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川内原子力発電所１・２号炉の設置変更許可に対する異議申立てに関する口頭意見陳述会 

2015年 1月 21日 原子力規制委員会 会議室Ａ 

 

異議申立人 東井 怜(静岡県) 10分 

Ａ．はじめに 

 

Ｂ．科学的とは、事実に立脚すること 

    参考）福島原発政府事故調査委員会による調書（12 月 25日公開） 

       添田孝史著 「原発と大津波～警告を葬った人々」岩波新書新刊  

   1993年 奥尻島津波被害 

1998年 7省庁：調査報告書と津波防災対策の手引き公表 

   電事連の分析：7省庁報告書案を入手、原発の津波想定と比較 

     2000年 既設原発への影響評価 

     福島第一は、想定の 1.2倍で支障（東電、津波に対する弱点を認識） 

   保安院による指示（7省庁手引きに従い津波想定見直しを指示） 

   東京電力の箝口令と工作：「津波はタブー」 

   プルサーマル軋轢（福島第一・3号機） 

保安院の耐震バックチェック審査：津波評価の見直しや対策を見逃し 

 

Ｃ．規制行政庁の責任   

   新規制行政庁に継承されず、組織の改編のたびに課題を積み残し 

    例）2001年 資源エネルギー庁 → 原子力安全・保安院 

      2012年 原子力安全・保安院 → 原子力規制委員会 

   「原子力規制委員会」はどれだけ継承しているか 

 

Ｄ．新基準における継続課題の積み残し例 

   Ｄ－１．立地審査指針（原則的立地指針、立地評価）を削除？ → 予稿第３項  

   Ｄ－２．残余のリスクを抹殺？  

 

Ｅ．新規制基準の問題点 

   Ｅ－１．すべての国内既設炉が免許停止に → 予稿第１項 

   Ｅ－２．免許の取り直しの必要条件 → 予稿第２項 

Ｅ－３．遵法と罰則 → 予稿第４項 

 

Ｆ．立地審査指針の適用 

   Ｆ－１．火山評価が新たに浮上 

Ｆ－２．避難すべきは核燃料 

 

Ｇ．避難 

 

Ｈ．本意見陳述会全体のまとめ 
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Ａ．はじめに  

私は、かつて物理学や地球科学を志した人間として、チェルノブイリ原発事故後、自分が恩恵にあず

かる電気によってあのような惨劇を招いてはならないと願い、とりわけ東京電力の再循環ポンプ破損事

故（1989.1.6 福島第二原発 3号機）以来、東京電力の消費者として、福島県双葉郡や新潟県柏崎・刈

羽に立地する原発 17 基の過酷事故を危惧する住民と共に、３原発における過酷事故の未然防止に人生

の多くの時間を割いてきました。 

阪神・淡路大震災後、地震活動期に入ってからは、とりわけ原発震災の未然防止に焦点を絞り、還暦

を機に中部電力浜岡原発の立地する静岡県に移住してまいりました。2006年改訂の耐震設計審査指針に

際しては、その第 1回から安全委員会の指針検討会をウオッチしてまいりました。東京電力本社とも意

見交換を重ねること 26 年余、中越沖地震による柏崎刈羽原発の被災に際しても数々の提言、要望を重

ねてきました。（※１） 

しかし、今回自然に虚を突かれて、浜岡ではなく福島において原発震災を招じ入れてしまいました。

加害者であるとともに被害者にもなってしまったのです。 

 

