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１．筋書き	

  １．日本の原子力安全規制行政の歴史と現在	

  ２．原子力安全規制改革の要点	

  ３．原子力危機管理の考え方	

  ４．福島事故における原子力危機管理の失敗	

  ５．原子力危機管理体制は再構築されたか	

  ６．放射能の拡散予測とモニタリング	

  ７．武力攻撃・破壊工作対策	
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１．日本の原子力安全規制行政の歴史と現在 

１－１．日本の原子力安全規制行政の時代区分	

  日本の原子力安全規制行政の歴史は、４つの時代に区分できる。	

  （１）原子力委員会の時代 （１９５６～１９７７）	

  （２）科学技術庁優位の時代（１９７８～２０００）	

  （３）経済産業省主役の時代（２００１～２０１１）	

  （４）原子力規制委員会の時代（２０１２～現在）	

  １９５６年に、原子力委員会・科学技術庁等が発足した。なお、原子炉
等規制法の制定は１９５７年。	

  １９７８年に、原子力安全委員会が原子力委員会から独立し、推進と
規制の分離独立が一定程度実現された。	

  ２００１年に、中央省庁等再編があり、科学技術庁が消滅した。経済
産業省がその所轄事務を「総取り」した。	

  ２０１２年に、従来の原子力安全規制業務を「総取り」する形で、三条
委員会として原子力規制委員会が発足した。（委員長は副大臣級。）	
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１．日本の原子力安全規制行政の歴史と現在 

１－２．原子力委員会の時代（１９５６～１９７７）	

  日本の原子力利用に関する制度が整備されたのは１９５６年。原子力
委員会設置（１９５６年１月）、科学技術庁設置（１９５６年５月）、など主
要な原子力関係機関が勢ぞろいした。	

  原子力基本法の三原則に「安全」の２文字はなかった（１９７８年に「安
全の確保を旨として」という文章が追加）。	

  原子力安全行政のための法律や組織はなかったが、１９５７年６月に
原子炉等規制法制定。「性善説」的な法律。（事業者としての指定の
取消しが難しい。また罰則がゆるい。）	

  原子力委員会が安全規制行政を担当。科学技術庁原子力局（原子
炉規制課１９６１年８月設置）が事務局。	

  原子炉立地審査指針（１９６４年）など、種々の指針・基準等を整備。
商業発電用原子炉をはじめとする核施設の設置・設置変更を、原子
力委員会原子炉安全専門審査会で審議。（原子力安全委員会が１９
７８年１０月に分離独立するまで）。	
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１．日本の原子力安全規制行政の歴史と現在 

１－３．科学技術庁優位の時代（１９７８～２０００）	

  原子力船むつ事件（１９７４年９月）をきっかけに、原子力行政懇談会
が１９７５年２月に発足し、１９７６年７月に報告を提出。	

  その提言にもとづき２つの改革が行われた。	

  （１）原子力安全委員会の、原子力委員会からの分離独立。（一足先
に発足した科学技術庁原子力安全局が事務局）。これは、アメリカに
おける原子力委員会ＡＥＣの分割（１９７５年）にならったもの。（これに
ともないＮＲＣとＥＲＤＡの設立。後者は２年後にＤＯＥへ）。	

  （２）原子力安全規制組織の多極化。原子炉等の安全確保について
の行政官庁の責任の明確化をはかるという名目で、原子炉の種類に
応じての許認可権の分割を提唱（推進と規制の分離という原則とは
正反対）。これにより通産省が商業発電炉の安全規制の主役へ（電
気事業法に安全規制関係の規定が組み込まれる）。	

  もんじゅ事故、東海再処理工場火災爆発事故、ＪＣＯ臨界事故など不
祥事がつづく。規制機関の機能障害も背景にある。	
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１．日本の原子力安全規制行政の歴史と現在 

１－４．経済産業省主役の時代（２００１～２０１１）	

  原子力安全委員会と原子力安全・保安院の二元体制となった。	

  原子力安全委員会の決定に対する内閣総理大臣の「尊重義務」がな
くなった。また事務局である科学技術庁（原子力安全局）が解体され
たため、「手足」を失い、「ダブルチェック」を担う脇役となった。	

  経済産業省の「総取り」体制となった。つまり経済産業省が、原子力
発電の推進・規制を独占することとなった。（科学技術庁の後裔であ
る文部科学省は研究開発段階の施設のみを担当。）	

  安全規制行政が全体として寛大に運用された。（東電・北陸電の臨界
事故隠しへの制裁なし。柏崎刈羽原発の中越沖地震をうけてのバッ
クチェック、津波対策の先送りなど）。	

  資源エネルギー庁と原子力安全・保安院が一体となって原子力利用
を推進するというパターンが目立つようになった。（たとえばプルサー
マル説明会で、エネ庁が「必要性」を、保安院が「安全性」を説明し、

終段階での地元受入れに際し、経産大臣が出向く。）	
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１．日本の原子力安全規制行政の歴史と現在 

１－５．原子力規制委員会の時代（２０１２～現在）	

  民主党政権は「推進と規制の分離」を掲げるが、政権獲得後も福島原
発事故まで進展なし。事故後、菅直人政権は推進と規制の分離を重
点課題とするが、２０１１年内は具体的進展なし。	

  この間、原子力安全・保安院は原発再稼働を進めるための活動を精
力的に進めるが、政府（菅政権）に阻まれ進展はスローペース。「スト
レステストでの再稼働」を実現したのは大飯３・４号機のみ。	

  ２０１２年１月、野田政権が、環境省の外局として原子力規制庁を設
置することを提案。それに対し４月、自民党・公明党が代案を提出。野
党案に準拠して、細野豪志大臣のもとで、内閣官房原子力安全規制
組織等改革準備室（森本英香室長、環境省で水俣病対策などを担
当）による法案等の準備。	

