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１．演者データ 
１－１．略歴	

  １９５３年８月１３日富山県生まれ（５９歳）。	

  １９７６年、東京大学理学部物理学科卒業。	

  １９８３年、東京大学大学院理学系研究科　科学史・科学基礎論専門
課程専門課程　博士課程単位取得退学。	

  １９８４年、和歌山大学経済学部講師。	

  １９８６年、同助教授。	

  １９８８年、九州大学教養部助教授。	

  １９９４年、九州大学大学院比較社会文化研究科教授。	

　　　（２０００年より研究院教授。）	

  ２０１０年、副学長（国際教養学、社会科学）を兼務。現在に至る。 



１．演者データ 
１－２．政府審議会での活動	

  原子力委員会（総理府、内閣府）	

　　高速増殖炉懇談会（１９９７年）、長期計画策定会議（１９９９～００年）、　	

　　新計画策定会議（２００４～０５年）、市民参加懇談会（２００１～０９年）	

  総合資源エネルギー調査会（経済産業省）	

　　基本計画部会（２００３年）、需給部会（２００４～０５年）　	

  内閣官房	

　　東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会	

　　（政府事故調）（２０１１～１２年）	

　　原子力委員会見直しのための有識者会議（２０１２年）	

　　国会・政府事故調提言フォローアップ有識者会議（２０１２年～）	
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１．演者データ 
１－３．読んでほしい本	

  『原発と日本の未来－原子力は温暖化対策の切り札か』，岩波ション
天（ブックレット），２０１１年。	

  新版　原子力の社会史－その日本的展開』，朝日新聞出版，２０１１
年。（旧版は，１９９９年。）	

  『脱原子力国家への道』，岩波書店，２０１２年。	
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２．福島原発事故のあらまし 

２－１．福島原発事故の発生	

  ２０１１年３月１１日、東京電力福島第一原子力発電所、福島第二原
子力発電所において、同時多発的な原子炉「過酷事故」が発生した。	

  福島第一原発１・２・３号機では、原子炉の炉心に装荷した核燃料の
メルトダウン、さらにメルトスルーが起き、原子炉の圧力容器・格納容
器・建屋が損傷した。４号機では、原子炉建屋が爆発し、核燃料貯蔵
プールが大破した。福島第二原発も危機一髪だった。	

  事故はまだ終息しておらず（つまり再燃や放射能の追加的放出の危
険性が消えておらず）、その目処も立っていない。	

  原因の詳細は不明だが、地震動および津波によって原子炉の電気系
統が失われ、非常用の電気系統も作動しなくなり、全電源喪失（ＳＢ
Ｏ）状態に陥ったために、原子炉の炉心冷却が不可能となり、そこに
おいてシビア・アクシデント・マネジメント対策（代替注水、ベントなど）
が、的確・迅速になされなかったことが、原因と考えられる。（なお核
分裂連鎖反応は、地震直後の制御棒挿入により全機で停止した。）	
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２．福島原発事故のあらまし 

２－２．１号機	

  非常用復水器（ＩＣ）が生きていたものの、津波の襲来により自動的に
４つのバルブが閉鎖した。そのことに誰も思い至らず、冷却水注入が
なされていると思い込んだため、炉心の空焚きが進行した。	

  ３月１１日当日中にメルトダウンが始まり、それにともなって発生した
水素ガスが、圧力容器から、逃がし安全弁（Ｓ／Ｒ弁）をへて、格納容
器にたまり、さらに上蓋などをへて、原子炉建屋上部にたまり、１２日
１５時３６分に水素爆発を起こした。	

  ただし直前のベント成功のおかげで、格納容器の大破壊は免れたと
考えられる。	

  ＩＣの状態に関係者の注意が向いていれば、あと１～２日程度は炉心
への注水を続け、メルトダウンを遅らせることができたであろう。その
間に適切な措置（Ｓ／Ｒ弁開放による原子炉減圧を前提とした、消防
車による注水の迅速な実施）が講じられていれば、メルトダウンに至
らずに済んだ可能性も皆無ではない。	
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２．福島原発事故のあらまし 

２－３．３号機	

  ３号機では、隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）が作動した。しかし津波から２０時
間後に自動停止した。それに代わり高圧注水系（ＨＰＣＩ）が起動した。	

  しかし１４時間後（１３日午前２時４２分）に中央制御室（運転員）がＨＰ
ＣＩ（長時間の作動は無理とみられていた）を手動停止した。	

  その代替となる冷却装置であるディーゼル・エンジン駆動消火用ポン
プ（Ｄ／ＤＦＰ）の起動に失敗し、消防車も準備していなかったため、注
水不能のまま空焚きが進行し、１３日朝にはメルトダウンに至った。そ
して１４日１１時０１分に水素爆発で原子炉建屋が吹き飛んだ。	

  代替冷却装置が機能するかどうかを確かめずにＨＰＣＩを切ったことが、
破局に至るペースを大幅に早めた。	

  直前のベント成功により、格納容器の大破壊は免れたと考えられる。	

  ３号機の水素爆発については、ベントラインの弁を介した原子炉建屋
への水素の逆流の可能性もあるが、格納容器上蓋からの漏洩の可
能性が高い。	
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２．福島原発事故のあらまし 

２－４．２号機（１）	

  　２号機では、隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）が３月１４日昼頃まで作動し続
けた。だが圧力抑制室（Ｓ／Ｃ）の水蒸気の温度・圧力が次第に高ま
り、それに伴い隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）の機能が低下していった。中央
制御室（運転員）はそれを常時監視していなかった。	

  十分な時間的猶予があったため、２号機ではベントラインや消防車に
よる注水ラインが準備された。だがより危機的状況にある他の号機で
の対応行動が優先されたため、スタンバイ状態に置かれた。	

