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はじめに
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 多くの国民が原子力発電の安全性にまだ大きな不安を抱いている。

 その原因は全体像が見えないためだ。国民は個々の事業だけでな

く、エネルギー政策全体を見ている。これまではそれを原子力委員

会が担ってきた。ところが、政府は原子力委員会をスリム化して平和

利用の番人に格下げにし、原子力政策大綱が消滅した。

 これからのエネルギー政策は経産省の「エネルギー基本計画」と「長

期需給見通し」を個別に見なければならないこととなる。

 高レベル放射性廃棄物に関しても、政府はひとつ上流側のガラス固

化体に関してはJNFLの民間事業に委ねている。学術会議はその全

体像すら知らずに提言している。



Ⅰ．福島第一原子力発電所は

なぜ事故を起こしたか？
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 原発は非常用冷却設備(ECCS)が何重にも用意されているから事故は

起こさない、と思われていたが、「津波対策」と言う、単純な落とし穴が

あることに誰も気付かなかった。

 非常用設備、常用設備は全て海水冷却ポンプによって、海水で冷却

する仕組みだった。この海水冷却設備が津波で水没して停止すると、

これで冷却していた非常用設備、常用設備は全て停止してしまう、まさ

に“雪庇”（クリフ・エッジ）が存在していた。

 だから、設計条件を超える、M9.0の地震には奇跡的に助かり、制御棒

が挿入され、「止める」は無事成功したが、約1時間後の津波によって

非常用電源をはじめ、照明設備や制御電源等全ての安全機能が失わ

れた。
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１．非常用炉心冷却装置（ECCS）は全く役に立たなかった



 照明や制御電源が失われる、という事態は想定されていなかった。

 実行しなかったのだから、全く自慢にならぬが、我が国では1992年5月

28日に約6年前の1986年4月26日に起きたチェルノブイリ発電所事故

を受けて作成した、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシ

デント対策としてのアクシデントマネージメントについて」を決定した。

 ①事故後の緩和対策を電力会社の自主対策としたこと、②フィルター

ベントを義務化しなかったこと、がこの決定の不備とされた。

 福島第二原発では濡れた海水冷却ポンプを製造メーカーから取り寄

せ、交換して冷却再開し、“冷却不能”状態から脱却した。

 福島第一原発で致命傷だったのは、①NISA常駐官が職場放棄したこ

と、②非常用配電盤が水没して復旧困難だったこと、であろう。
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２．津波の後、何が起きたか



 加圧水型炉(PWR)が事故を起こした沸騰水型炉(BWR)とは違う。

（実際には型式の違いは余り意味ない）

 再稼働を急ぐため、フィルターベントの義務化を回避。

（欧州では加圧水型炉でもフィルターベントを義務化）

 格納容器が大きいため、水素爆発に至るまでの時間が長い等の違い

はあるが、型式の違いは余り本質的な差はない。

 実際、沸騰水型炉(BWR)の申請（柏崎刈羽7号機）が迫っている。

（規制基準上ではBWRにはフィルターベントを義務付け）

 規制委の事故原因の調査結果報告書（2014/10/3)は中間報告で止

まっているが、近々、何らかの形で最終報告にされる予定。

 反対派に媚びて規制委が明確化していないだけ。原子力安全委員会

が原因説明している。ストレステストまで実施済み。 7

３．なぜ事故原因が明確化されないのか？



 組織の独立化：原子力発電所の安全規制を担う原子力安全・保安院が原子力推

進を担う、経済産業省資源エネルギー庁に同居していたことを反省し、全く独立の三

条委員会、原子力規制委員会を設立した。そして、その事務局として文科省の原子

力規制部門と経産省の原子力安全・保安院を統合して原子力規制庁を設置した。

 基準の法制化：原子力安全委員会の審査指針を実質的な基準として準用してき

たが、三条委員会化された原子力規制委員会が発足したため、独自の基準として法

制化している。

 津波と停電と冷却を強化：防潮堤の強化、全停電時間を長期化、最終ヒートシ

ンク喪失時の冷却継続時間を長期化した。また、事故とは直接関係ないが、地震対

策も強化した。

 事故発生時対策を明記：これまで電力会社の自主対策としていた事故時の影

響緩和策を明記し、事故は起きないとした安全神話から決別した。
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４．改善策
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Ⅱ．事故で放射能は出たのか？