  原子力規制委員会・規制庁の設置（２０１２年９月）。発足後の活動の
大半は、新規制基準策定（２０１３年７月）と、その運用（適合性審査）。
「電気保安協会」的な活動に専念。原発等の再稼働が主目的。	
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２．原子力安全規制改革の要点 

２－１．原子力規制委員会設置法	

  原子力規制委員会が発足したのは２０１２年９月。それから３年７カ月
が経過した（２０１６年４月現在）。この間の原子力規制委員会の活動
についてアセスメントを行う必要がある。	

  原子力規制委員会設置法第１条より（一部省略）。「原子力利用にお
ける事故の発生を常に想定し、その防止に 善かつ 大の努力をし
なければならないという認識に立って、確立された国際的な基準を踏
まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定
し、又は実施する事務（原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び
廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関すること並びに国際約束
に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利
用の確保のための規制に関することを含む。）を一元的につかさどる
とともに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立
場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国
民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全
保障に資することを目的とする。」	
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２．原子力安全規制改革の要点 

２－２．原子力規制委員会の２つの主要任務	

  ［参考］原子力基本法第２条。「原子力利用は、平和の目的に限り、安
全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うもの
とし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。２．前
項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国
民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全
保障に資することを目的として、行うものとする。」	

  原子力規制委員会の中核的ミッションは「安全確保のための規制」で
ある。とりわけ過酷事故（重大事故）を決して起こさず、万が一それが
起きた場合でも国民の生命・健康などの人格権を著しく侵害しない範
囲に被害を押さえ込むことが、存在意義である。（他に核セキュリティ
（核物質防護等）に関する業務もある。）	

  「安全確保のための規制」は主として次の２点に関わる。	

  （１）厳しい安全規制基準の策定・運用（ＮＲＡ固有の任務）。	

  （２）原子力防災体制の再構築（ＮＲＡのみの任務ではない）。	
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２．原子力安全規制改革の要点 

２－３．安全規制基準の厳格化（１）	

  新規制基準は、従来の基準とくらべて厳しくなった。それは以下のよう
な点にあらわれている。（これらは一定の評価に値する。）	

  （１）バックフィット・ルールの導入：これによって既設原子炉の多くは再
審査に合格せねば運転できない法的地位に置かれた。行政文書で
は「定期検査中」（定期点検中ではない）と書かれることが多いが、実
際はもっと厳しい状態。高速炉もんじゅ等は、新たな規制基準を作ら
なければ、適合性審査に入れない状態となっている。	

  （２）４０年運転制限ルールの設定：原子力発電所の運転は、使用前
検査に合格した日から原則として４０年とし、原子力規制委員会の認
可を得たときに限って、２０年を越えない期間で運転延長できる。（
長６０年運転できる点では従来と変わらない。運転延長の際に必要な
審査に関する審査基準は、必ずしも厳しくない。その一方で、４０年に
運転期間を限定することの根拠も明確でない。原子力関係者が新規
制基準について も厳しく批判するのが、この論点に他ならない。）	
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２．原子力安全規制改革の要点 

２－４．安全規制基準の厳格化（２）	

  （３）活断層評価の厳格化：活断層の直上に原子炉の重要施設を建
設することを明確に禁止した。（直上でなければよいのかという問題
は残る。） 

  （４）設計基準の全般的強化：基準地震動、基準津波の嵩上げ、設
備・機器の強化など。（ただし基準地震動の大幅な嵩上げはせず、を
引き上げた場合でも、安全率を切り下げることにより、補強工事を行
わなくても合格できるよう配慮されている。）	

  （５）過酷事故防止および被害緩和のための設備追加：ただし基本的
に可搬型外付け設備に限られる。固定式の常設設備については時間
的猶予を与えている（免震重要棟、特定重大事故対処設備）。また電
力会社に対し「設備要求」ではなく、「性能要求」をするにとどめている。
しかし性能要求は恣意的な判断が入り込みやすいので、運用によっ
て空洞化しやすい。（現在話題となっているのは九州電力が免震重要
棟を建てず、耐震棟ですませようとしている問題。）	
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２．原子力安全規制改革の要点 

２－５．既設原発を容認する相場観	

  しかし原子力規制委員会は、安全規制の厳しさの相場観を、既設原
発の大半の再稼働が一定の措置によって可能な水準においている。	

  日本の原発の安全規制の水準を「国際水準」に近づければよしとする
のが規制委員会の姿勢。だが国際水準は高くない。旧式原発もほぼ
例外なく合格できる水準に設定されている。（ただしソ連崩壊時には、
ＥＵに加盟する中殴諸国のVVER440型の多くが不合格になった。）	

  新規制基準が甘いことを、４点ばかり例示する。	

  （１）原子炉の設計上の欠陥を規制の対象外としている。古い型の原
子炉も外付け設備を付加すれば合格できるようにしている。	

  （２）人口密集地域への原子炉設置も容認している。そのために「立地
審査指針」を廃止した。（福島事故と同等の事故では合格しない。）	

  （３）単一サイトへの多数の原子炉の密集設置を容認している。また
複数サイトの近接立地も容認している。	

  （４）防災計画を規制要件からはずしている。	
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２．原子力安全規制改革の要点 

２－６．意味不明の安全目標	

  原子力規制委員会は安全目標として、セシウム137の放出量が福島
原発事故の100分の1に相当するとされる100テラベクレル（100兆
ベクレル）を超える事故を起こす確率を100万炉年に1回程度を超え
ないようにするという目標を掲げた。	