  だが３号機爆発により注水ライン・ベントラインが損傷した。それらを
急いで修復し、ＳＲ弁を開放し、消防車による注水を開始したものの、
空焚きは進行し、メルトダウンが１４日夕刻までに生じた。そして圧力
容器・格納容器の損傷が進んだ。	

  この間、ベントがどうしても成功せず、格納容器の大破壊の危険性が
高まった。　この事態は、この事故の中で 大の危機であった。もしそ
れが起きれば周辺地域での収束作業は不可能となり、福島第二原発
の４基を含む１０基の原子炉の、冷却作業は放棄される。	
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２．福島原発事故のあらまし 

２－５．２号機（２）	

  そうなれば多くの原子炉の格納容器の大破壊が、連鎖的に起こる可
能性がある。そうでなくても放射性ガスが、際限なく放出される状態と
なり、首都圏を含む東日本一帯が無人地帯になる。	

  筆者自身も１４日昼過ぎから、その可能性についてメーリングリスト、
電話取材対応、テレビ出演などで言及するようになった。	

  　３月１４日深夜から未明にかけて関係者の危機感はピークに達した。
しかし格納容器の大破壊は起こらず、その代わりに１５日朝６時ごろ
に中規模の破壊が起こり、この事故 大量の放射能が放出された。	

  なお２号機では原子炉建屋のブローアウトパネルが１号機爆発によっ
て脱落し水素ガスがそこから外に放出され、爆発は起きなかった。	

  ２号機については、津波到来からメルトダウンまで３日間もの猶予が
あったのだから、その間に減圧、ベント、消防車からの注水を迅速に
進めていれば、メルトダウンを未然に防ぐ可能性はあった。	
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２．福島原発事故のあらまし 

２－６．４号機	

  炉心の核燃料が抜かれていたため、あまり注意が向けられていな
かったが、３月１６日６時１０分頃に突如原子炉建屋が爆発した。	

  それはメルトダウンした３号機から流入した水素ガスによる爆発と考
えられている。４号機のベントラインは３号機と共用であるが、ベントラ
インにつながっていた非常用ガス処理系（ＳＧＴＳ）の弁から、水素ガ
スが逆流して４号機原子炉建屋に流れ込んだと見られている。	

  これを「自爆ベント」と呼ぶ専門家もいる。ベントラインという安全装置
を設置したことがかえって、無用の爆発を招いたからである。	

  この爆発を契機に、今まで死角となっていた核燃料貯蔵プール（建屋
爆発により外気と直接つながっていた）の危険性が俄然注目されるよ
うになり、放水・注水作業が急遽進められることとなった。	

  また４号機プールは、巨大余震が起これば大きく損傷し、その損傷の
仕方によっては、３月１１日直後の厳しい状態が再現される可能性が
皆無とは言えない。	
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２．福島原発事故のあらまし 

２－７．過酷事故は起こりうる	

  過酷事故とは、施設に備わっている手段では、適切に炉心を冷却・制
御できない状態になり、炉心溶融や格納容器破損に至る可能性が高
まった状態、又はそれが現実化した状態を指す。	

  実際に全ての閉じ込め機能が喪失し、大量の放射能が放出される事
故を、「超」過酷事故と呼ぶこともできる。（たとえばスリーマイル島原
発事故は、超過酷事故ではなく、通常の過酷事故だった。）	

  世界の商業用原発の運転実績は１４３５３炉年（２０１０年度まで）。日
本のそれは１４９４炉年。	

  この間に、５基が過酷事故を起こした（うち３基は日本。）	

  確率で言うと、世界では約３０００炉年に１基、日本では約５００炉年に
１基、となる。（回数ではそれぞれ、約５０００炉年に１回、約１５００炉
年に１回、となる。）過酷事故は案外身近な事象である。	

  再発を前提とした対策（原発廃止という対策もありうる）が必要。	
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２．福島原発事故のあらまし 

２－８．崩壊した深層防護	

  深層防護というのは軍事用語であるが、原子力分野でも使われるよう
になった。その唯一の定義はないが、ＩＡＥＡは、事故の時間軸にそっ
た拡大ステージに応じて、第１層から第５層までの５つのレベルを設
定している。（物理的な防護を重ねる「五重の壁」とは異なる観点。）	

  （第１層）通常運転からの逸脱を防止し、システムの故障を防止する。	

  （第２層）運転時の異常事象が、事故に拡大することを防止するため
に、通常運転状態からの逸脱を検知し、押さえ込む。	

  （第３層）発電所を制御された状態に導き、次に安全停止状態に導く。
さらには放射性物質の閉じ込めの少なくとも１つの障壁を維持する。	

  （第４層）過酷事故を対象としたアクシデント・マネジメント（ＡＭ）の領
分。放射性物質の放出を可能な限り低く抑える。 も重要な目的は、
閉じ込め機能を維持すること。	

  （第５層）事故にともなう放射性物質の放出による放射線の影響を緩
和する。（超過酷事故を対象としている。）	
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２．福島原発事故のあらまし 
２－９．大量の放射能放出	

  この過酷事故により、大量の放射性物質（放射能）が外部に放出され
た。その大気中への放出量は、放射性ヨウ素１３１換算で、数十万テ
ラ（１０の１２乗）ベクレルと推定される。（他方で汚染水への放出量は
推定が難しい。）	

  これは国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）のレベル７にあたる。（レベ
ル７の目安は、数万テラベクレル以上の放出量となっている。）ちなみ
にソ連（ウクライナ）のチェルノブイリ３号機事故（１９８６年）では、３種
類の核種の合計で、５２０万テラベクレルが放出されたと推定される。	

  放射性物質（放射能）のほとんどは揮発性の高い核種であり、放出さ
れた量もチェルノブイリの数分の１にとどまった。しかしチェルノブイリ
事故を凌駕する巨大事故へと発展する可能性もあった。	