福一事故とJCO事故との最も大きな違い
は、JCO事故が放射線放出だけの事故
だったのに対して、福一事故はヨウ素128
やセシウム137などの放射能が放出され
たこと。



福島第一原発事故

放射性物質放出事故

圧力容器内の未臨界の核物質が溶融

し、内部の放射性物質を含む蒸気の圧

力・温度を高めた。

次に、蒸気放出先の格納容器の圧力・

温度が高まり、フランジ等が破損して内

部の放射性物質がプルーム状（雲状）に

なって漏えいした。

ブルーム通過時に雨が降っていた周

辺地域の放射能が高まった。
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１．福島第一原発事故とJCO東海臨界事故の違い

JCO東海臨界事故

放射線放出事故

混合層に入れられたウラン溶液が臨界

となり、中性子線を含む高い放射線が放

出された。

関係者が混合層に近づき、内部のウラ

ン溶液を未臨界として臨界反応を停止さ

せ、放射線の放出を停止させた。

周辺地域には高い放射線が照射され

たが、放射能は漏れ出なかった。



福島第一原発事故

東電の賠償金額が膨大化。周辺地

域に大きな影響。
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２．福島第一原発事故とJCO東海臨界事故の違い

JCO東海臨界事故

周辺地域は汚染されなかったが、日本の原子

力施設の事故としては史上最大だった。

これを受けて原災法が作成され、全国の原子

力施設にオフサイトセンターが設置された。

しかし、全てJCO事故の再発が対象とされ、原

発事故は対象にされなかった。



 事故後、低レベル放射線の影響について様々な議論がされた。

 推進側が主として国際原子力機関（IAEA）や国連科学委員会

（United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation、以下「ＵＮＳＣＥＡＲ」）、国際放射線防護委員会

（ International Commission on Radiological Protection、以下「ＩＣＲ

Ｐ」）の資料をベースにしたが、反対派はそれらを否定し、欧州放射

線リスク委員会（ＥＣＲＲ）の主張をベースにした。

 様々な議論がされたが、結局、専門家は、国連の主流派である、

UNSCEARやICRPの主張を取り入れ、2011.12.22に内閣府で取り纏

めた「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告

書」が 政府の結論とされた。
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３．低レベル放射線被ばく

参考資料： 「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書」2011.12.22,内閣府



 放射能、放射線、放射性物質について

混同しやすい3つの言葉。情報を正しく理解するには、それぞれの意味を把握しておく必要があります。
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<参考１>放射能、放射線、放射性物質について

 たき火に例えると  放射線の種類と透過力

 放射線の単位
放射性物質の種類によって放出される放射線の種類やエ

ネルギーが異なるので、放射線が人体に与える影響
は、放射能の強さ「ベクレル」で比較するのではなく、
人体への影響の度合いを表す「シーベルト」で比較
する必要があります。

 半減期について
全ての物質は、原子核とそれを取り巻く電子によって構成されています。ウランなど

の放射性物質は、この原子核と電子のバランスが不安定で、安定した状態にな
るために放射線を出します。このような変化を「壊変（かいへん）」といい、放射
能はある一定の期間を過ぎると半減します。「半減期」とは、壊変によって始め
の原子核の数が半分になるまでの時間です。放射性物質の種類によって半減
期は異なり、長いもので100億年超、短いもので数秒のものもあります。



 放射線の人体への影響

 放射線が人体に与える影響は、いまだ謎に満ちています。現在、分かっていること

は、多量の放射線を受けたとき、なんらかの症状が出ることです。また、放射線を受

けた量が同じ場合、「一度に多量の放射線を受けた場合」と「少しの放射線を長期

的に受けた場合」を比較すると、前者の方が大きな影響を受けることが分かってい

ます。
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<参考２>低レベル放射線被ばくの何が問題とされたのか？