  だが実証的な証拠によって担保されていない。（リスク評価の絶対値
は信頼できないというのは1970年代より関係者の共通認識。）	

  また原子力規制委員会は、確率論的リスク評価(PRA)を安全審査に
おける規制要件にもしていない（規制基準もない）。	

  しかも安全目標の設定に関して、公共的な議論を全く経ていない。	

  さらに、この目標値は、実績値との落差がいちじるしく大きい。世界の
原子力発電の運転積算実績値は、2015年末でおよそ1万7000炉
年であるが、その間に、スリーマイル、チェルノブイリ、福島と3回、5
基の原子炉で過酷事故を起こしている。これは3４00炉年に1回の事
故確率に相当する。	
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３．原子力危機管理の考え方 

３－１．原子力防災における危機管理の意味	

  原子力防災対策は、（１）一般的な防災対策、（２）過酷事故を瀬戸際
でブロックする過酷事故回避対策、（３）過酷事故時の大規模被害緩
和対策、の３つにわけることができる。	

  このうち（２）および（３）が危機管理に関係する。戦闘に例えれば、
（２）は攻撃を受けている状態、（３）は被弾し深刻なダメージ（魚雷命
中で撃沈の危機等）を受けた状態にあたる。原子力防災は軍事の世
界との親和性が高い。深層防護defense in depthはその典型。	
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３．原子力危機管理の考え方 

３－２．原子力防災対策の弱体さ	

  日本の原子力防災対策は、福島事故前まで次のような概況だった。	

  （１）一般的な防災対策：先進的水準にあった。設備・機器の信頼性の
高さに助けられ、原子炉トラブル発生頻度は世界的にも少なかった。	

  （２）過酷事故回避対策：きわめて手薄だった。たとえば津波リスクに
対して、対策を怠っていた。また非常用ディーゼル発電機を地下室に
並べるなど、安全対策の多重性・多様性に重大な欠陥があった。安
全対策強化で地元に危険意識を与えることを、関係者は避けた。	

  （３）大規模被害緩和対策：きわめて手薄だった。原子力災害対策特
別措置法（原災法）・原子力災害対策指針は、中小規模の事故しか想
定していなかった。原災法はＪＣＯ事故を受けて１９９９年にようやく制
定されたが、スリーマイル島事故（１９７９年）を 大想定事故としてい
たため、福島事故に全く対応できなかった。また、日本の規制当局は
（シビア）アクシデント・マネジメント（ＡＭ）対策を１９９２年導入したが、
電力会社の自主保安に委ね、規制要件に組み込まなかった。	
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３．原子力危機管理の考え方 

３－３．ＡＭ対策マニュアル（手順書）検証の必要性	

  日本の規制当局は（シビア）アクシデント・マネジメント（ＡＭ）対策を１
９９２年導入したが、電力会社の自主保安に委ね、規制要件に組み込
まなかった（前述）。	

  とくに外的事象による過酷事故のＡＭに関しては、ＡＭの手順書（マニ
ュアル）さえ未整備だった。電力会社は外的事象に対する確率論的リ
スク評価ＰＲＡの技術的知見の不十分さを言い訳として、なかなか整
備しようとしなかった。（ＰＲＡは安全上の弱点を検出する上で有効な
手法だが、ＰＲＡなしでもＡＭを暫定的に整備すべきだった。）	

  内的事象による過酷事故のＡＭに関しては、全原子力発電所で、手
順書（マニュアル）が整備されていたが、役に立たなかった。したがっ
て、その内容の精査が必要。（政府事故調は十分調べていない。）	

  また、「徴候ベースの手順書」の妥当性も考える必要あり。斎藤誠『震
災復興の政治経済学』は、これを守ればよかったとしているが。（電源
喪失等の状況下での運用は必ずしも想定していないのでは？）	
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４．福島事故における原子力危機管理の失敗 

４－１．福島事故で明らかになったこと	

  福島原発事故において、日本の原子力防災システムは失敗した。原
子力防災システムはハードウェア（設備・機器の整備）とソフトウェア
（組織・体制とその運用）の２つの側面からなる。	

  ハードウェアは巨大地震・津波に耐えられるものではなく、赤子のよう
な無防備状態であった。それが主因となり、福島第一原発１・２・３号
機は長時間にわたる全電源喪失状態に陥った。	

  ソフトウェアに関しては、原子力防災を担う３つの組織系統がいずれ
も深刻な機能障害に陥った。	

  第１の組織系統は、首相官邸に設置される原子力災害対策本部を頂
点とする政府中枢司令部。	

  第２の組織系統は、原子力発電所など核施設の敷地内での対処の
ためのもので、原子力発電会社が中核となる（オンサイト司令部）。	

  第３の組織系統は、オフサイトセンターであり、ここに核施設の敷地外
での災害対処の拠点が置かれる（オフサイト司令部）。　	
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４．福島事故における原子力危機管理の失敗 

４－２．危機管理の３つの組織系統（１）	

  第１の組織系統（政府中枢系統）：首相官邸に設置される原子力災害
対策本部（政府対策本部）が災害対処の総司令部となり、首相が本
部長となる。この政府対策本部の事務局をつとめるのが原子力規制
委員会（以前は原子力安全・保安院）であり、緊急時にはＥＲＣ（緊急
時対応センター）を設置する。また関係各府省の幹部が政府対策本
部に常駐し、各府省への指示が円滑に伝わるようにする。それが事
故対策本部緊急参集チームである（寄せ集め集団）。政府対策本部
は、第２・第３の組織系統を統括する。	

  第２の組織系統（オンサイト対処系統）：核施設の敷地内（オンサイト）
での対処のためのもの。原子力発電会社（福島原発事故では東京電
力本店）が司令部となる。その配下に福島第一原発の対策本部（以
下、発電所対策本部と略記）が置かれる。発電所対策本部は通常は
事務本館に置かれるが、地震で大破したため福島第一原発では付近
の免震重要棟に設置された。 前線での対処活動は原子炉建屋の
内部や周辺で行われ、その基地として中央制御室が活用された。	
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４．福島事故における原子力危機管理の失敗 