  つまり、１つの原子炉又は核燃料プールからの、放射能大量放出を
起点とする、多数の原子炉の連鎖的な冷却不能シナリオが、リアルな
可能性として、関係者の共通認識となっていた。	
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２．福島原発事故のあらまし 
２－１０．国際原子力事象評価尺度レベル７	

  国際原子力事象評価におけるレベル設定の考え方。	

  ①環境への影響＝所外への影響	

  ②放射線障壁および施設制御＝所内への影響	

  ③深層防護	

  レベル４以上が、事故扱い。（レベル３以下は事象。）	

  レベル５以上は、放射能の大気への放出量が基準。（レベル５：ヨウ
素１３１当量で、数百から数千テラベクレル。レベル６：数千から数万
テラベクレル。レベル７：数万テラベクレル以上。）	

  チェルノブイリ事故では、３種類の核種（ヨウ素、セシウム、ストロンチ
ウム））のみで５２０万テラベクレル。	

  福島事故は２種類の核種（ヨウ素、セシウム）のみで、大気中に６３～
７７万テラベクレル、汚染水中７０万テラベクレル。（初期の関係機関
の評価。ただし２～３倍の誤差はありうる。） 
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２．福島原発事故のあらまし 
２－１１．避けられた 悪シナリオ	

  福島原発事故が、この程度の事故（チェルノブイリ事故を下回る規模
の事故）になったのは奇跡のようであり、幸運だったという感想が、当
事者の間から聞こえる。（水蒸気爆発が起きなかったことの幸運，曜
日・時間の幸運，免震重要棟が建設されていたことの幸運，など。）	

  悪シナリオ（幸運にも回避された）は、以下のようなものである。	

  福島第一原発の１・２・３・４号機のいずれかが大破壊し、大量の放射
能が飛散した場合、他の原子炉の冷却作業は不可能となり、５基の
原子炉と、６基の核燃料プールから、大量の放射能が放出される。	

  それにより福島第二原発も、冷却作業が不可能となりうる。	

  その結果として、チェルノブイリ事故を大幅に上回る量の放射能が飛
散し、周辺地域を汚染する。首都圏も大きな影響を受ける。（ただし
チェルノブイリとは異なり、爆発的に上空に舞い上がらない。）	

  日本経済は崩壊する。	
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２．福島原発事故のあらまし 
２－１２．他の原発も危ない状況だった	

  福島第一５・６号機：唯一生き残った非常用ディーゼル発電機（６号機
に設置）が、命綱となった。	

  福島第二（東京電力）：坂を駆け上る津波による、建築物・機器の被
害は大きかった。外部電源系統が１系統のみ生存し、他の系統も早
めに復旧したのが幸いだった。これらとモーター、ポンプを、送電線
ケーブルで直接つなぐ作業を３日間行って、事なきを得た。配電盤は
使えないので、直接接続しかなかった。まさに英雄的な成果をあげた
と言ってよい。	

  東海第二（日本原子力発電）：全外部電源を喪失した。津波により危
機一髪だった。（コンクリート壁の嵩上げ工事がなければ、福島第一と
同様の状態に陥っていた）。	

  女川（東北電力）：津波の高さが、かろうじて敷地の標高（１４．８メート
ル）を下回った。敷地への津波の影響はほとんどなかった。外部電源
は１系統のみ生存した（５系統中）。余震の際も同様。	
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３．福島原発事故のインパクト 

３－１．福島原発事故の被害（１）	

  以下、９項目に分けて整理する。	

  （１）急性放射線障害による死傷者：傷者：作業員・住民の双方とも確
認されていないが、救援活動が行えなかったための犠牲者や、避難
のさいの犠牲者（高齢者、障害者など）は、合計して多数にのぼる。	

  （２）晩発性障害による死傷者：多発が懸念される。集団線量20シー
ベルト当り1 人のガン死（集団線量とはある集団のメンバー全員の被
曝線量の総和をあらわす）というのが、国際放射線防護委員会（ＩＣＲ
Ｐ）基準の考え方であり、 低限のベースラインと考えてよい。	

  （３）大量の避難民：いわゆる自主避難者を含め十数万人にのぼる。
長期にわたり居住できない可能性のある広大なエリアが発生した。避
難民のうち数万人以上は、一生故郷に戻れない可能性が高い。	

  （４）周辺住民の被曝：年間２０ミリシーベルトという、極端に甘い線引
きが実施されている。年齢による放射線への感受性を考慮しない形
で、校庭・園庭での活動規制基準が運用された。	
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３．福島原発事故のインパクト 

３－２．福島原発事故の被害（２）	

  （５）作業員の被曝：事故収束作業に従事する作業員の防護基準は特
別にゆるめられている。（当初から従事してきた者は年間250 ミリ
シーベルト、それ以後に参加した者も年間100ミリシーベルト）。また
被曝以外にも過酷な労働現場となっている。	

  （６） 都市住民の被曝リスク：首都圏（約3,500 万人を擁する）都市住
民も、３月において事故拡大リスクに直面した。 悪の場合には、首
都圏からの数千万人規模の避難が必要となった可能性がある。そう
した状況下での子供たちの緊急避難は、現実的な判断だった。	

  （７）周辺住民・都市住民にとっての飲食物（飲料水・海産物、農畜産
物）汚染：非常に大きな影響を受けている。「風評被害」もある。	

  （８）放射能（汚染水、汚染土壌など）の除染：非常に深刻な問題であ
り、解決のめどは立っていない。	

  （９）事故処理コストと損害賠償コストの国民負担：超長期にわたる国
民負担は避けられそうもない。	
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３．福島原発事故のインパクト 
３－３．事故収束から復旧までのシナリオ	

１．事故収束	

　　　全基（ユニット）の圧力容器・格納容器の、損傷部分を塞ぐことが不可
欠。その上で容器に水を満たし、低温状態を安定的に維持すべき。
（これが本来の冷温停止の考え方）。これによって、次のステップ（解
体・撤去）に進むことができる。	

