための共同事業」を提出➔再生可能エネルギーへ大きくシフト

＊8月 2022年末までに原発の全廃を法制化

＊再生エネルギーの促進強化

■ 世界中で反対運動と規制強化
➜設計変更､追加工事
➜工事遅延､建設コスト拡大
➜追加費用を巡り訴訟合戦

★日本国内原発ストップ➔再稼働に躍起！

海外進出破綻、原子炉メーカー苦境

福島原発事故！ 2011年3月11日



かえって危険な過酷事故対策

a) 融け落ちるコアを耐熱材の皿で受け止め、大きく広げ効果的に冷却する
b) 水を張らないので水蒸気爆発の危険がない
c) 圧力容器とコアキャッチャーは一体、放射性物質を閉じ込めておける
d) コアがコンクリートに触れないので水素の
発生を防ぎ、水素爆発を回避できる

★下部の空洞（キャビティ）に水を張り❶ 、コア
を受け､水素爆発を避けるというが･･･
➜水張りが遅れると、水素爆発の危険
➜逆に、水があれば、水蒸気爆発の危険

※しかも、➊➋はそれぞれ労働安全衛生規則249条（水
蒸気爆発防止）､280条（可燃性ガス爆発防止）に違反

■メルト時の水素濃度試算が恣意的
★発生量を少なく見込むコードで計算
（高浜1,2,3,4、美浜3、伊方3、大飯3,4）

★イグナイタで燃やして❷減らす（大飯3,4）
➔電気式点火装置（イグナイタ）で水素を低濃度
の内に燃やすというが、かえって誘爆する危険性

■過酷事故拡大防止に有効なEPR式コアキャッチャーを採用しない

水素濃度13％
以上で爆轟



■国際基準をねじ曲げ、第5層を原発規制条件から排除
★IAEA基準で求められていることは

①建設前の立地段階で､周辺住民への被ばく影響を徹底評価し､要件を満たさな
ければ立地不適とすることで､避難計画の実行可能性を確保する。

②また､稼働後の緊急時において､事業者に対して､「緊急時対応計画を策定する
責任及び緊急時準備と緊急時のための取り決めを整える責任」を負わせて､住
民避難計画が実効性のあるものとなるように事業者を規制する。

★「自治体が避難計画を立てるから問題なし」と強弁
＊「原発規制のための法的基準」をIAEAが要求するにも

かかわらず、事故発生後の対処「災害対策法」の話に
すり替え。

＊規制委員会は、「避難計画は電気事業者への規制
事項ではない」と強弁

国際原子力機関（IAEA）深層防護基準 第5層

「避難計画」を基準から外すための屁理屈

▲米ニューヨーク州ショーラム原発は避
難計画の実効性がないので、完成後
一度も稼働せず廃炉に。

※日本学術会議提言は「必須の条件」と強調（2017.9.12）

地殻変動➜長期稼働した場合､過酷事故再発の可能
性➜安全に避難できることも原発稼働の必須の条件



■新規制基準で新たに決めた中身は？
★セシウム137は100TBq以下にせよと要求

★「抑制」のために具体的に何をやる？
• 建物に向けて外から放水・・・焼け石に水

■従来の立地基準で廃止したもの
★敷地境界での線量限度､従来250mSv

• 超えると原発を立てられない➜廃止

▼結局､抑制は有名無実
• 立てる際の
基準でも、
事故対策の
基準でも、
放射性物質
の放出は
野放し

過酷事故時の対処は何をする？
最後の対策は？

➜基準ではなく努力目標



古里1号機 126.6 廃炉 55.6

■原子炉の脆性遷移温度※

※それ以下になるともろくなる温度

★鉄鋼容器の製造当初は—20℃以下
・ 中性子を浴びる程､遷移温度が上昇

老朽原発ほど 事故の危険性増す
原子炉原子炉原子炉原子炉 遷移温度遷移温度遷移温度遷移温度

高浜１号機 99℃℃℃℃
玄海１号機 98

美浜２号機 86

美浜１号機 81

大飯２号機 70

敦賀１号機 51

島根1号機

■廃炉する・しないの基準は？
★工事1千億円に見合うもうけがあるか
・大型なのに大飯原発1・2号は廃炉に

出力（万出力（万出力（万出力（万kW））））

82.6 

55.9 

50.5 

34.0 

117.5 

35.7 

46.0■脆性遷移温度の規制は？
「93℃未満」（日本電気協会規程※）
適用対象は、新設原子炉のみ
※JEAC4201「原子炉構造材の監視試験方法」民
間規格：民間が制定した規格を規制当局が技
術評価し是認したもの

