
「世界最高水準の原子力規制基準」というのは本当か？＊ 

岡本良治 （九工大名誉教授） 
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2015.12.12さよなら原発！佐賀連絡会主催学習会 

＊）下記論考に基づき，その後の関連情報と講演者の問題意識を補足した． 
   福岡核問題研究会声明2014.12.4 
   「原子力規制世界最高水準という虚言の批判 
     ―世界一楽観的な進展シナリオに沿った，世界一奇妙な評価―」 
http://jsafukuoka.web.fc2.com/Nukes/resources/sekai1kyogen_hihan.pdf 

Filename=世界最高水準の原子力規制基準というのは本当か20151212C .pptx 

過酷事故に備えていない日本の原子力規制 

http://jsafukuoka.web.fc2.com/Nukes/resources/sekai1kyogen_hihan.pdf
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出典：http://mayors.npfree.jp/wp-content/uploads/2015/03/20150314_kamioka.pdf 
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原子力規制委員会設置法 
（平成二十四年六月二十七日法律第四十七号） 
最終改正：平成二五年一一月二二日法律第八二号 
 
（目的） 
第一条  この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太

平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の
研究、開発及び利用（以下「原子力利用」という。）に関する政策に係る縦
割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及
び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、原子
力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の
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。 

コメント：下線は引用者による。(事故)防止はうたっているが、緩和または軽減 
 は明記されていない。確立された国際的な基準は何を指すか不明。 
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20150828伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会URL 
http://www.ensc.jp/pc/user/HOUDOU/h27/o270902/tenpu2.pdf 

2015.8.28  
伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会 
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IAEAの深層防護の考え方 日本の新規制基準 

第1層:異常運転及び故障の防止 〇 

第2層:異常運転の制御及び故障の検出 〇 

第3層:設計基準内の事故の制御 〇 

第4層:事故進展の防止及びシビアアク
シデントの影響緩和策 

事故進展の防止    △ 

シビアアクシデントの影
響緩和策 

× 

第５層:放射性物質の放出による放   
  射線影響の緩和 

 
× 

国際原子力機関（IAEA）の深層防護の考え方と日本の新規制基準の比較 
○要求あり、△要求はあるが極めて不十分、×要求なし。 

過酷事故に備えていない日本の原子力規制 

泉田裕彦「泉田新潟県知事インタビュー：過酷事故に備えられていない日
本」『科学』85巻5号(2015)，pp.477-488 

佐藤 暁「深層防護の考え方とフィルター・ベント」『科学』85巻5号(2015)497． 
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日本工学アカデミー_福島第一原発事故後の電気エネルギーの円滑な供給
に向けて，2011.9．18 http://www.eaj.or.jp/proposal/teigen20110918.pdf 

過酷事故発生を事前に止める算段（レベル１）については、米国では 
1979年のスリーマイル島(TMI)事故を契機に設計基準事象の実験と解析 
手順書が成文化． 
 異常時運転手順書（AOP：Abnormal Operation Procedure） 
 緊急時運転手順書（EOP：Emergency Operating Procedure） 
今回（福島第一原発事故）のような状況（後段＝レベル２）では 
 予め事故対応手順（Procedure）を決め置くことはできない。 
 
 比較的短い時間（時、分、秒）の視野の中で、その場その場での迫り来る危機
との戦いとなる。これはプロセスの「緩和／制災」段階である。 

米国：過酷事故時管理指針(SAMG)と包括的損傷管理指針EDMG（Extensive 
 Damage Management Guideline，NRC Section B5b）を用意  

防止と緩和(軽減）は質的に異なる！ 

「通常では、絶対やらないことも、やらなければならなくなる」 

そのような極限状況においては超法規的な判断と行動をとることがあり、責任 
の所在と分担をも予め決めておかなければならない。新たに制度設計が必要。  

参考 
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追加（福岡核問題研究会声明2014.12.4への） 
 
 １）田辺文也「改題『吉田調書』第6回」『世界』2015年10月号，ｐ．168 
 ２）田辺文也「改題『吉田調書』第７回」『世界』2015年12月号，ｐ．208 
            吉田前所長が手順書を無視して事故に対応したことが事態の深刻   
    化を招いた． 
 ３）佐藤 暁「深層防護の考え方とフィルター・ベント」『科学』85巻5号 
    (2015)，497 
   p.501:特に，フランスでは過酷事故が進展し，環境の変化によって 
   原発職員がどうしても撤退しなければならない事態に備えて， 
   総勢300人からなるFRAN(緊急対応部隊，Force d’Action Rapide    
         Nucleaire)が新たに設置される．運転員にたいするシミュレータ訓練 
   では，あえて未経験の過酷なシナリオがぶつけられ，融通性が 
   鍛えられる，という． 
 