２．原子炉施設の解体・撤去、周辺地域の除染	

（１）その費用は数十兆円以上となる可能性が高い。巨額の国民負担は避
けられない。その大半を現在の青少年が支払う（次世代、次々世代へ
のつけ回し）。しかも完遂できない（下記）。	

（２）原子炉は解体・撤去されずに、チェルノブイリと同様に、永久放置され
るおそれが濃厚。（圧力容器の１０倍以上の容積の格納容器が、３つ
もある。そこから全ての核燃料デブリを回収できるはずがない。）	

（３）汚染地域の除染も、一部にとどまるおそれが濃厚。（できるだけ早め
に線引きをした方がよい。無用の除染はよくない。） 
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３．福島原発事故のインパクト 

３－４．福島原発事故の国内インパクト（１）	

  日本国内での変化について５項目に分けて整理する。	

  （１）原発の超過酷事故が、どういうものであるかについての認識が、
国民・地域住民の間で共有された。	

  （２）原子力発電に関して、国民世論の地滑り的変化が起きた。脱原
発派（廃止派）が多数派となった。存続派（推進派というレッテルに抵
抗を示す人々は、以前から少なくなかったが、福島事故によりほとん
ど死語となったので、存続派という言葉を使う）は少数派となった。	

  （３）原発の新増設が実質的に凍結された（ただし電源開発大間原発
の建設工事のみ再開された）。それだけでなく既設炉の再稼働反対
（つまり即時廃止）を求める世論が強まった。その結果として、日本の
５０基の原発（実質的には、福島第一５・６号機と、福島第二１～４号
機を除外して４４基）のうち、２０１３年２月時点で稼働しているのは関
西電力大飯原発３・４号機の２基のみとなっている。	
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３．福島原発事故のインパクト 

３－５．福島原発事故の国内インパクト（２）	

  （４）そうした国民世論状況のもとで、政府のエネルギー・環境会議は
２０１２年９月、革新的エネルギー・環境戦略を決定した。そこでは「原
発に依存しない社会の一日も早い実現」という方針が掲げられ、運転
期間を 長４０年間に制限する制度を厳格に適用することや、原発の
新設・増設は行わないことが決められた。そして２０３０年代に原発稼
働ゼロを可能とするよう、あらゆる政策資源を投入することがうたわ
れた。（しかしその後、法制化の動きがないまま民主党政権が崩壊し
た。）	

  （５）安全規制政策の抜本的見直しが進められている。組織面では、
原子力安全・保安院と原子力安全委員会が解体され、原子力規制委
員会が発足した。技術面では、新たな安全基準の策定や、防災計画
の見直しが進められている。	
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３．福島原発事故のインパクト 
３－６．福島原発事故の国際インパクト（１）	

  （１）先進国にある軽水炉（世界標準炉）で、チェルノブイリ級（ＩＮＥＳレ
ベル７）「超過酷事故」（過酷事故のうち、格納容器・圧力容器が破壊
されることなどにより、大量の放射性物質が環境に放出される事故）
が、起こりうることが実証された。	

  （２）原子力安全確保の先進国であるとされてきた国である日本で、原
子炉の「超過酷事故」が起こりうることが、実証された。（日本以外の
先進諸国では起こり得ないという議論もあるが）。	

  （３）上記２点それにより、世界のどこでも原子炉の「超過酷事故」が、
起こりうることが実証された。	

  （４）「原子力ルネッサンス」（すでに虚像の性格が濃厚だった）を吹き
飛ばした。すでにいくつかの国で脱原発の動きが強まった。他の諸国
（先進諸国、新興諸国、開発途上諸国）でも大きなブレーキとなるだろ
う。原子力貿易にも深い影響が及ぶ（損害賠償をめぐる係争が強まる
等。）	
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３．福島原発事故のあらまし 
３－７．福島原発事故の国際インパクト（２）	

  中国への影響も大きい。中国政府は以下の措置を講じた。	

  （１）運転中・建設中の原発について安全検査を実施し、また計画中
の原発について審査と承認をストップさせた。（約１年の短期的な措
置。）	

  （２）内陸部のすべて（十数箇所）の原発の建設を２０１５年まで凍結し
た。	

  （３）今後建設される原発について、第３世代（アメリカの「第３世代
＋」）だけしか認めない方針を示した。（原発輸出にもこの方針を適用
か。）	

  中国政府は２０１５年までに設備容量４０００万キロワット、さらに２０２
０年には７０００～８０００万キロワットの目標を立てていた。だがこれ
は中央政府がコントロールできない「無政府状態」のもとで、各社の計
画を合計しただけの数字であり、またアメリカのＡＰ－１０００や欧州軽
水炉（ＥＰＲ）といったペーパー・リアクター（実績のない原子炉）に大き
く頼っている。	

  こうした状態に、日本の福島原発事故のインパクトが加わった。その
ため計画の大幅な下方修正は不可避である。	



24 24 

４．政府事故調による事故分析 

４－１．調査・検証活動の概要（１）	

  ２０１１年５月末に発足。福島原発事故の真相究明と、過酷事故の再
発防止が目的。	

  委員は下記１０名（総理大臣が任命。研究者のみ専門分野併記。）	

　　畑村洋太郎（東京大学名誉教授、工学院大学教授、機械工学）委員長	

　　尾池和夫（国際高等研究所所長、前京都大学総長、地震学）	

　　柿沼志津子（放射線医学総合研究所チームリーダー、放射線生物学）	

　　高須幸雄（前国際連合日本政府代表部特命全権大使）	

　　高野利雄（弁護士、元名古屋高等検察庁検事長）	

　　田中靖郎（明治大学教授、元札幌高等裁判所長官）	

　　林陽子（弁護士）	

　　古川道郎（福島県川俣町長）	

　　柳田邦男（作家、評論家）委員長代理	

　　吉岡斉（九州大学副学長、科学技術史）。	
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４．政府事故調による事故分析 