廃炉
廃炉
廃炉

廃炉
廃炉

■40年ルールを骨抜きに
★規制委2016年、40年超の高浜1・2号､美
浜3号の運転延長を優先的に審査し認可
・耐震性の検証抜き、新規格なら不合格



加圧水型のアキレス腱 蒸気発生器
■サンオノフレ原発の廃炉発表（2013年6月）
★2012.1.31 3号機の蒸気発生器破損
・ 2号機も1万5千カ所以上摩耗発見
・ 三菱重工製に交換後1年余で破損

★「予期しなかった振動」というが･･･
・伝熱細管の外径・肉厚とも減らした
（22.2mm➜19.1mm 1.3mm➜1.1mm）
（コスト・効率最優先）

★三菱重工「70%運転」を提案するも
➜「実験だ」「全く不適切な避難計画」

※2012年10月
ＮＲＣが、神戸に
ある三菱重工の
製造工場を抜き
打ちで調査
➔安全検査方法
が、連邦法など
の基準に沿って
いないこと発覚



番狂わせの〝原子力ルネッサンス〟

最新鋭原発EPRやAP1000の苦境
■EPRアレバが20年かけ開発した夢の原子炉（安上がり､工期4年のはず）

★フィンランド・オルキオト3号機160万kW
2005年着工（32億€）が難航➜85億€に
➜ 2009年20億€以上賠償請求

➜フィンランド2015年に4号機は断念

★フランス・フラマンビル3号機165万kW
2007年12月着工33億€（約4135億円）
2012年完成予定が➜工事遅延
➜105億€（約1兆4400億円）に

★イギリス･ヒンクリーポイント原発新設

建設費見積もり約4兆4100億円！

➜資金提携する三菱重工へも波及

■アメリカWHの大型原発
AP1000も苦境に
➜東芝の破たんにつながった

＊厚さ1.3m鉄筋コンクリート二重の防護壁／コア･キャッチャー（上から自動注水）



■2016.11.22ベトナム：原発計画白紙撤回
•南部ニントゥアン省の第2原発（2基）は三菱・アレ
バ受注のはずだった。

原発後退 相次ぐ諸外国

■2017.1.11台湾 ：改正電気事業法成立。
2025年までに全面停止。

•第4原発（日の丸原発）の１号機は日立､２号機は
東芝､各発電機は三菱重工

■2017.6.19韓国の文大統領、
古里1号

稼働終了
式典で、
脱原発へ
の大転換
を言明



許されない原発の trial and error
■規制委員会の一見まじめな言明にこそ、原発の問題性が見える
＊規制HPに、新規制基準について「これを満たすことによって絶対的な安全性が

確保できるわけではありません。原子力の安全には終わりはなく、常により高い
レベルのものを目指し続けていく必要があります」とある。

・規制委員会が「新規制基準に適合しているかどうか」しか判断せず、安全に責
任を持たない無責任な姿勢を示している。

・一方、善意に考えて、安全性向上のためまじめに努力します、と聞こえるかもし
れないが、原発のこととなると〝高める努力〟の持つ意味が全く変わってくる！

■一般には、実験等の「試行錯誤」の繰返しで完成させる安全性
＊稼働させつつ安全性を高めていくのは、実用機における「trial and error」

＊一般の科学技術は、完成させるまでに、実験による実証、検証という「trial and 

error」を繰り返して安全性を向上させる過程を踏む。

＊原発（とりわけ実用機）は、失敗即重大事故となる危険性のため、許されない

・実用運転する以上は、その時点で完全なものが要求される

➔それができなければ、「予防原則」が適用されるべき trial and errorは
1957年以来続いている



危険技術を制限する「予防原則」
■予防原則 （Precautionary Principle）とは
被害が確認されてから取り組む対症療法的対策ではなく、

「原因と被害の科学的立証がなされていない状況でも、深刻なあるいは不可逆
的な被害のおそれがある場合に予防対策を実施する」という考え方
＊国連環境開発会議「環境と開発に関するリオ宣言」（地球サミット：1992年）

≪Principle 15≫ In order to protect the environment, the precautionary approach 

shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats 

of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a 

reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. 