 



4層の1設備としてのフィルター・ベント 
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佐藤 暁「深層防護の考え方とフィルター・ベント」『科学』85巻5号 
    (2015)，497 

新規制基準は，最悪の場合，フィルター・ベントで格納容器の圧力を下げて，
格納容器の破損を防ぐ一方で，一定量の放射性物質の放出を認めている．し
かし，これは間違っている． 格納容器は，放射性物質を閉じ込める「受動的
安全装置」である．事故を検出すると自動的に隔離弁を閉じて，放射性物質
を閉じ込める．ですから，もともとの設計では，圧力を逃がす安全弁もなかっ
た．しかし，その後，BWRでは事故時に圧力が設計値を超えると破壊される怖
れがあることを認め，ベント装置を加えました． 
 
しかし，このままベントが行われると，大量の放射性物質が環境中に放出され
るので，ベント装置にフィルタをつけることになりました．フィルタが期待どおり
に働けば，放射性セシウムを1000分の１くらいまでカットできるといわれていま
すが，さまざまな条件により，機能しない場合があります．放射性希ガス(クリ
プトンやキセノンなどの不活性ガス)の除去もできません．しかも，格納容器内

の圧力が過大になって格納容器の外部の配管・電線の貫通部が破壊される
と，放射性希ガスは一気に(環境中に）吹き出すので，フィルタはまったく役に
立ちません． 

奈良本 英佑「原子力規制委員会と新規制基
準の問題点」合同出版，2015年 
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米国では避難対策の実効性も規制事項である 
米国・原子力規制委員会（NRC）の緊急時計画の条項の内容とURL(2014.11.26現在) 
  NRC, Title 10 of the Code of Federal Regulations 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/ 
 

しかし，欧州では必ずしもそうではないようである． 
出典：佐藤暁[「深層防護の考え方とフィルター・ベントの設計」 
    科学Vol.85No.5(2015)497 

日本では，避難計画の策定が関連地方自治体に義務づけられた  
 
 内閣府ホームページhttp://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/keikaku/keikaku.html 
・地域防災計画・避難計画策定支援 
   原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第28条第１項の規定により読
み替えて適用する災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第40条及び第42条の規定

により、都道府県及び市町村には、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく地
域防災計画を作成することが求められています。 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/
http://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/keikaku/keikaku.html
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自治体への無責任な避難計画「丸投げ」 
 
１）実際の事故の場合，計画どおりの避難など極めて困難 
  例：幹線道路への自家用車などの集中による交通渋滞， 
    災害弱者の避難計画が遅れていること． 
    事故発生の日時は平日の昼間で快晴であるという想定は 
     希望的観測に過ぎない． 
 
２）speedyなど被ばく推定システムを使わないことによる，避難指 
  示以前の被ばくを受ける可能性． 
 
３）長期間にわたる避難は想定されていないのは非現実的． 

奈良本 英佑「原子力規制委員会と新規制基準の問題点」合同出版，2015年 

避難計画が，事後ではなく事前に要求されるようなリス
クの大きい技術システムは原発以外にあるか？ 
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過酷事故対策設備に適用されるべき、国際的な基本的設計  
（１）恒設があってこその仮設 
（２）アクティブ(動力依存, active)よりもパッシブ(無動力, passive)設計 
（３）手動(判断に基づく人的操作)よりも自動 
（４）リアクティブ（起きたら考える, reactive）よりもプロアクティブ(先  
  を見通す, proactive) 
（５）楽観的(精神論的)机上論ではなく実践主義(実証主義、現実主義) 
     
       
しかし、日本の原子力規制基準では非常に危うい。 
 １）まず仮設でもよい、 
 ２）アクティブ(動力依存)、 
 ３）手動(判断に基づく人的操作)、 
 ４）リアクティブ（起きたら考える）、 
 ５）楽観的（精神論的）机上論 