４－２．調査・検証活動の概要（２）	

  また技術顧問として、畑村委員長から以下の２名が指名された。	

　　安倍誠治（関西大学教授、経営学・社会安全学）	

　　淵上正郎（株式会社小松製作所顧問、機械工学）	

  一方、事務局（外部専門家含む）は、約４０名の体制となった。	

  事務局長は、小川新二内閣審議官（ 高検察庁検事から出向）。	

  事務局は総括班（１０名）と以下３つのチームからなる（次頁）。	

  原子力事業の利害関係者は、メンバー（委員会、事務局）から、原則
的に排除している。	

  会議、視察（東日本各地の原発、被災自治体など）、ヒアリング（＋資
料収集）の３つの作業を重ねた。	

  ２０１１年１２月２６日「中間報告」	

  ２０１２年７月２３日「 終報告」（中間報告の追加報告）。	
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４．政府事故調による事故分析 

４－３．調査・検証活動の概要（３）	

  （１）社会システム等検証チーム： 
　　＊チーム長：堀井秀之（東京大学教授，社会技術論） 
　　＊副チーム長（参事官）：小林一久	

  （２）事故原因等調査チーム（原子力工学の専門家を含む）：	

　　＊チーム長：越塚誠一（東京大学教授、原子炉過酷事故解析） 
　　＊副チーム長（参事官）：堀誠司	

  （３）被害拡大防止対策等検証チーム： 
　　＊チーム長：片田敏孝（群馬大学教授、災害情報・避難行動） 
　　＊副チーム長（参事官）：高嶋智光	
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４．政府事故調による事故原因究明 

４－４．無いこと尽くしの防災対策（総括）	

  報告（中間， 終）は、東京電力と政府の原子力防災活動が、事故発
生前も事故発生後も、多くの重大な問題点を含んでいたことを、明ら
かにした。その結論は「無いこと尽くしの原子炉防災対策」。	

  過酷事故自体が「想定外」だった。そのため、	

  （１）防災の観点から実施さるべき多くの対策が、実施されていなかっ
た。無防備の状態で巨大地震・津波に襲われた。	

  （２）また、地震・津波襲来後の防災・減災対策も、迅速・適切とは言え
ない面が多々あった。	

  報告（中間， 終）における原子力防災対策の欠陥に関する記述は、
大きく４項目にわたっている。	

　　　（１）指揮系統の麻痺（第１チーム）	

　　　（２）原発のオンサイト（敷地内）の事故対処の失敗（第１チーム）	

　　　（３）原発のオフサイト（敷地外）の事故対処の欠陥（第２チーム）	

　　　（４）過酷事故に対する事前対策の不備（第３チーム）	
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４．政府事故調による事故原因究明 

４－５．（１）指揮系統の麻痺	

  （１）原子力災害対策特別措置法（原災法）に規定された、政府主導
のクライシス・マネジメント体制が機能しなかった。（そもそも原災法は
１９９９年のＪＣＯ事故を念頭において作られたものだった。）	

  首相執務室（官邸５階）が、実質的な司令部となった。しかし情報が
入ってこないばかりか、専門家による意思決定サポートも機能障害を
起こした。（少なくとも統合本部が設置される１５日朝まで。）	

  首相執務室をサポートすべき、事故対策本部緊急参集チーム（官邸
地下１階）、経済産業省原子力安全・保安院に設置されたＥＲＣ（緊急
時対応センター）、東京電力本店、オフサイトセンター（現地対策本
部）が、いずれも機能障害に陥った。	

  福島第一原発サイト内の対策本部（免震重要棟）で事実上、ほとんど
の決定が行われたが、そこでの判断が必ずしも適切ではなかった。	

  首相の現地視察強行（３月１２日朝）および、全員撤退をめぐるコミュ
ニケーション障害（１５日未明）など、ちぐはぐな出来事もあった。	
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４．政府事故調による事故原因究明 

４－６．（２）オンサイトの事故対処の失敗	

  （１）１号機の非常用復水器（ＩＣ）の機能停止に、運転員をはじめとす
る関係者は気づかず、動いていると思い込んでいた。そのため注水
がなされぬまま、事故発生当日中にメルトダウンが始まった。（消防車
による代替注水の準備や、格納容器ベントの準備は遅れた。）	

  （２）動いていた３号機の高圧注水系（ＨＰＣＩ）を、手動で停止したが、
その代替注水手段として見込んでいたＤ／ＤＦＰ（ディーゼル駆動消
火ポンプ）が作動しなかった。それがメルトダウンを早めた。	

  （３）２号機については、圧力抑制室（Ｓ／Ｃ）の水蒸気の温度・圧力が
次第に高まり、それに伴い隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）の機能が低下して
いった。それが機能している間に、原子炉減圧操作（ベント）を実施し
て、消防車注水ラインを動かすべきだった。それができなかった。	

  （４）４号機については、排気塔へのベントラインにつながっている、非
常用ガス処理系（ＳＧＴＳ）の弁から、水素ガスが逆流して建屋にたま
り、爆発したとみられる。ベントラインの独立性が不可欠だった。	
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４．政府事故調による事故原因究明 

４－７．（３）オフサイトの事故対処の欠陥	

  （１）モニタリング・システムが、初期（事故直後の数日間）において、
深刻な機能障害を起こした。機能が回復してからも、そのデータが住
民避難に活用されなかった。	

  （２）ＳＰＥＥＤＩ（緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム）が
住民避難に活用されなかった。適切にデータが活用・公開されていれ
ば、無用の被曝が避けられる可能性があった。	