４－３．危機管理の３つの組織系統（２）	

  第３の組織系統（オフサイト対処系統）：やはり政府対策本部の配下
に作られ、核施設の敷地外（オフサイト）での災害対処の拠点が置か
れる。物理的には緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）
が設置される。	

  そこには政府の原子力災害現地対策本部（経済産業副大臣が本部
長をつとめる。しかし福島事故時には不在が多かった。また担当者が
入れ替った。）、都道府県の現地対策本部、市町村の災害対策本部
からなり、技術的助言者を置いている。原子力防災専門官（経済産業
省、文部科学省）が常駐している。	

  合同対策協議会は、警察・消防・自衛隊をはじめ種々の防災関係機
関に指示や情報提供を行うとされている。ただし防災関係者による寄
り合い所帯的な連絡調整の仕組みとなっている。（指揮命令系統はあ
くまで縦割りで、組織ごとに分かれている。）	



20 20 

４．福島事故における原子力危機管理の失敗 

４－４．政府中枢系統の失敗	

  政府対策本部をサポートする事務局として、原子力安全・保安院がほ
とんど機能しなかった。保安院は災害対処作戦を企画立案すべき使
命を負っているが果せず。原子力安全委員会の組織としての意思決
定サポートもなかった（班目春樹委員長の個人的アドバイスのみ）。	

  首相官邸に詰めた東京電力の武黒一郎フェロー（元副社長）も、官邸
と東京電力本店との電話での情報交換のメッセンジャーとなったのみ。
肝心の東京電力本店も現場状況を的確に把握していなかった。	

  中央省庁間では、縦割り行政が維持され、厄介な任務の譲り合いも
起きた（ＳＰＥＥＤＩの所管に関して、文部科学省の鈴木寛副大臣は原
子力委員会の久住静代委員に運用責任を押しつけた）。	

  法令に定められた政府中枢系統は、枢要なサポート組織が総崩れ。
政府首脳は法令上イレギュラーな行動に踏み切った。多くは空振り。
だが事故対策統合本部の設置は有効。これにより政府・東京電力本
店・免震重要棟の三者間のコミュニケーションは劇的に改善された。	
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４．福島事故における原子力危機管理の失敗 

４－５．オンサイト対処系統の失敗	

  発電所対策本部（免震重要棟）は、原子炉そのものの状態をはじめ、
福島第一原発の敷地内で進行中の事態を十分把握できなくなった。
その原因をいくつか挙げる。（１）免震重要棟が騒乱状態となり重要情
報を整理できなくなった。（２）中央制御室の計器類（温度計、圧力計、
水位計など）が読めなくなり、読める場合でも数字が信用できなくなっ
た。（３）作業員が直接、原子炉の状況を確認することも困難となった
（ガレキの山、地震・津波の再来リスク、放射線レベルの増大等）。	

  そうした事態のなかで、免震重要棟を司令部とした事故対処活動は、
危機に陥った原子炉に対して、情報・マンパワー・資機材の不足・欠
乏の中で、対症療法的に進めるしかなくなった。	

  福島第一原発の免震重要棟（２０１０年５月完成）と東京電力本店との
間には、テレビ会議システムが設置されていた。しかし東京電力本店
は、事故対処に関して有益なアドバイスができなかった。むしろ対策
をディスターブした。	
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４．福島事故における原子力危機管理の失敗 

４－６．オフサイト対処系統の失敗（１）	

  福島原発事故では、大熊町にあるオフサイトセンターが全く機能しな
かった。センターは地震・津波による損壊を免れたものの、通信回線
がほとんど失われた。要員を派遣できた自治体は地元の大熊町のみ
だった。福島第一原発からわずか５キロの近接地にあり、放射能対策
もない通常の建物だったため（福島県庁へ）撤退を余儀なくされた。	

  オフサイトセンターが機能を喪失したために、政府、福島県、福島県
内市町村、防災機関の間の連絡・調整は、機関相互で行われた。	

  福島県では住民避難に際して病院・養護施設の患者・要介護者合わ
せて６０名が死亡したが、中でも大熊町の双葉病院および同病院系
列の介護老人保険施設ドーヴィル双葉だけで５０名が犠牲となった。
その原因は、福島県、大熊町、自衛隊などの「防災組織」において、
双葉病院およびドーヴィル双葉に取り残された患者・要介護者に対す
る実態把握が遅れ、防災組織間および防災組織内の連絡も円滑でな
かったこと。（政府事故調 終報告、３７１～２，３８０～１ページ）。	
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４．福島事故における原子力危機管理の失敗 

４－７．オフサイト対処系統の失敗（２）	

  周辺住民に対する情報提供は、的確に行われず、周辺住民は深刻な
情報欠乏状態に置かれた。それは地震・津波による通信網・放送網
の麻痺のためだけでなく、政府の厳しい情報管理のためでもあった。	

  とくに放射線・放射能に関する情報は遅かった。周辺住民は居住地
や避難先の汚染状況について、被曝したあとで知ることとなった。モ
ニタリング・データやＳＰＥＥＤＩを活用して作成した汚染地図の公開も
大幅に遅れた。そのため無用の被曝が住民にもたらされた。	

  周辺自治体が全般的に、周辺住民の被害緩和のための効果的な対
策をとらなかった。（政府の過小評価に加担）。	

  周辺住民だけでなく国民（なかでも影響を受ける東日本住民）に対し
ても、放射線・放射能に関する情報提供が遅れた。たとえば３月１２日
１５時３６分、福島第一原発１号機の原子炉建屋の上部が水素爆発と
みられる爆発で吹き飛んだが、それによる放射能の放出量の見積り
は５時間近くも公開されないままだった。	
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５．原子力危機管理体制は再構築されたか 