・ 多くの国で使用や製造をやめた合成化学物質：ＤＤＴ、ＰＣＢ、フロン

★原発こそ「予防原則」の一番の対象！
最悪の環境汚染物質の発生源そのものを実用からはずす！

※環境基本法は放射性物質を除外してきた（3.11以前/今も影響）
・ 廃棄物処理法・大気汚染防止法・質汚濁防止法等、放射性物質を対象外にしていた。
➔2012年除外規定削除､「公害物質」に➔具体的対処や罰則の個別法が不十分。

理由：「原子力基本法と関係法律による」―しかしこれらは原則、原発そのものが対象



新新新新たなたなたなたな地震現象地震現象地震現象地震現象、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし大地震大地震大地震大地震

火山評価火山評価火山評価火山評価でのでのでのでの攻防攻防攻防攻防

日本海側大津波日本海側大津波日本海側大津波日本海側大津波のののの可能性可能性可能性可能性

３．自然の脅威



■日本列島が東西から押され、活断層が密集する若狭
★活断層の上に原発があってはならない・・・敦賀原発2号の真下に活断層
★関西電力は上林川断層の南西方向への延伸を認めたが、北東方向は延伸否定

原発銀座は､活断層も密集する地帯

★地震学者尾池和夫氏予測
・近畿では地震活動期の
ピーク時に南海トラフ沿
いでM8クラスの巨大地震
発生
・それに先行して内陸地震
が頻発（M6.5～7クラス）

しかし、共役断層を考えると、交差する断層が存在しない方が不自然



地震想定過小評価、耐震強化も手抜き

★島崎邦彦氏指摘（2014年まで規制委委員長代理､東大名誉教授）

＊「入倉・三宅式は横ずれ断層型では過小評価になり、武村式なら熊本地震でもよく合う」
＊大飯原発で。武村式で試算すると、面積で計算した電力会社の値の約1.8倍になる。1.8

倍になると安全限界（クリフエッジ）1200ガルを大幅に超えた」

★政府の推本はすでに改訂「予測手法」に修正／規制委は取り入れず
＊2016年12月政府の地震調査研究推進本部は、②の簡便化をやめ、①②両方での計
算するようもとめた。
＊規制委の審査ガイドも「地震推本の最新の研究成果を考慮する」としつつ、取り入れず

■基準地震動を大きくしても、耐震対策をまともにしていない
＊強化しない箇所・・・原子炉本体改造せず、配管も厚くせず
＊耐震重要度が低いまま・・・外部電源や主給水系Bクラス、使用済み燃料貯蔵プールの
冷却設備Cクラス、非常用取水設備は、C クラス
※重要度ランク S＞ B＞ C

■原発の耐震性の基準「基準地震動」に元規制委員が批判
★基準地震動を推計するための２つの経験式
①入倉・三宅式：断層面積から地震エネルギーを求める
②武村式：地表に現れた断層の長さからを求める



■建築基準法耐震基準は､「一次設計」「二次設計」の２段構え（1981改正）
＊一次設計：中規模地震（震度5強程度）でほとんど損傷が生ずるおそれのないこと

＊二次設計：大規模地震（震度6強～７）で倒壊・崩壊するおそれのないこと

■原発の耐震基準も､「基準地震動」と「弾性設計用地震動」の２段構え
＊（重要施設は）基準地震動による地震力に対して安全機能が保持できること

＊弾性設計用地震動に対して概ね弾性状態でとどまる範囲で耐えること

原発は連続大地震に耐えるか？

一次設計 二次設計

※弾性設計用地震動＝基準地震動の

半分を下回らない揺れ 弾性設計用地震動 基準地震動
例:3５0ガル 例:700ガル

★「弾性限界」を大きく超える

揺れを連続で受けると倒壊

＊もともと連続地震に対す
る耐震基準ではない
➔規制委員会検討せず

▲図は国土交通省資料を一部加工

≪弾性限界内≫

熊本：耐震補
強効果なし



■カルデラ噴火の脅威
・これまで7000～1万年に1回
・いつ起きてもおかしくない

＊奈良・京都にも大量の火山灰
・姶良カルデラ火山灰は20㎝の層

＊火山灰は、ガラス質の鉱物等。
雨で固まる。生活機能がマヒ。原
発も重大事態が必至

破局的噴火の影響はどこまで？



火山灰の影響評価で大飯等不合格
■2017年11月火山評価ガイドを改定
★専門家の指摘により、降灰量を見直し
た結果、噴火時の火山灰濃度が従来の
想定の数十～数百倍になった