  （３）放射線の防護基準（作業員、周辺住民）が、ハイパー・インフレー
ションを起こした。とくに、校庭・園庭の防護基準を２０ｍＳｖ／年の基
準に基づき３．８µＳｖ／時に設定したことが、強い批判を浴びた。	

  （４）住民避難計画が、交通機関の輸送能力、避難民の受入能力、広
域的な社会・経済への影響、などを基準として、アバウトな形で策定さ
れた。また輸送手段や避難先の提供がほとんどできなかった。	

  （５）国民・国際社会への情報提供が著しく緩慢であり、不適切な対応
が目立った。	
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４．政府事故調による事故原因究明 

４－８．（４）事前対策の不備	

  （１）津波対策が不十分だった。建設当初の３．１メートルの設計波高
にもとづき標高１０メートルに建設された。その後、設計波高は５．７
メートルに改訂されたが、非常用海水系ポンプの嵩上げ工事が行わ
れただけだった。その後２度にわたり（２００２，２００６）、津波評価を
見直すチャンスがあったが、東京電力はそのチャンスを逃した。	

  （２）シビア・アクシデント・マネジメント（緊急時過酷事故対処）の手引
きが、内的事象（機械故障、人的過誤）に起因するもののみに限定さ
れ、外的事象（火災、地震等）を除外していた。その未整備の論拠
は、確率論的リスク評価の未実施であった。これは屁理屈だった。さ
らにアクシデント・マネジメントが、規制上の要求ではなく、電力会社
の自主保安の一環とされた。	

  （３）地震対策については、過酷事故との因果関係が現在不明である
ことから、ごく簡単な記述にとどめている。（将来的に実地調査が可能
になれば、重大性が確認されるかも知れない。）	
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４．政府事故調による事故原因究明 

４－９．政府事故調の提言	

  （１）根本的かつ実効性ある事故防止策（技術・工学面、および組織・
運営面）を構築すべきである。	

  （２）大規模な複合災害が発生を視野に入れるべきである。 
  （３）リスクの捉え方を大きく転換し、甚大な被害をもたらす事故・災害

には、発生確率にかかわらず十分な防災対策を立てるべきである。	

  （４）被害者の視点からの欠陥（リスク）分析が重要である。（システム
中枢領域の安全のみ考えたのでは、見落とされる欠陥が多くなる。）	

  （５）想定外のリスクについて、緊迫感と想像力をもつ必要がある。	

  （６）原子力災害発生時の危機管理態勢の再構築を図る必要がある。	

  （７）情報提供に関して政府機関と国民の信頼関係を構築する必要。	

  （８）あらゆる原子力関係者が安全文化の構築を図ることが必要。	

  （９）事故原因・被害の全容を解明する調査機関の設置が必要。とくに
将来の詳細な実地検証（地震動の影響の検証も含む）は必須。	
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４．政府事故調による事故原因究明 

４－１０．政府事故調報告の限界	

  （１）検察庁が刑事事件の裁判に提出する論告・求刑書類のような様
式・文体で書かれている。章節項の記号のふりかたに独特の癖があ
るので読みにくい。また目次が粗略である。索引がない。	

  （２）「画素数」が少ない（国家官僚については審議官以上、民間組織
については役員以上のみ記載）。そのため因果関係がたどりづらく、
重要な意思決定を行った責任者を明確にできない。	

  （３）主として政府と東京電力の動きに焦点を合わせ、それ以外のアク
ターに関する記述・分析が手薄となった。たとえば学協会・科学者、福
島県、電力業界、メーカーなどの行動に関する検証がほとんどない。	

  （４）福島原発事故の「直接的要因」のみを、調査・検証の対象として
おり、「基盤的要因」について、掘り下げた考察を加えていない。（その
ため、再発防止への有効性が損なわれている。）	

  （５）収集した資料（証言、文書）の保存・公開に深刻な課題を残してい
る。人類共有の財産なので、保存はもとより早期の公開が必要。	
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５．過酷事故の再発防止のための留意点 

５－１．４つの基盤的要因	

  政府事故調は、直接的要因のみを検討対象としており、基盤的要因
についての検討を避けている。しかし双方を検討しなければ、有効な
再発防止の方策を立てることはできない。	

  事故の基盤的要因は、以下の４項目に整理できる。	

  （１）原子力発電を選択したこと（数ある発電手段の中から）。	

  （２）一箇所（サイト）に多数の原子炉を設置したこと。	

  （３）地震・津波の危険地帯に原子炉を設置したこと。	

  （４）老朽化した旧式の原子炉だったこと。	
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５．過酷事故の再発防止のための留意点 

５－２．［１］原子力発電を選択したこと	

  核エネルギー（原子力）は、他のエネルギーと比べて異質である。そ
れは「消えない火」である。（「死の灰」ではなく「死の火」。「死のおり」
と呼ぶ者もいる。）そのため原子炉停止後も、取り扱いが厄介となる。	

  それが原子炉の本質的な安全上の弱点であり、平常時はそれを安全
装置によって何とか押さえ込んでいるが、ひとたび安全装置が機能し
なくなれば瞬く間に危機におちいる。	

  この異質性は、２６キロメートル北方の東北電力原町火力発電所（１０
０万キロワット施設２基を擁する石炭火力）との対比で鮮明となる。 	

  軽水炉という炉型を選択したことも問題となりうる。軽水炉は冷却材
喪失事故のリスクが高く、また出力密度が高い（炉心１リットルあたり
１００キロワットのオーダー）。そのためメルトダウンが進行しやすい。
（しかし他の炉型が、総合的にベターとは、必ずしも言えない。どれも
危険である。）	
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５．過酷事故の再発防止のための留意点 

５－３．［２］多くの原子炉の密集設置	

  福島原発事故では、福島第一原発にある６基の原子炉のうち４基が
大破した。多数の原子炉を同一サイト（地点）に設置することが、大き
なリスク要因となることが、この事故によって明らかとなった。	