Ｂ．科学的とは、事実に立脚すること 

この度公開された福島原発政府事故調査委員会による調書の一部、とくに原子力規制行政を預かり耐

震バックチェックに携わっていた審査課課長以下の方々の証言により、東京電力はこうした市民の声に

耳を貸さなかったばかりか、太平洋沖の津波想定の見直しにより福島原発の営業に支障が及ぶことを危

惧して、学識経験者や規制行政にも虚偽・隠ぺいを重ねていたことが判明しました。同じく国会事故調

査委員会の協力調査員であった方の、その後の調査報告がこの度まとめられ出版されました（※２）。

その中から古い例を挙げます。 

1993年 7月の奥尻島の津波被害を受けて国土庁、気象庁など 7省庁が津波想定等防災上の間違いを調

査、1998年には調査報告書と津波防災対策の手引きとをまとめました。電事連ではその公表前である前

年に報告書案を入手し、原発における想定との違いを分析しています。それは、想定し得る最大規模の

地震津波も加えるもので、既往最大しか想定しない原発の手法とは異なり、安全余裕を見込むものでし

た。資源エネルギー庁（当時の原発安全審査担当、7 省庁には入らない）も同年、津波想定見直しを念

頭に電事連に想定を超える高さの津波による被害予測などを指示しました。  

電事連は 2000 年に、この指示に対して各原発が受ける影響をまとめており、福島第一原発と島根原

発だけが想定の 1.2倍高で影響を受けるとあります。福島第一では海水ポンプのモーター停止で冷却に

支障が出るのです。（添田孝史「原発と大津波～警告を葬った人々」より ただいまベストセラー) 

遅くともこの時点から、東京電力は福島第一原発の津波に対する弱点を認識しており、それはタブー

としてかん口令を敷き、上記政府事故調の調書にも垣間見られるような工作を重ねてきたと思われます。

一方で、核燃料サイクルの破たんを抱える資源エネルギー庁内の強い軋轢が、耐震バックチェックの審

査にまで及び、事業者と規制側がもつれ合いつつ奈落の底へと突き進んでいったことがみえてきました。 

 

田中委員長は、こうした背景や素地をどれだけ虚心坦懐に把握しようとされてきたでしょうか。規制

にあたる他のすべての担当者・関係者にも、お聞きします。こうした背景や素地の事実を明らかにする

ことは、再発防止にとって極めて重要と思うからです。規制委員会の規制基準適合性審査に対するパブ

リックコメントでは、「科学的・技術的意見」に絞って募集されています。しかし事実に立脚しない科 

学や技術を現実に適用してはならないと考えます。 
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Ｃ．規制行政庁の責任 

私は、規制行政がこうした事業者による背信行為に対して毅然たる制裁を加えること、及び規制行政

自身が自らの責任と業務において大きな不備を抱えていたことの、徹底的な分析と反省がなされなけれ

ばならないと考えます。市民は、事業者以上に規制行政の責任が大きい、とみています。それは、組織

を変えたことで免れるものではありません。 

3月 11日に続く大きな恐怖と驚愕の中で、少なからず関係者はそれぞれの立場に応じて素直にわが身

の至らなさをかみしめたことと信じます。原子力規制委員会という新たな組織は、そうした反省の延長

として誕生したはずです。 

しかし、この間の規制委員会の言動を見ると、残念ながら良い意味での継承がなされていないと言わ

ざるを得ません。原子力の規制行政においては、何度も反省がなされ、看板の掛け変え、組織の改編な

どがありました。その都度、問題の積み残しが起こります。あたかも積み残しするための組織改編のよ

うにすらみえます。上述の 7省庁津波手引きを契機に電事連に指示した津波に関する検討課題は、2001

年に設置された原子力安全・保安院にきちんと継承されなかったのではないでしょうか。この点をしっ

かり調査し、その結果を今回の異議申立に対する回答に反映していただきたい。 

 

そのほかにも、立地審査指針や残余のリスクが、規制委員会に変り新しい規制基準から排除されてい

ます。ここは、決して従来の規定がよかったという意味ではありません。ただこうした概念は地元住民

の立場からも非常に重要な考えです。 

残余のリスクに関しては、大竹政和委員が、地震学者として設計を超える地震動の襲来を否定できな

いとして、指針検討委員会の第１回から指針に盛り込むことを主張されていた考えに基づいています。   

立地評価は、福島で現実に守れなかったという理由で削除、抹殺されてしまいました。規制行政のな

すべきことは、従来の不備を修正補強して、住民本位の規定に変えることであったはずです。 

 