 放射線が健康に影響する仕組み



 ICRPであろうがECRRであろうが、問題になったのは年間100ミリ

シーベルト以下の被ばくの影響があるかどうかについてである。

 特に問題になったのは小学校の校庭の除染である。原子力安全委

員会は年間100ミリシーベルト以下の被ばくは問題ないとして、年間

約30ミリシーベルトとされた小学校の校庭の被ばく線量は問題ない、

としたが、これに対する様々な反論がされた。

 結局、小学校の校庭の線量測定をしたデータが公表され、実態の

被ばく線量はかなり低い（年間約10ミリシーベルト以下）とされた。

 当時は、被ばくの結果が判らずに議論がされたが、被ばくの影響が

なかったことから、騒ぎは沈静化した。
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<参考３>低レベル放射線被ばくの何が問題とされたのか？

注1：2011年4月29日、東京大学小佐古敏荘教授が衆議院第一議員会館にて参与辞意を表明する記者会見を開催（涙の記者会見）。
小佐古氏はこの記者会見で小学校の校庭の被ばく線量を批判したが、枝野官房長官は小佐古教授の放射線問題への主張は真逆だったと反論した。



 議論の焦点は低線量率領域に線形近似（LNT）が

適用できるか？である。

 ICRPは広島、長崎の被ばくデータを基に直線近

似よりも下側にずれる、と主張。

 ECRRは測定データには直線よりも上側にずれる

データもあると主張。
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<参考４>周辺住民の放射線被ばくの影響

 低線量被ばくのデータが少ないこと、他の影響因子との分離が難しいことなどから

影響の有無は本人が判断することとされている。

 この領域の確定的影響がないことは明確である。確率的影響は限りなく小さいこと

は確かだが、現状では全く無いかどうかについては明確なことは言えない。



Ⅲ．どこまで安全にすれば

十分安全だと言えるのか？

（How safe is safe enough.)
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この新規制基準は原子力施設の設置や運転等の可

否を判断するためのものです。

しかし、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。

１．原子力規制委員会の規制基準の説明



19原子力規制委員会HP「実用発電用原子炉に係る新規制基準について－概要－」より抜粋

(１)原子力規制委員会による新規制基準強化の説明
①共通要因による安全機能喪失防止の強化
②シビアアクシデント発生時対策の新設
③セキュリティ対策の新設



20原子力規制委員会HP「実用発電用原子炉に係る新規制基準について－概要－」より抜粋

(２)事故前の技術基準と比べ新規制基準を
大幅に強化したと説明している



２．電力会社はどう説明しているか？
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22

安全対策を強化したことを
具体的に説明。

原子力発電の安全性の向上に取
り組んでいく、としている。



23九州電力HP「原子力発電所の安全対策の概要」より抜粋

(１)炉心損傷防止対策大幅強化の説明



24九州電力HP「原子力発電所の安全対策の概要」より抜粋

(２)格納容器破損防止対策大幅強化の説明



３．国民はどう理解したか？
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国、電力会社の説明を聞けば

安全性が高まった(Safer）ことは

誰しも理解するだろう。
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(１)安全性が高まったことは理解した



なぜか？ これらの説明のどこにも

「安全性が十分」である(Safe Enough)

と書かれていないからだ。
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(２)しかし、納得できていない



事故前は原子力事故は絶対に起きない
という安全神話があり、「Safe Enough」
「安全性は十分」の議論は無かった。
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(３) 事故前は、この疑問は無かった

原因は簡単だ
政府が「Safer」の説明に終始し、

「Safe Enough」の説明を避けているため。



Ⅳ．どうすれば国民は納得するか？
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IAEAは安全規制の最上位に「安全目標」を

置くことを推奨している。
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１．安全規制体系に関するIAEA推奨案

政府の安全規制は「安全目標」をどのよう

にして実現するか、という考え方で展開さ

れるべきだとしている。



２．IAEAが推奨する安全規制ピラミッド
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中位目標中位目標
より高度の安全対策より高度の安全対策