  ある原子力発電所で１つの原子炉が大破壊すれば、同じ敷地にある
他の原子炉にも影響が及び、事故の規模が拡大する可能性がある。	

  また事故拡大防止・事故収束のための対処行動が困難となる可能性
がある。福島原発事故では入れ替わり立ち替わり、危機に陥る原子
炉があらわれ、対処行動は混乱に陥り、対策は後手に回った。	

  １９７０年代以降、新規立地地点の確保が困難となる中で、既設地点
での増設に次ぐ増設を続けてきたことが裏目に出た。なお一カ所に多
数の原子炉を建設することについては、安全上のリスクに加え、電力
安定供給上のリスクもある。	

  単一サイトへの集中立地だけでなく、サイト間の近接も好ましくない。
（福島第二が、巻き添えとなる可能性もあった。）	
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５．過酷事故の再発防止のための留意点 

５－４．［３］地震・津波の危険地帯への立地	

  危険施設である原子力発電所を、地震・津波大国である日本に建設
すること自体が、事前予防対策の観点から、大きな問題である。	

  それでも原発を建設するのであれば、地震・津波の危険性が比較的
小さい場所を、慎重に選ぶ必要がある。	

  しかし日本では世界的にみて も危険な場所に、中部電力浜岡原発
がある。福島第一原発の地震・津波リスクは、浜岡に比べれば相対
的に小さいが、決して安全な場所ではなく、巨大地震・巨大津波の危
険性が、地震学者たちにより以前から指摘されていた。	

  東京電力が原発用地として、なぜあえてこの場所を選んだのかは、
しっかり検証さなければならない。（敷地標高を３５ｍから１０ｍに下げ
たことも。）	

  またプレートテクトニクスが定説として確立したのは１９７０年代に入っ
てからだが、その後の研究の蓄積による新しい知見を踏まえて、事業
計画の中止や変更が議論されなかったどうかも、検証の対象となる。	
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５．過酷事故の再発防止のための留意点 

５－５．［４］老朽化した旧式の原子炉の増加	

  福島第一原発１号機が運転開始後４１年目を迎え、他の５基もすべて
１９７０年代に運転を開始している。このように全体として老朽化が進
んでいたことが、事故の要因となった可能性がある。（原子炉圧力容
器の寿命が上限となる。ＰＷＲの蒸気発生器やＢＷＲのシュラウドな
どの大型機器は３０年程度で寿命が来る。機器・配管も交換しなけれ
ば劣化が進む。）	

  商業化の初期に作られた旧式の原子炉であるため、安全対策が新型
炉と比べて劣っていたと考えられる。たとえば初期の原発で使われて
いたゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）社のＭａｒｋⅠ型格納容器（のちにＭ
ａｒｋⅡ型やⅢ型に置き換えられている）や、非常用復水器ＩＣ（のちに
隔離時冷却系ＲＣＩＣに置き換えられている）が使われていた。	

  アメリカエネルギー省ＤＯＥは原子炉の世代という概念を導入し、それ
を用いた分析を行っているが、世代が進むほど事故率が低くなる傾
向にある。（ただし概念的にやや無理がある。）	



39 39 

５．過酷事故の再発防止のための留意点 

５－６．３つの直接的要因（再確認）	

  福島原発事故の直接的要因については、すでに述べた通り、以下の
３点に整理することができる。	

  （５）非常時のハードウェアの貧弱さ。	

  （６）有効な危機管理体制の不在。	

  （７）有効な防災計画の不在。	

  これら３つの条件が、４つの基盤的条件とともに、クリアされてこそ、
再発防止へ向けての大きな前進ができる。このような考察の仕方を
すれば、よい提言ができたはずである。	
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５．過酷事故の再発防止のための留意点 

５－７．［５］非常用ハードウェアの貧弱さ	

  原子力安全・保安院は２０１２年２月、「今後の規制に反映すべきと考
えられる事項」として３０項目をリストアップした。それは以下の５種類
からなる。	

　　（１）外部電源対策（変電所設備・開閉所設備の耐震性向上など）。	

　　（２）所内電気設備対策（非常用交流電源の多重性と多様化など）。	

　　（３）冷却・注水設備対策（使用済燃料プールの信頼性向上など）。	

　　（４）格納容器破損・水素爆発対策（フィルター付ベントなど）。	

　　（５）管理・計装設備対策（事故時の指揮所の確保・整備など）。	

  これらの対策の多くがとられていなかったことが、福島原発事故を深
刻なものとした。	

  ただし、これらの条件は必要条件であり、十分条件ではない。	
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５．過酷事故の再発防止のための留意点 

５－８．［６］有効な危機管理体制の不在	

  原子力災害対策特別措置法（原災法）によれば、原子力緊急事態宣
言にもとづいて首相官邸に設置される原子力災害対策本部（首相を
本部長とする）が、総司令部となることとなっていた。	

  また政府対策本部のサテライトとして、原子力災害現地対策本部が、
緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）内に置かれ、そこ
が現地における事故対処作業の指揮をとることが想定されていた。	

  ところが実際の指揮系統は全く異なるものとなった。東京電力本店の
監督のもとに、東京電力福島第一発電所を司令部として、事故対処
作業が進められたのである。	

  国家的な危機管理体制の構築が必要不可欠である。そのためには
原災法の全面的な改正が不可欠である。そこでは全ての関係者（国
民・住民を含む）を包含する危機管理システムを、スタンバイ状態に
置いておくことを、義務づけることが必要である。（事業者任せには、
限界がある。）	
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５．過酷事故の再発防止のための留意点 

５－９．［７］有効な防災計画の不在	

   原子力防災計画は都道府県ごとに立てられるが、防災対策を重点
的に実施すべき地域（ＥＰＺ Emergency Planning Zone）の範囲
が、原子炉から約８～１０キロメートルと決められている。	