５－１．危機管理体制は不十分（総論）	

  福島原発事故では、３つの組織系統レベル（政府中枢、オンサイト、
オフサイト）がいずれも、期待された機能を果さなかった。その反省を
ふまえて３つの組織系統レベルで、さまざまの改善策が導入されたが、
本質的な改善になっていない。（以下に例示。）	

  （１）政府中枢レベル：危機管理体制の部分的な手直しにとどまる。指
揮命令系統に、組織体制として特段の改善があるとはいえない。何よ
りも、縦割り行政的な仕組みが変わっていない。	

  （２）オンサイトレベル：過酷事故対策の設備・機器が増強されたこと
は評価できる。しかしそれで十分とは言えない。とくに破壊工作とに対
しては全く無力。放射能の大量放出を防ぐ 後の壁が破れるか、そ
の瀬戸際に至った場合の、所内の危機管理体制についても無配慮。	

  （３）オフサイトレベル：国家レベルでの防災・避難計画がなく、オフサ
イトセンターの組織にも改善がみられない。輸送手段の崩壊など 悪
の事態が重なった場合の防災計画がない。	
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５．原子力危機管理体制は再構築されたか 

５－２．政府レベルの危機管理の課題（１）	

  （１）アメリカで２００３年に作られた国土安全保障省ＤＨＳ
（Department of Homeland Security ）の傘下にある緊急事態
管理庁ＦＥＭＡ（Federal Emergency Management Agency，１
９７９年発足 ）のように、大規模災害に対し政府が一元的に対処する
組織を作る必要がある。福島事故に際して、重要任務について省庁
間の「譲り合い」があり、それが事故対処を阻害した。各省庁の上位
にたつ行政組織による「総合調整」の仕組みが必要。	

  （２）福島事故において有効性を発揮した、福島原子力発電所事故対
策統合本部（東京電力本店地下に設置）のような仕組みが、法制化さ
れていない。防災責任者が一同に会して協議する仕組みが必要。	

  （３）緊急事態において、海外の原子力規制組織にも開かれた事故対
処の仕組みを構築し、海外専門家からのアドバイスを、必要ならば同
時通訳も使って、提供してもらうようにする。（フランス原子力安全庁
のラコステ氏は、Ｓ／Ｒ弁開放と減圧注水を直ちに行えば問題なかっ
たとコメントした。注水の不確実さを考慮しても一定の理はある。）	



26 26 

５．原子力危機管理体制は再構築されたか 

５－３．政府レベルの危機管理の課題（２）	

  （４）原子力規制委員会の非常時における危機管理能力の抜本的強
化が必要。今の原子力規制委員会は、設備・機器等の基準適合を審
査する「電気保安協会」的な性格にとどまり、危機管理部門がきわめ
て弱体。原子力規制庁には、原子力災害対策・核物質防護課がひと
つあるのみ。もしものときに危機管理を技術的に指導できる組織と人
材が不足しているのではないか。そのため福島事故のときと同様の、
機能マヒ状態に陥る可能性がある。	

  （５）武力攻撃・破壊工作（核テロリズムという表現が使われることもあ
るが、独善的な用語なので、なるべく避けたい）に対して、実効性ある
対策を講ずるべきである。現在の法令において想定されているのは、
民間航空機をハイジャックして突入させるという作戦への対策に限ら
れる。原子炉施設の警備は、他国と比べて著しく弱体である。（とはい
え2014年の福井県知事の要請などは困ったもの。）	
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５．原子力危機管理体制は再構築されたか 

５－４．オンサイトレベルの課題	

  （６）免震重要棟が東日本大震災の８カ月前の２０１０年５月に完成し
ていなければ、オンサイトでの事故対処は実質的に不可能であり、そ
れが東京電力および日本国民にとって、 後の命綱となった。それが
整備されていない状況で、原発を運転することは適切でない。	

  （７）発電所内からの所員等の避難・防災計画を、電力会社は詳細に
策定する必要がある。原子力規制委員会もまたそれに関するルール
を制定し、電力会社の計画を厳格に審査する必要がある。放射能の
大量放出を防ぐ 後の壁が破れるか、その瀬戸際に至った場合の所
内の危機管理体制について決めなければ、関係者は福島事故にお
けるような「全員避難」か「一部残留」かの決断を迫られる。（避難の
権利は、電力会社の社員はもちろん、協力会社の従業員にもある。）	

  （８）政府の原子力防災専門の実行部隊を、いざという場合に備えて、
組織する必要がある。電力会社に任せるのが不適切な事態も生じう
ることを念頭に置くべきである。	
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５．原子力危機管理体制は再構築されたか 

５－５．オフサイトレベルの課題（１）	

  （９）全国レベルの防災・避難計画が、そもそも策定されていない。原
発過酷事故による放射能が都道府県境を軽々と超え、避難民や防災
要員・物資も都道府県境を大規模に横切ることは、福島原発事故で
私たちは経験済みである。（なお原子力規制委員会は、日本版ＦＥＭ
Ａの策定した計画の妥当性を審査しなければならない。）	

  （１０）発電所内からの避難・防災計画を、電力会社は詳細に策定す
る必要がある。また原子力規制委員会はきちんと審査する必要があ
る。その上で、オンサイトの避難・防災計画と、オフサイトの避難・防災
計画とを、全体として整合的なものとして、再構築する必要がある。	

  （１１）現在の法令では、オフサイトセンターは防災関係者の連絡調整
役でしかなく、前線司令部としての機能を果すことができない。経済産
業副大臣は現地司令官に相応しくない。また防災関係の各組織が
別々に行動したのでは、コミュニケーション障害が起きやすい。（日本
版ＦＥＭＡのサテライトとすれば、そのような問題は解消される。）	
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５．原子力危機管理体制は再構築されたか 