川内原発の審査中に、巨大火山噴火の危険性が浮上しました。全国でも、最大の火山リスクを抱える

のが川内原発ですから、当然の警鐘でした。しかし、あたかも福島原発における津波軽視と同じことが、

新規制を司る規制委員会によって、川内原発の審査でくりかえされました。 

 

 

＜参考＞ 以下は、2014年提出のパブリックコメント及び本日の予稿集より転載する 

 

Ｄ．新基準における継続課題の積み残し例 

Ｄ‐1．立地審査指針を削除？ （予稿第３項） 

規制委員会のホームページ「設計・建設段階の安全規制」のうち、「設置許可」と「工事計画認可」

の説明サイト冒頭にある但し書き『新規制基準を踏まえた内容に今後変更します。（表示の内容は 2013

年 7月 7日までのものです。）』に関してパブリックコメントを提出したが、規制委員会の回答はない。 

「設置許可」において解説している安全審査や立地条件等について、下記のいずれが正しいのか。 

（1）新基準は未完成 → そのような曖昧な基準で行われた川内原発の基準適合性審査は無効 

（2）新基準は完成したが掲載していない → 立地指針がまだ生きているとする偽装ではないか 

（3）新基準でもなお有効 → 原則的立地条件を川内原発に適用し、適合審査をやり直すべき 

新基準審査に着手する前に、ホームページを修正し、正しい説明を掲載することが先ではないのか。 
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Ｄ－２．残余のリスクを抹殺？  

2006年の改訂耐震指針において特記すべきは、自然現象である地震により過酷事故が起こる可能性を

はじめて認めたことである。阪神・淡路大震災後、地震が過酷事故の誘因となることはないと、資源エ

ネルギー庁や電事連は大宣伝を繰り広げていた。しかしどんなに「適切に」基準地震動を策定しても、

それを超える地震動の生起を否定できない、という地震学者の一致した見解により、『策定された地震

動を上回る地震動が生起することは否定できず、その影響が施設に及ぶことにより、施設に重大な損傷

事象が発生すること、あるいはそれらの結果として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼす

ことのリスク』を「残余のリスク」と定義し、これがゼロではないと認めたのである。 

たとえいかに小さい値であろうとも残余のリスクがゼロでないということは、過酷事故は絶対に起こ

りえないとして原発を受け入れてきた地元にとって、立地上の約束違反であり、再考が必要な事態であ

った。だが耐震設計審査指針改訂後、規制行政が、残余のリスクについて地元住民へ説明することはな

かった。立地各自治体もその住民も、原発震災発生の可能性が認知されたことをほとんど知らされるこ

となく、無防備のなかで、福島は未曾有の体験を余儀なくされた。 

地震・津波が過酷事故の確率を格段に高めることを強調すべきなのに、新規制基準では残余のリスク

の概念も記述も抹消してしまった。それどころか、過酷事故は「（地震でも）起こり得る」から「（誘因

を問わず）起こったら対処」へと開き直り、再稼働には避難計画の作成や避難所の放射線防護工事、被

曝対応病院の指定など、住民被曝を前提とする事態となっている。そこでも地震・津波は想定されてい

ない。  

 

Ｅ．新規制基準の問題点 

Ｅ－１．すべて国内の既設炉が免許停止に（予稿第 1項） 

なぜ国内のすべての原発は停止しているのか／「定期検査中」で停止しているのではない 

規制委員会ホームページによれば、福島原発における惨禍を経験した日本は、従来の原子力規制にお

いて、 

① 大規模な自然災害への対策が不十分 

② 過酷事故対策を規制の対象にしていない 

③ いったん設置許可した既設の原発等には、最新の基準への適合を求めない 

としていたことをとくに問題とし、今回の新規制基準は、これらの問題点を解消するものとして原子炉

等規制法を改正し（2012年 6月）、新たに原子力規制委員会を設置した（2012年 9月）としている。 

こうしてできた新規制により、電力各社は、上記③を規定した原子炉等規制法 43 条の 3 の 14「発電

用原子炉施設の維持」（＝「発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合す

るように維持しなければならない」）に基づき、すべてのプラントについて「設置許可」をとり直さな

ければならなくなった。この条文の意味は、新増設時だけではなく、いったん許可された原発もつねに

最新の技術基準に適合していないと違法な状態とされる、という意味だ。 

とりわけ今回は、①，②に係る基準に達しない限り今後の稼働（発電・売電）はできないので、現在

はすべての原発が「免許停止状態」なのである。 

 