  ＥＰＺは半径５０キロメートル以上に設定するのが妥当であった（距離
については地理的条件によって柔軟に運用すべき。大都市の近くで
は大幅な拡大が妥当） 。	

  その中で、詳細な防災計画（ハザードマップ作成と、機動的なモニタリ
ング体制の整備を含む）を定めておくべきであった。そこでは、都道府
県や市町村の単位ではなく、避難民の輸送・受入体制も含めて広域
的（たとえば関東地方、関西地方などのブロック別）に防災計画を策
定し、住民に周知させる必要があった。	

  もちろん避難民の広域移動や、広域的なサポート体制の構築などを
考えれば、全国的な原子力防災計画の策定も必要であった。（自治
体任せには、限界がある。）	
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６．原子力規制委員会について 

６－１．原子力規制委員会の発足	

  ２０１２年６月２０日、原子力規制委員会設置法案が参議院で可決成
立し、６月２７日発効した。自民・公明・民主の三党共同で提出されて
からわずか５日後の成立だった。	

  ９月１９日に５名の委員（常勤）からなる原子力規制委員会が発足した。
その事務局として環境省原子力規制庁も設置された。	

  従来は経済産業省に置かれた原子力安全・保安院が実権を掌握し、
内閣府原子力安全委員会がその判断を追認する仕組みであった。	

  しかし経済産業省の中に、資源エネルギー庁と原子力安全・保安院
が同居していること（しかもしばしば密接な連携作戦をとってきたこと）
が、安全規制行政の独立性を侵しているとの批判が高まり、分離独
立が実現したのである。	

  それ自体は一歩前進である。しかし発足後半年を経過した現在にお
いて、その問題点を摘出し、改善の方向を示す必要がある。	
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６．原子力規制委員会について 

６－２．旧態依然の人事	

  今までの安全規制体制から訣別する新体制が、できていない。 も
基本的な問題は、旧態依然の人事である。 原子力規制委員、検討
チームや有識者会合など下部委員会のメンバー、事務局である原子
力規制庁のスタッフ、の三者いずれも改革されていない。	

  （１）原子力利用の推進に深い利害関係をもつ組織の出身者が、５名
中３名も含まれている。田中俊一委員長、更田豊志委員、中村佳代
子委員の３名である。 その一方で、５名の委員のうち誰一人として、
原子力発電の安全問題の基本に関して、政府や業界への批判的意
見を発表したことがない。（０名と１名は天地ほどの差がある。）	

  （２）下部委員会のメンバーも、原子力安全委員会および原子力安
全・保安院時代と比べて、大きな変化はない。（両者が一体化したの
で、メンバーも両者が混合している。）	

  （３）原子力規制庁スタッフの大半は旧い規制組織（原子力安全・保安
院を中心とする）から移ってきた人々である。しかも法律施行後５年ま
でリターンをみとめている（ノーリターンルールの形骸化）。	
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６．原子力規制委員会について 

６－３．規制委員のリーダーシップの欠如	

  とくに５名の原子力規制委員の存在感は希薄である。強いリーダー
シップを発揮して改革を進めるようなメンバーではない。（大物リー
ダーがいない。）	

  リーダーシップ発揮のための組織的条件も備わっていない。アメリカ
式の原子力規制委員会ＮＲＣに準ずる組織編成とすることが、委員の
リーダーシップ発揮のための、有力な方途である。各委員が相当数の
専門的スタッフ（常勤）を任命し、その専門的助言を踏まえて、各委員
が協議して基本政策を決定する、という仕組みを構築することができ
れば、リーダーシップ発揮が可能となるが、そうではない。	

  事務局（原子力規制庁）の敷いたレールにのっかって日常業務を進
める「人形」のような存在になっている。マスメディア関係者の中には、
５名の規制委員を源平合戦の主人公のひとりになぞらえる者もいる。
（事務局が規制委員たちを赤子のように取り囲み、マスコミから隔離し
ている。）	
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６．原子力規制委員会について 

６－４．改革ロードマップ（行程）の欠如	

  今日の行政機関は、どのような活動を展開していくかに関して、中長
期計画を立てることが通例となりつつある。（経済産業省はエネル
ギー基本計画、内閣府原子力委員会は原子力政策大綱を、数年毎
に改定してきた。内閣府原子力安全委員会は、今までそのような中長
期計画を策定したことはなかったが、主体的姿勢を発揮することが嫌
われたためだろう。）	

  だが原子力規制委員会は、これから取り組んでいく政策改革の全体
的ビジョンを、原子力規制基本計画又は原子力規制政策大綱などと
して、出発時において示すべきである。だがそれが示されておらず、
将来的にもできる気配がない。これでは原子力規制委員会は、目先
の業務に受動的に対応する組織となってしまう。（政策大綱の策定は、
今からでも遅くはない。基本計画は設置法に定められていないが、法
改正すれば策定可能となる。）	
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６．原子力規制委員会について 

６－５．小手先の改革にとどまるか	

  原子力規制委員会は、改革のグランドデザインを示さないまま、個別
の作業を進めている。そのうち主要なものは、３つである。	

  （１）活断層評価	

  （２）安全基準見直し（地震・津波、シビアアクシデント）	

  （３）防災対策	

  改革の姿勢が、メンバーの人選、および議論の内容に関して、みられ
るのは、活断層評価活動のみ。（有識者会議を設置している。）	

  安全基準見直しは、原子力施設の本質的な安全性は不問とし、福島
原発事故で欠陥が露呈した一部の安全基準のみを対象としている。
それをクリアする計画を立てただけで、原子炉再稼働を許可し、 終
的には３．１１前への「原状復帰」を実現する方向に進んでいる。	

  防災対策見直しについても、法律改正を含む抜本的な対策強化では
なく、規則・指針の部分的な改良を行う方向で進められている。（事業
者、自治体への委任体制も維持する。）	