追加（福岡核問題研究会声明2014.12.4への） 
 １）筒井哲郎「水鉄砲で火の粉を落とす：形骸化する規制審査」『科学』 
   Vol.85,No,5(2015),506. 
 ２）田辺文也「改題『吉田調書』第6回」『世界』2015年10月号，ｐ．168 
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「複数の機器の同時故障」は当然起こりうるが，新原子力規制はこれを考慮
すべき対象にしてはいない．同様に，原発の集中立地についても不問． 

格納容器は，放射性物質を閉じ込める「受動的安全装置」である．事故を検
出すると自動的に隔離弁を閉じて，放射性物質を閉じ込める．ですから，も
ともとの設計では，圧力を逃がす安全弁もなかった．しかし，その後，BWRで
は事故時に圧力が設計値を超えると破壊される怖れがあることを認め，ベン
ト装置を加えました． 

奈良本 英佑「原子力規制委員会と新規制基
準の問題点」合同出版，2015年 
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消されてしまった原子炉立地審査指針 

p.67:欧米より甘くてゆるい，航空機事故，破壊工作への対策 
 新規制規準では，「設計規準を越える自然現象や意図的な航空機衝突」な
ど 
「外部人為事象」で炉心が損傷した場合に備えて，「特定安全設備」を 
設けることとしています．しかし，これは原子炉建屋から離れた場所に別の建
屋を新設し， 
第二制御室，非常用電源，格納容器スプレイポンプ，溶融炉心冷却ポンプな
どを備えるものです． 
しかし，「特定安全設備」も破壊工作などにはほとんど無力です． 
 
航空機衝突は，意図的な場合と事故による場合があります．航空機は原則
として禁止されていますが，米軍機は例外です． 

奈良本 英佑「原子力規制委員会と新規制基
準の問題点」合同出版，2015年 
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p.68:この（安倍）政権が決定した「集団的自衛権」の行使が実現した

りすれば，原発への攻撃の可能性は，より大きくなります．原発は，
外部からの攻撃に対しても脆弱な 
システムです． 
 
欧州加圧水型原子炉(EPTR)では，大型航空機衝突に耐えられるよう，

二重構造の格納容器を設置しています．欧米では，外部からの攻撃
に対処するため，原発サイトに特別に訓練された武装軽微部隊を配
備するなどの対策を取っていて，その実際は秘密のベールに覆われ
ています． 
 
日本が武力攻撃を受けて，過酷事故に陥った場合，電力会社の社員
や民間警備員に命をかけて原発を守らせるような命令は，現行法上
は下せないはずです．では，原発周辺に 
自衛隊を配備したり，特殊な治安部隊を新説したりするつもりでしょう
か．戦争と同様に，そのような事態を想定せざるをえない原発は「日
本中に埋め込まれた核地雷」のようなものといっていいかもしれませ
ん． 

奈良本 英佑「原子力規制委員会と新規制基
準の問題点」合同出版，2015年 
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原子力規制委員会の主張 事実、評価 
世界一の耐震性及び耐震設計。 
川内原発における重要免震棟の

設置に5年間の猶予。 

基準地振動の過小評価。 
川内原発・玄海原発の重要免震棟の設置に5年間

の猶予を与えたのは福島第一原発事故の教訓を
まったく踏まえていない。 

ベント・フィルターの設置
(BWRに対して)。しかし、

PWRには5年間猶予 

川内原発・玄海原発にフィルター付きベントはな
い。 

欧州では，福島第一原発事故以前から、BWRか
PWRかの炉型も、地震リスクも問わず，ほとん

どのプラントに設置。 
コアキャッチャーは既設炉に

はない 
チェルノブイリ原発4号機には設置された。 

火山噴火を3ヶ月前に予知して 
核燃料を移動。 

噴火予知はほぼ不可能。期間限定した恣意的な確
率評価で火山噴火リスクの無視。 

表 原子力規制委員会の主張と評価 
BWR=沸騰水型原子炉、PWR=加圧水型原子炉。 

追加（福岡核問題研究会声明2014.12.4への） 
佐藤 暁「深層防護の考え方とフィルター・ベント」『科学』85巻5号 
    (2015)，pp.497． 
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緊急時の被ばく線量及び防護装置の効果の試算につ
いて(案)20140528―その恣意性― 
https://www.nsr.go.jp/data/000047953.pdf 
「なお、本試算はこれ以上の規模の事故が起こらないことを意味している
ものではない。」 
  