（既知の安全対策とベストプラクティス）（既知の安全対策とベストプラクティス）

下位目標下位目標
通常の安全対策通常の安全対策

（全設備に関する通常設計での安全対策）（全設備に関する通常設計での安全対策）

上位目標上位目標
最適な安全防護最適な安全防護

（深層防護とリスク目標等）（深層防護とリスク目標等）

最上位目標最上位目標
安全目標と安全目標と

IAEAIAEA安全基準安全基準
社会的目標

地域的目標

施設内目標

技術に
中立

技術に
依存



<参考5> IAEAの英文の原文
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出典： Irina Kuzmina, PhD「Overview of IAEA‘s Projects on Safety Goals and Integrated Risk Informed Decision Making」,Review of Innovative 
Reactor Concepts for Prevention of Severe Accidents and Mitigation of their Consequences (RISC),,31 March – 2 April 2014, IAEA, Vienna, Austria



2003年に安全目標案が示されているが、

最終決定しないまま13年経っている。
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２．我が国の安全目標案

原子力規制委員会はその安全目標案を

若干変更して正式決定する意欲を示して

いるが、まだ決定していない。



＜参考6＞ 2003年の安全目標案

1. 定性的目標
原子力利用活動に伴って放射線の放射や放射性物質の放散により公衆の健

康被害が発生する可能性は、公衆の日常生活に伴う健康リスクを有意には増加
させない水準に抑制されるべきである。

2. 定量的目標
原子力施設の事故に起因する放射線被ばくによる、施設の敷地境界付近の

公衆の個人の平均急性死亡リスクは、 10－６／炉年程度を超えないように抑制さ
れるべきである。
また、原子力施設の事故に起因する放射線被ばくによって生じ得るがんによる、
施設境界付近の公衆の平均死亡リスクは、年あたり百万分の１程度を超えない
ように抑制されるべきである。

3. 性能目標
炉心損傷確率(CDF)：10－４／炉年程度
格納容器機能喪失頻度(CFF)：10－５／炉年程度
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３．原子力規制委員会の修正案

田中原子力規制委員長は3年前の国会＊１で下記の安全

目標を規制基準の基本にする旨説明している。

放射性物質放出量：セシウム137放出が100TBqを超える事故の頻

度(LERF):10－６／炉年以下

炉心損傷確率(CDF)：10－４／炉年程度

格納容器機能喪失頻度(CFF)：10－５／炉年程度

35
*1:2013年6月23日第183回国会 原子力問題調査特別委員会



＜参考７＞ 100テラベクレル(TBq）以下とは？

36

セシウム137放出が100TBq以下なら福島

第一事故の100分の１以下。

その場合、周辺地域のほとんどが避難基

準（20mSv/年）以下で避難が不要となる。



＜参考８＞ 海外ではどうしているか？
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a. ＩＡＥＡ
 深刻な放射線影響を伴うようなシビアアクシデントの可能性は極めて小さ

いことを確認すること。

 既設の原子力発電所の性能目標

 炉心損傷頻度（ＣＤＦ） 10－４／炉・年を上回らない

 格納容器機能喪失頻度（ＣＦＦ） 10－５／炉・年を上回らない

b. 米国
 原子炉事故の結果として生じ得る発電所近傍の平均的個人の急性死亡リス

クは、合衆国民が一般にさらされている他の事故の急性死亡リスクの合計
の0.1%を超えるべきではない。

 原子力発電所の運転の結果として生じ得る発電所近くの集団のガン死亡リ
スクは、その他全ての原因によるガン死亡リスクの合計の0.1%を超えるべ
きではない。

 下記の数値よりかなり大きい可能性が示された場合は、それを減少させる
方法を見つけることに重点を置く必要がある

 炉心損傷頻度（ＣＤＦ） 10－４／炉・年

 格納容器機能喪失頻度（ＣＦＦ） 10－５／炉・年



c. 英国
 事故による敷地外の公衆に対する個人リスク

 基本安全限度(BSL)：10-４/年、基本安全目標(BSO)：10-６/年

 社会的リスク(百人～数百人の死者を生じる事故の発生頻度)