Ｅ－２．運転免許取り直しの条件（予稿第２項） 

川内原発の免許の取り直しは、まだ書類審査の通過段階／ただ今筆記試験を実施中 

この免許の再取得試験が新規制基準適合性審査であり、①設置変更許可 ②工事計画及び保安規定の 
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認可 ③起動試験等の合格 のいずれもが必要条件である。社会一般の試験制度に照らせば、①は願書

受付もしくは書類審査通過に該当し、②の審査は筆記試験、③は実技試験の合格に相当する。 

通常、願書受付あるいは書類審査で通ったからといって、だれも合格とはみなさない。ところが規制

委員会は、最も厳しくなくてはならない原発の許認可試験にあって、免許停止となった国内の原発が、

①の書類審査だけで営業再開できるかのような誤解を、地元はじめ社会に与えている。田中委員長は真

実を正確に説明するべきである。  

②③までクリアした段階で再度パブリックコメントを募り、九電はその上で再度地元了解を求めるべ

きである。 

もちろん、①のみで合格などということは、どこの原発でもあってはならない。 

 

Ｅ－３．遵法と罰則（予稿第 4項目） 

Ｄ－１項の安全規制に関する問の正解は、（2）であるらしい。１～２年前に規制庁に問合せた際にも

そういう回答であった。原則的立地条件も、従来の立地評価において定められていた重大事故及び仮想

事故時の被ばく線量限度も、福島原発において簡単に破られてしまった。これは事業者に厳に罰則を与

えなければならないところ、代わりに違法とならないように規則・法令の方を変えてしまったのである。

それが新規制基準である。 

これは1例に過ぎない。2006年に改訂された耐震設計審査指針で導入された残余のリスクについても、

新規制基準で姿を消してしまった。事故時の作業員被ばく線量限度、住民の被ばく限度や食品等の汚染

基準等々が、次々と改悪されてきた。 

規制委員会の役目はいったいどこにあるのか。遵法と罰則を基本にすべきではないか。 

 

Ｆ．立地審査指針の適用 

Ｆ－１．火山評価が新たに

浮上（※３） → パブコ

メ 13.8.15提出（略） 

右図は「火砕流堆積層の

下部で水蒸気爆発が起こ

って、爆風が堆積物を突き

破った跡で、一種の痕跡化

石です。火砕流に埋もれた

原子炉建屋が爆発したら、

こんな穿破孔を通って、 

高濃度放射性物質が噴き

出し続けると思います。 

（八甲田火砕流二次爆発

痕 石黒耀 気象庁130回

気象記念日の記念講演 

2005.6.1）」という警告の

図である。（※４） 
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Ｆ－２．避難すべきは原発（核燃料）／使用済み核燃料の安全な保管を指示するべき。（パブコメ同上） 