５－６．オフサイトレベルの課題（２）	

  （１２）多重・多様なモニタリングシステムを整備する必要がある。そこ
には当然、予測的手法も含まれる。モニタリング・システムは自然災
害時においても機能を維持できるよう、残存性（survivability）の強
化が必要。緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムＳＰＥＥ
ＤＩ（System for Prediction of Environmental Emergency 
Dose Information ）は復活すべき。福島事故前にＳＰＥＥＤＩと一体
的に運用すべきシステムとされていた、緊急時対策支援システムＥＲ
ＳＳ（Emergency Response Support System ）は、信頼性が低
いので必要に応じた併用にとどめる（事故解析コードの信頼性が低い
ことは福島事故により明らかになった）。ＳＰＥＥＤＩ以外では、地上モニ
タリングシステム、航空機モニタリングによる放射線実測システム、風
向きごとの広域ハザードマップ、なども導入・強化すべき。ポータブル
な線量計の普及支援措置を講ずることも有効。	
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５．原子力危機管理体制は再構築されたか 

５－７．オフサイトレベルの課題（３）	

  （１３）交通網が数日又はそれ以上麻痺した状態を想定した防災・避
難計画を立てる必要がある。そのことは熊本地震でも痛感される。（も
ちろん多くの住民を置き去りにする計画しか立てられない。）	

  （１４）避難弱者（病人、障害者、要介護者、原発事故負傷者等）につ
いては、防災当局が 優先のサポートを行う必要がある。中でも避難
先の確保が も重要。リアルタイムでの「空席確認システム」が整備
されれば、有効性を期待できる。	
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６．放射能の拡散予測とモニタリング 

６－１．放射能汚染情報の遅れ（１）	

  福島原発事故時、モニタリングシステムが崩壊した。福島第一原発敷
地内に設置されていた８台のモニタリングポストと、各号機に接続す
る１４台の排気塔モニターは全て使用不能。また福島県が県内に設
置した２４台のモニタリングポストのうち２３基が使用不能となった。	

  またＳＰＥＥＤＩと一体的に運用すべきシステムとして位置付けられてい
た緊急時対策支援システムＥＲＳＳ（Emergency Response 
Support System ）が、使えなくなった。	

  しかしＳＰＥＥＤＩは、活用可能だった。これについて政府事故調 終
報告（２０１２年７月）の末尾にある「総括と提言」には、「放出源情報
が得られない状況でも、ＳＰＥＥＤＩにより単位量放出を仮定した予測
結果を得ることは可能であり、現に得ていたのであるから、仮に単位
量放出予測の情報が提供されていれば、各自治体及び住民は、より
適切に避難のタイミングや避難の方向を選択できた可能性があった
と言えよう。」（３７６～８ページ）という指摘がある。（原子力規制委員
会の、ＳＰＥＥＤＩ退役の理由は屁理屈。不確実でもないよりまし。）	
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６－２．放射能汚染情報の遅れ（２）	

  だが政府は、そのような限定された形においてさえ、ＳＰＥＥＤＩ情報の
活用に失敗した。その原因として、以下の２点が考えられる。	

  第１に、ＳＰＥＥＤＩデータを防災に活用するための行政上のルールが
整備されていなかった。誰が責任者となって、どのような条件下で、ど
のように運用するかの具体的ルールが不在であった。そのもとで文部
科学省（鈴木寛副大臣）が３月１６日、防災へのデータ利用について
原子力安全委員会（久住静代委員）に委ねてしまった。原子力安全委
員会の行動は鈍く、「逆推定」の計算結果にもとづく汚染地図を出した
のは１週間後の３月２３日。（完全に手遅れ。）	

  第２に、災害情報を国民・住民に対して秘匿しようという強い動機づけ
が防災関係者の中で働いていた。今述べたような行政上のルール未
整備も手伝って、ＳＰＥＥＤＩデータは防災組織内部で垂れ流し状態の
まま放置された。ＳＰＥＥＤＩデータだけでなく、モニタリングカーによる
スポット的な実測データも、国民・住民に対して秘匿された。	
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６－３．多重・多様なモニタリングシステム（１）	

  もし原子力発電所を再稼働する場合には、新たな過酷事故が発生す
る可能性は否定できないので、福島原発事故の教訓を踏まえた改善
が必要である。その改善の急所となるのは以下の５点である。	

  第１に、放射線モニタリングシステムの事故・災害に対する抵抗力の
抜本的強化が必要。それが地震・津波および原子炉施設の全電源喪
失によりほぼ全面的に機能停止したことが、システムを「失明状態」に
陥れ、その運用に重大な障害をもたらしたからである。モニタリングポ
ストの増設は不可欠である。地震・津波等の自然災害によるモニタリ
ングポスト損傷を防ぐために、その立地条件や耐震基準を抜本的に
見直さねばならない（重要度分類指針におけるＳクラスは必須）。電源
喪失に備えた非常用予備電源の整備は必須である。そうしたモニタリ
ングシステムの脆弱性を克服することは、それ自体として原子力防災
にとって死活的に重要である。その徹底的な強化が結果として、ＳＰＥ
ＥＤＩ運用のインフラを守ることにつながる。	
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６－４．多重・多様なモニタリングシステム（２）	

  第２に、航空機モニタリングによる放射線実測システムの整備も必要
である。それは地表面の放射性物質の蓄積状況を確認するため、航
空機に高感度で大型の放射線検出器を搭載し、地上に蓄積した放射
性物質からのガンマ線を広範囲かつ迅速に測定する手法である。ア
メリカのエネルギー省（昔の原子力委員会の改組によって生れた組
織で、核エネルギー事業全般を所轄し、核兵器の開発・運用も行って
いる）がこのシステムを使っているのは、冷戦時代に核戦争を想定し、
冷戦終結後も武力攻撃・破壊工作を想定しているからである。原子力
発電所などの固定核施設では、放射能を放出する場所が決まってい
るので、それを取り囲むようにモニタリングシステムを構築すればよい
が、核爆弾はいつどこで爆発するか分からない。いかなる場所でも迅
速に放射能汚染状況を把握するためには航空機モニタリングしか方
法がない。日本では現在のところ、核爆弾がどこかで爆発する可能性
は低いが、せっかく開発されたシステムなのだから日本でもシステム
を構築し、緊急時に活用しない手はない。	
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６－５．多重・多様なモニタリングシステム（３）	