 基本安全限度(BSL)：10-５/年、基本安全目標(BSO)：10-７/年

 個別施設の事故に対する頻度及び線量目標

 リスクの大きな事象ほど発生
頻度を低くする、階段状の
目標にしている。右図参照。

d. フィンランド
 セシウム137放出が100TBqを超

える事故の頻度(LERF):
５×10－７／炉年未満

 炉心損傷頻度（ＣＤＦ）平均値
10－５／炉・年未満

38



1. 田中俊一委員長は既述の国会答弁で、こ
の安全目標をベースにして新規制基準を
作る、と明言している。

2. 実際の適合性審査で「セシウム137放出が
100TBqを超える事故の頻度が10－６／炉年
以下であることを確認している。

39

（３）規制基準はこの目標案がベース

規制基準は既にこの安全目標をベースにし
て作られている。



＜参考9＞人類の拡散と移動経路

40出典：池谷仙之他“地球生物学”,東京大学出版,2014.2.19.

日本付近には5万年前,サピエンスが渡来



＜参考10＞人類の進歩

41

約500万年前 約200万年前 約5万年前 数千年前

アウストラピクテス属 ハビリス

類人猿 猿人

サピエンス

新人

エ
ル
ガ
ス
テ
ル

ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ス

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス

現生人類

現生人
類

約100万年前

100万年前はまだ今の人類は生まれていなかった。

出典：“人類の拡散と進化シリーズ”,http://www.biological‐j.net/blog/2010/08/



Ⅴ．原発の安全性と

環境適合性のトレードオフとは？

42



安全目標に「原子力利用活動に伴って放射線の放射や放

射性物質の放散により公衆の健康被害が発生する可能性

は、公衆の日常生活に伴う健康リスクを有意には増加させな

い水準に抑制されるべきである。」としている。

43

１．原発の安全性と環境適合性

これを「社会の合意」に引き上げるべき。



Ⅵ．ＴＶ解説者の心境について？

44



幸い、核燃料サイクルの安全性には責任があったが軽水炉

の安全性への責任意識は全くなかった。

45

１．軽水炉の安全性への責任感覚なし

 何を言っても後ろめたさが無い。

 しかし、東大・原子力法制研究会で軽水炉の安全規制の

問題点は勉強済み。その時は考えなかったが、結果的に

は軽水炉の安全問題の解説者として適任だった。



Ⅶ．海外比較

46



47

１．福島事故後の世界情勢

事故前からの原子力批判国は原子力撤退へ。原子力推進

国は原子力発電を継続している。

欧州では独、スイス、伊、ベルギーが推進→反対→撤退。

仏は減速したが、推進継続。米、英、露は明確な推進。

アジアでは台湾が撤退したが、中国は明確な推進。

注目すべきは原油が豊富な中近東で原子力推進国が増え

ている(UAE、トルコ、サウジアラビア等）こと。



 国内ではCO2削減派は太陽光や風力発電等、再生可能エネルギー

を増やすよう運動しているが、なぜ原発は増えるのか？

 独：欧州は電力ネットワークが完備しており、独はCO2排出優先の政

策をとっている。全体バランスの最適化の主張は少数派。

 途上国（中国、インド）：CO2削減政策は優先されている。再エネも増

加傾向にあるが、発電コストの低い原発建設へのニーズが高い。

 中近東では貴重な輸出材としての原油を温存して需要が増加してい

る電力を安く賄う原発へのニーズが高い。原発には淡水化熱源とし

ての期待も大きい。

48

２．なぜ世界各国はＣＯ2削減に向け原発を増やすのか？



おわりに

49

本日は、安全性について参加者とともに考えた。

安全対策が強化されたことは説明されているが、

「十分安全になったのか」が全く説明されていない。

さらに、安全規制の最重要指標である「安全目標」

が未決定で、国民に説明されていない。

また、事故の原因が地震ではなく、津波だったとい

うことを広く説明し、事故原因が未解明だとの風評

を払しょくすべきである。

原子力発電所は原子力安全を守ることは当然で、

それ以外の安全について国民とともにあるべきだ。



ＥＮＤ
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