古来、自然災害と共存してきた日本列島であるが、原発を受け入れることも可能なのか。 

残余のリスクの存在を証明してしまった福島第一原発。だからと言って、住民に避難を強いるのは本

末転倒である。危険な立地と判明したのであるから、避難すべきは住民ではなくて、原発の方であろう。

とはいっても原発が避難することは現実的ではないから、せめて核燃料に避難させることを提言する。 

じつは、福島原発のカタストロフィーは、運転中のプラントに留まらなかった。従来の原子力規制に

おいて、使用済み核燃料の耐震安全性に大きな過誤欠落があることが明らかになったのである。稼働中、

停止中を問わず、使用済み核燃料プールで燃料破損が起こり、炉心ならず炉外のプールで燃料溶融や火

災、即発臨界を起こす恐れさえあり、最悪の場合には炉内のメルトダウンを超える影響を及ぼす可能性

を、近藤俊介原子力委員長の試算が示した。今後使用済み核燃料貯蔵対策を考慮しなければならないこ

とが明白となったのだ。 

ところが、この度の規制基準において、この問題が十分考慮されたとはいえない。したがって、審査

書案においても使用済み核燃料対策は不備でぜい弱なままである。 

川内原発は、仮に再稼働しなくても、（停止中の今も、他の停止中の原発もすべて、）使用済み核燃料

プールの安全管理を見直さなければならないという意味だ。再処理政策の失敗により、近年はプールの

容量を設計時のそれを超えて貯蔵するという真逆の対応をしてきた。要因が地震であれ、火山であれ、

あるいは人為的なミスや破壊行為であれ、電源喪失や冷却水喪失などの事態に対し、はたして従来の規

制の欠陥を見直した十分な対策がなされたのか。 

今からでも、適度に冷却された使用済み核燃料については、できる限り乾式貯蔵に移動することが望

ましい。充分な耐震性を有し、かつ津波からも逃れられる高台等に、空冷式の乾式貯蔵所を設置するこ

とが、当面急がれる。 

原子力利用に関する民意も定まらないのに、再稼働へ向けて審査を急いでいる場合ではない。停止中

の全国の原発に対し、こうした対策を急がせることが先ではないか。 

この審査書には、そうした危険性に対する指摘も対策もない。 

 

Ｇ．避難   自然災害による複合災害／避難は不可能・・・・技術的観点から（パブコメ同上） 

福島原発で過酷事故を招いたのは、地震・津波が要因であることを、忘れてはならない。 

地震や津波などがもとで原発が重大事故を起こせば、大震災の中で、実質避難などできない。車も使え

ず、ましてバスのような大型車両が通れる保証もない。 

地震・津波に限らず、台風や豪雨、豪雪、火山噴火などの下で、避難者には命がけとなる場合がある。 

要援護者の避難にしても、人間だけ避難させればいいわけではない。カルテを始め、医療機器や薬品類

をどこでどう確保するのか。たちまち命に係わる急変を招く恐れがある。 

やむを得ず屋内退避により被ばくを避けようとしても、そうした自然災害の状況の中で屋内に留まる

ことが危険な場合も、少なからずある。二進も三進も行かないのである。 

屋内退避の場合は介護者の確保も必要であるから、避難すべき健常者を意に反して施設に留めること

となる。非人道的かつ非現実的としか言いようがない。 

なお、避難先で必要となる食料やガソリン、生活必需品などいっさいの経費はその準備に必要な費用

負担も含め、本来事業者が負担すべきものである。これを十分余裕を見込んで試算し、原発を続けるの

であれば、電気代に加算すべきであろう。 
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そもそもこれほど大掛かりに、広域避難の対策を構築してまで、原子力発電を続けなければならないも

のだろうか。自然災害と違って、避けられないものではない。発電方法の代替案も充分あるというのに。 
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Ｈ．まとめ（当日追加）  ～本日１５人の意見陳述のまとめとして～ 

それぞれが、縷々理由を挙げて許可処分の取り消しを求める旨陳述した。 

 最後に言いっぱなしにならないよう、ここで今聞いたことをまとめておく。 

 

１．違法性の疑い及び審査の不備により、川内原発許可処分の再審査・再考を求める 

石橋：基準地震動審査 

三好：溶融燃料・ジルコニウム反応による水蒸気爆発 

山田：工事認可前の着工 

筒井他：マスキング箇所の再考 

北岡他：火山審査 

   その他 

２．行政指導の責任 

事業者への指導（申請書のマスキング、公開の姿勢など） 

地元了解を少なくとも避難対象地域に求めること（地元自治体、事業者へ） 

３．意見陳述会への対応 

文書回答を（それぞれの陳述者からの指摘に応える内容を公開文書で） 

４．今後の規制委員会の審査について 

   公開性を高める（工認、保安規定についても審査会合で扱う） 

   審査書に、必要な図表を掲載する 

   資料等のＷＥＢ掲載に際して工夫を（分割方法、内容のわかるタイトルを付すなど） 

   工事認可、保安規定認可に際してもパブリックコメントを 