  第３に、ＳＰＥＥＤＩが確実に運用できるような危機管理システムを構築
する必要がある。福島事故前のＳＰＥＥＤＩは、前述のようにＥＲＳＳと
一体的に運用するものとされていたが、信頼性の低いＥＲＳＳからの
データを参考とするにとどめ、ＳＰＥＥＤＩを基本的にモニタリングシステ
ムと一体的に運用する仕組みへと改める必要がある。またモニタリン
グポスト群のデータから、放射能の放出量を正確に評価するための
工夫も必要である。	

  第４に、ＳＰＥＥＤＩを用いた放射能拡散予測情報を、できるだけ迅速に
国民・住民に周知させるための仕掛けが必要である。パソコンやスマ
ートフォンを用いての情報提供は必須である。そうした電子機器を使
わない人々への配慮も、できる範囲で 大限必要。もちろん単に予測
情報を公開するだけでなく、住民・国民の被害を 小化するための指
示・勧告を根拠データを添えて出すことが同時に必要であることは言
うまでもない。（たとえば台風情報にも根拠データが示される。）	
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６－６．多重・多様なモニタリングシステム（４）	

  第５に、簡単なハザードマップを住民・国民に提供し、風向・風速など
気象条件によってどのような避難が 適なのかを判断する材料として、
住民・国民に活用してもらうことなども効果的である。	

  以上、少なくとも４つの手段があり、その全てを併用することが必要で
ある。これらについては、パソコン・スマートフォンでの、リアルタイム
の情報提供を進めるべき。	

　　　（１）予測的手段としてのＳＰＥＥＤＩ活用。	

　　　（２）地上モニタリング（システムの残存性強化）。	

　　　（３）航空機モニタリング。	

　　　（４）簡単なハザードマップの事前配付と事故後の常時公開。	
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６－７．ＳＰＥＥＤＩ退役問題（１）	

  原子力規制委員会は２０１５年、放射能拡散予測システムを避難に活
用しない方針を決めた。その理由について原子力規制庁は２０１５年
３月４日、原子力災害対策指針の改正に関わるパブリックコメント募
集に際して、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓
を踏まえた防護措置とＳＰＥＥＤＩの運用について」というスライド資料
を公表した。そこには以下のような記述がある。	

  「従来の考え方では、ＳＰＥＥＤＩ等によって推定できるとした予測線量
をもとに、各防護措置について定められた個別の線量基準に照らして、
どのような防護措置を講ずべきかをその都度判断するとしていた。し
かしながら、こうした防護戦略は、実際には全く機能しなかった。」この
ような認識に立って原子力規制委員会は、ＳＰＥＥＤＩを原子力防災の
ツールから外した。２０１５年度予算は前年度の約１０億円から約２億
円に減額され、数年後にもゼロとなるのではないかと懸念される。	
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６－８．ＳＰＥＥＤＩ退役問題（２）	

  だが原子力規制委員会のこの判断は重大な誤りである。ＳＰＥＥＤＩが
「全く機能しなかった」のは事実だが、その主たる原因は、連動させて
活用すべきモニタリングシステムの崩壊である。（ＥＲＳＳは不要。）	

  もうひとつ奇妙な記述。「ＳＰＥＥＤＩ等の予測的手法によって、放射性
物質の放出のタイミングや放出量、その影響の範囲が正確に予測さ
れるとの前提に立って住民の避難を実施する等の考え方は危険であ
り、原子力規制委員会はそのような防護戦略はとらない。予測結果が
現実と異なる可能性が常にある中で、避難行動中に放射性物質が放
出した場合、かえって被ばく線量が増大する危険性がある。」	

  だが、不確実な状況の中では、確率論的にベストの選択肢を選ぶの
が賢明である。もちろんそれが的中しない可能性もあるが、予測的手
法を何も用いないよりも、はるかにまし。（天気予報のように。）　	

  このような屁理屈を弄してまでＳＰＥＥＤＩを退役させることが、原子力
防災への信頼を大きく損なっている。	
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７－１．核兵器攻撃被害想定専門部会（広島市）	

  この委員会は広島市の国民保護計画策定の一環として２００６年１０
月に設置された。国民保護計画というのは周知のように、２００４年６
月に有事関連法のひとつとして成立した「武力攻撃事態等における国
民の保護のための措置に関する法律」にもとづき、政府、都道府県、
および市町村が策定を義務づけられているものである。各自治体は
政府の提示した「国民の保護に関する基本指針」（２００５年３月）に準
拠して、国民保護計画を策定した。	

  この「基本指針」の随所に、核攻撃や武力攻撃原子力災害（原子力発
電所等への攻撃）への対処についての記述が含まれているが、「避
難住民を誘導する際には風下方向を避けるとともに、皮膚の露出を
極力抑えるための手袋、帽子、ゴーグル、雨ガッパ等を着用させるこ
と、マスクや折り畳んだハンカチ等を口及び鼻にあてさせることなどに
留意するものとする」など、体系的な核兵器・原子力防災計画として
はあまりに貧弱な記述に満ちている。	
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７－２．核兵器廃絶のための報告書	