• 「合格」の８基で､非常用発電機の吸気
フィルタが目詰まりし、冷却不能に

• 高性能フィルタへの交換など必要に
（ただし、2017年12月31日まで猶予）

• 電力会社はもともと降灰中に交換する
という無理な対策を出していた

原発原発原発原発
想定される想定される想定される想定される
火山灰濃度火山灰濃度火山灰濃度火山灰濃度

発電機フィルタ発電機フィルタ発電機フィルタ発電機フィルタ
対応可能濃度対応可能濃度対応可能濃度対応可能濃度

大飯3，4号 約1.5g/m3 約1.1g/m3

美浜3号 約1.8g/m3 約1.6g/m3

玄海3，4号 約3.8g/m3 約0.9g/m3

川内1，2号 約3.3g/m3 約1.0g/m3

伊方3号 約3.1g/m3 約0.7g/m3

★火山灰影響は領域外火山も含む！

＊大飯原発・・・6火山が評価対象
扇ノ山、美方火山群、神鍋火山群、上野
火山群、経ケ岳、白山
＊高浜原発・・・7火山（倉吉追加）

これも「過小」広島高裁

半径160㎞

大飯原発大山



大山火山灰が30cmも積もった京都市
■大飯・高浜原発の火山灰層厚10cmは過小評価！ 190㎞の大山
★産総研・山元氏、調査し厳しく批判・公表（下図）（規制委員会2017年に調査依頼）

・ 大山生竹⽕山灰（DNP）の最大層厚は30cmが正しく、関西電力の10cmは過小
➔関西電力も調査し、規制庁への2018年3月1日「最終報告」で反論

・ 京都市右京区越畑で大山生竹⽕山灰（DNP）を認めながら、水で再堆積したと無視

➔印規制庁は関西電力の
評価を否定し、山元氏の
評価を認めた

★審査やり直しのはずが・・・

＊3 月 28 日規制委員会の
定例会合で、

・ 審査のやり直しの必要性に
言及する委員に対し、

・ 更田委員長は

「急いで対処するというもので
もないのだろう」と放置

大山



初めての日本海側の津波予測

■「日本海の断層運動に伴う津波高の予測」2014年8月
政府の「日本海における大規模地震に関する調査検討会」による

＊特徴：概ね北東の海岸ほど高く、福井県や京都府をはじめ西日本では低い

・ 4倍にもなれば、

「調査検討会」の予
測に基づく日本海側
の市町村の津波防
災計画は大幅な見
直しが必要。
・ 高浜原発6～11.5m､
大飯原発6～8mの

防波堤も越え、原発
の津波対策も見直
す必要

★もと規制委員会委員長代理島崎邦彦氏は、西南部が“過少評価” と批判。
・ 海底断層の地震規模の計算を「入倉・三宅式」で行うため、「武村式」なら約4倍に

「政府の津波専門家は
『大地震＝大津波』
しか考えていない」
（海洋地質学者）



日本海で危険な海底地すべり津波
■日本海側の海底地すべりによる津波の危険性指摘
＊産総研・岡村行信氏：日本海西南部沿岸の海底堆積性斜面の大規模崩壊に
よる津波の可能性を指摘（2013年）
※陸上の地すべりでは地すべり土塊の体積は大きいものでも数10km3 程度、
海底地すべりでは数千km3～数万km3のものもあり、移動距離も数10km～数100 km

＊竹本修三京都大学名誉教授
：1026年島根県益田周辺を
襲った万寿津波を調査
・ 地震があったという史料も伝承も
なく、10kmほどさかのぼった標高
が20m地点に来たなどの特徴を
説明できるメカニズム検討