深層防護思想は各レベルの措置が独立であることがポイントのひとつ 
  ↕ 
 日本：前レベルにおいて，小規模の事故想定に応じた対策 
  鹿児島県知事2015年8月11記者会見より： 
「（原子力）規制委員会があれほど厳しい規制基準を作られたと。それで、
「百万年原子炉が運転して、初めて１回事故が起こる確率」、そこまで精
度を高めたと思うのです。そしてもし事故があったとしても、福島の時に
放出した放射性物質、その百分の1のレベルになるように、１万テラベク
レルが100テラベクレルですね、そこまで制度設計をした、その基準で、
今の薩摩川内の原子炉において防御措置をいろいろ講じました」 

追加（福岡核問題研究会声明2014.12.4への） 
 佐藤 暁「深層防護の考え方とフィルター・ベント」『科学』85巻5号 
    (2015)，pp.497． 

https://www.nsr.go.jp/data/000047953.pdf
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欧州加圧水型原子炉
（EPR） 

日本の新規制基準   
1.安全上重要な設備
の多重性 

独立4系統  (独立2系統)   
2.コアキャッチャー 設置 ×   
3.格納容器熱除去設
備 

設置 ×   
4.頑強な原子炉格納
容器 

大型商用航空機の衝
突に耐え、設計圧力
を高めた二重構造の

格納容器の設置 

× 
  

1基当たり平均的な
費用 

約5,800億円以上 約870億円（九電） 

表：欧州加圧水型原子炉（EPR）と日本の新規制基準の比較 
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Charles Perrow，Normal Accidents: Living With High-Risk 
Technologies，Princeton University Press，1999 

ヨアヒム・ラートカウ「自然と権力―環境の世界史」みすず書房，2012年 
p.469: 
「最大の危険は，あらゆるリスク哲学がすでに想定した原因からもたらさ
れるのではなく，誰も考えもしなかったような月並みな事柄から生じるの
である．」 
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アルヴィン・ワインバーグは，1971年 
原子力エネルギーは「ファウスト的契約」，すなわち悪魔との契約であると
明言した． 
さらに，ワインバーグは，安全な原子力発電所は「核の司祭たち」によって
のみ保証されるであろうと語った．しかし，司祭たちもまた人間にすぎず，
時折，眠り込むことある．間断なくあらゆるところに目を光らせていることは，
どんな人間にもできない． 
 
まさしくきわめて希にしか起こらない大惨事に対してこそ，注意力が眠り込
むのである． 
 
したがって，責任を負うことができるのは「過失に寛容な」技術だけである．
すなわち，そうした技術では，過失が生じたとしても，少なくとも地域が数世
代にわたって汚染されたり，人間の遺伝形質が傷つけられたり，幼い子ど
もたちがとりわけ危険にされたりすることにはならないのである． 

原子力エネルギーは「ファウスト的契約」 

ヨアヒム・ラートカウ「自然と権力―環境の世界史」みすず書房，
2012年，ｐ．469． 
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N.N.タレブ 「ブラック・スワン（上，下）―不確実性とリスクの本質」 
   ダイヤモンド社， 2009年 

「低頻度高影響事象」またはブラック・スワン 

低頻度？ 
 ガウス分布（正規分布）であれば，正しい． 
  しかし，べき乗則に従えば，そうではない！ 

技術者は次の一言で尊敬を得る． 
「後悔するくらいなら大事をとれ」．技術者は，設計の弱点を探すように
訓練されているー大惨事の潜在的可能性について警告すべく． 
 
     F．ダイソン「科学の未来」みすず書房，1997年．p.33. 
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原子力技術(核技術）はイデオロギーに導かれた技術であり， 
通常の技術のように「失敗が許されない」ので， 
否定的な見解に対して次々に新たな理由が附加されてきた． 
 
    F．ダイソン「科学の未来」みすず書房，1997年．Pp.36-39. 

原子力技術の起源は軍備と権力政治にあり，この技術は今日
にいたるまで，この歴史的起源を断ち切れていないのである．
原子力技術は，いたるところで権力のオーラ，つまり秘密と機
密保持の霧に包まれている．すなわち，原子力技術は，世間に
対して自らを断絶したインサイダーによって独占されているので
ある．自由な公共的な議論のないところには，真の進歩も学習
過程も存在しない． 
 
ヨアヒム・ラートカウ「自然と権力―環境の世界史」みすず書房，2012年，p.470: 
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