  広島市（秋葉忠利市長）は、核兵器廃絶に向けたキャンペーンとして
活用する目的で専門部会を立ち上げた。その委員は、物理学者の
葉佐井博巳部会長（広島大学名誉教授）以下８名。合計１０回の公
開・非公開の会議を踏まえて２００７年１１月、報告書が提出され、広
島市のホームページに掲載された。その骨子を組み込んだ広島市
国民保護計画は２００８年２月に決定された。	

  核攻撃のケースとしては空中爆発（１メガトン、１６キロトン）と地表爆
発（１６キロトン、１キロトン）の４種類を想定した。専門部会報告書は、
いずれのケースでも耐えがたい損害が発生することをシミュレーショ
ンによって示した。これにもとづき報告書は、核兵器攻撃に対して効
果的な対処活動は不可能であり、大惨事を防ぐためには核兵器を
廃絶するしかないという結論を下した。	

  同時多発テロ事件（２００１年）以来、アメリカで出された報告書（ＲＡ
ＮＤ等）の大半は、小型原爆の大都市での地表爆発（ロングビーチ、
ワシントンなど）を想定している。	
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７－３．原発事故と核爆発災害との比較（１）	

  「第５章　核兵器攻撃災害への対処」（吉岡がドラフト担当）では、原子
力発電所など民事用核施設の事故と核兵器攻撃（核爆発災害）との
比較分析を行った。	

  ［核兵器攻撃の場合］	

  （１）事前に予期できない場所において、瞬間的に多数の死傷者が発
生する。しかも人口密集地が標的となる可能性が高い。	

  （２）住民の死傷の原因は放射線以外にも爆風・熱線があり、それら
が複合的に人体に作用する。	

  （３）多くの場合、大規模な火災（ときに火事嵐）を伴う。しかもライフラ
インの多くが一挙に壊滅する。それには電磁パルスによる通信系統・
電力系統等の麻痺も含まれる。	

  （４）複数の場所で同時に、又は時間差を置いて攻撃が行われ、被害
が発生することも十分にあり得る。つまり同時多発攻撃又は時間差多
発攻撃が起こり得る。	
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７－４．原発事故と核爆発災害との比較（２）	

  ［原発事故の場合］	

  （１）あらかじめ決まった場所で事故は起こり、しかもそれは人口密集
地から離れている（遠隔立地）。そのため急性の死傷者数は少ない。	

  （２）住民の死傷の原因は対処行動中の事故等を除けば放射線のみ
であり、爆風・熱線の影響はない。	

  （３）大規模の火災はともなわず、ライフライン障害もない。	

  （４）複数の場所で、同時発生する可能性は極めて低い。	

  これらの相違のために、民事用核施設の過酷事故は、単独で起きた
場合には、核兵器攻撃への対処と比較して、格段に容易である。	

  ただし民事用核施設の事故の場合でも、巨大地震等の災害と併発し
て起きる場合（いわゆる原発震災等）においては、通信・交通を含むラ
イフラインの多くが一挙に壊滅するなどの効果が加わるため、単独の
過酷事故よりも対処は、はるかに困難となる。	
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７－５．原発破壊作戦の標準的方法	

  核兵器を保有する国・団体がわざわざ核爆弾で原発を狙うことはない。
核爆弾があれば直接人口密集地域で爆発させればよく、わざわざ大
都市から離れた原発を狙うという迂回的作戦を用いる必要はない。	

  原発を攻撃のターゲットとするのは、核兵器を持たない国・団体であ
ろう。そこでは通常兵器が使われる。	

  弾道ミサイルは手段として適切でない。それは命中精度が悪い。	

  確実に破壊する手段としては、航空機による貫通力の強い精密誘導
兵器を用いた攻撃がありうる。しかし日本に関する限り、米軍・自衛隊
の防御網をかいくぐることは困難。	

  少人数の特殊部隊による破壊工作が も現実的。原子炉の心臓部
（圧力容器、格納容器、使用済核燃料プール等）と電気系統を破壊す
ればよい。地上部隊の装備として欠かせないのが「対戦車砲」（対戦
車ミサイルも可）である。戦車の装甲を撃ち抜く火器と、原子炉設計に
関する一定の知識・ノウハウがあれば、撃ち抜くのは簡単。	
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７－６．対戦車砲の活用	

  具体的な兵器として有望なのは、ロシア製の携帯型対戦車ロケット弾
発射器（ＲＰＧ ）。	

  第２次大戦中にドイツ軍で使用されたパンツァーファウスト２５０を、ソ
連が模倣し、改良を続けてきた。（無反動砲パンツァーシュレックとは
別系統の兵器で、取扱が簡単。後方への噴射も少ない。）	

  砲身直径１０５ミリ、発射器重量１０－２０キロ、有効射程２００－５００
メートルで、たいていの戦車に対応できる。ＲＰＧ－２９（やや大型）と、
ＲＰＧ－３２（やや小型）が知られる。	
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７－７．日本のテロリズム対策は貧困	

  日本のテロ対策は、武力攻撃・破壊工作についてはほぼ全てを自衛
隊（や米軍）に頼っている。原発敷地内では一定程度の警察力（機動
隊の装甲車つまり特型警備車が 大限）を、配備すればよいという前
提に立っている。（特殊部隊により容易に制圧されるだろう。）	

  想定されている具体的脅威は、故意による大型航空機の衝突のみ。	

  そのための主な対策は、特定重大事故等対処施設（特重）のみ。この
施設は、ポンプ、フィルター、発電機、燃料タンク、緊急時制御室等で
構成される大型施設であり、かつ耐震クラスＳ、原子炉建屋近傍の施
設には故意による航空機衝突への頑健性が要求されている。（しかし
具体的設計は非公開。審査は非公開。）	

  他に、電源車や大型放水砲などは、同じ機能を持った設備が同時に
使えなくなることがないように、設備同士の距離を十分に離して、複数
箇所に分散して保管するといった対策がとられている。	