➔海底の堆積性斜面崩壊による
津波の可能性を明らかにした
➔津波が原発襲う可能性指摘
・ もっと東側の堆積性斜面の崩壊
で島根原発が津波被害を受ける
・ 美浜、大飯、高浜の原発が若狭

湾沖の堆積性斜面の崩壊で津波
被害を受ける可能性

島根沖

若狭沖

能登沖



事故対応事故対応事故対応事故対応にににに動員動員動員動員されるされるされるされる自治体労働者自治体労働者自治体労働者自治体労働者

原子力安全協定原子力安全協定原子力安全協定原子力安全協定のののの意義意義意義意義

４．自治体における課題



原発再稼働の是非を問う自治体

原発から､市民の生命･財産や安
心した暮らしを､いかに守り､そして発
展させるという､自治体として基本的
な責務をどのように果たすべきかが
問われている。

実効性ある避難計画の策定が急
務であり､その確証がない限り､原発
の再稼働という話の是非はテーブル
の上にも乗らない。

➔県・国に強く要請

■新潟県の３つの検証
＊柏崎刈羽原発（東京電力）･･･徹底的な3つの検証なしに再稼働の議論は始められない。
①福島原発事故の徹底的な検証（技術委員会）
②原発事故が私たちの健康と生活に及ぼす影響の徹底的な検証（健康委員会）
③万一、事故が起こった場合の安全な避難方法の徹底的な検証（避難委員会）

■東海第二原発、追いつめられる
＊30㎞圏の自治体と同意権（＝拒否権）を含む安全協定を締結 2018.3.29

■浜岡原発に隣接する牧之原市防災監 2016.10.15

検証総括委員会（池内了委員長



安全協定の法的性質と自治体の責務
■「紳士協定」論克服の重要性（石崎新潟大法学部教授、にいがた自治体問題研究所）

★公害防止協定の法的性質（歴史的経過と到達）と対比すると
• 初期の「紳士協定」説克服➜今では、行政団体と事業者が締結する「行政契約」

• 公害防止協定の法的拘束力を認めた最高裁判決（2009.7.10）

• 安全協定は､自治体と事業者の協定で､目的も基本的に公害防止協定と一致

• 協定に明確な法的内容規定入れた新潟（情報提供義務､立入調査権､施設変更時了承権等）

★自治体本来の権能から見た同意権（＝拒否権）や協定締結問題
• 住民の生命や財産に重大な危険を及ぼし､自治体の存続すらも左右する原発を､自治体
同意なしに設置できると考える方が地方自治を保障した憲法原則に合致せず

• 再稼働について「関係自治体同意の必要は、法律上の根拠規定の有無にかかわらず、
法的に正当であり、法的根拠のあるもの」

• 原災法5条に「都道府県は･･･区域内の市町村の防災に関する事務を援助する責務」

• 災害対策基本法4条1項「各市町村が当該自治体の状況により事業者と安全協定を締結
する必要があると認めた場合は、都道府県はその援助をすべきもの」

■隣接自治体等にも立地自治体並みの安全協定締結を！
• 過酷事故の被害は受けるが再稼働の同意権（＝拒否権）はないでは道理に合わない



原発に未来なし、民主主義を力に

■固執するほど国民の怒りを買う原発維持政策
＊被災者救済より、原再稼働を優先する棄民政策

＊住民の命と暮らしを守る避難計画をわきに、再稼働優先の無責任体制

■原発事故の真実を知り､知らせること自体がたたかい
＊放射線の影響がないのなら、原発をなくする最大の理由はなくなる。

＊想像力を！どこで事故が起きても福島への仕打ちがスタンダードになる

■発展させてきた民主主義的な力、もう止まらない
＊民主主義の質と量を高めた原発運動／その中心に真実を学ぶ運動

＊政治そのものを変える運動へ、すべてが合流し始めた

■最強の味方は、真実と道理と共同
＊嘘と強権と分断に頼るしかない原発推進勢力、我々に不都合な事実はない

＊主張以上に具体的事実を／誰もが自分で考え理解を深めることに信頼を

＊「一人一人の思いや考え方の尊重」の上に、共に考え意見を交わす



ご清聴ありがとうございました。


