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奈良・市民放射能測定所 3周年記念セレモニー ２０１６年３月２７日

市川章人さんによる記念講演
「新規制基準の欺瞞と問題点  ─国民の安全を犠牲に暴走する原発政策─」

日　時：2016 年３月 27 日
場　所：奈良・市民放射能測定所
講　師：市川章人さん

【講演活動を始めた経緯】

おはようございます。市川です。
高校教師をずっとやっておりまして、物理を教え

てますから当然授業の中で核分裂の話をし、教科書
にはほとんど載っていないんですが原発事故の話を
してきました。

実は 3.11 の事故のあとですね、たまたま私の教
えていた卒業生が統一地方選挙で立候補するという
ことで、原発事故のことを知りたい人がいるから個
人演説会で 30 分ほど話をしてくれ、ということに
なりました。

パワーポイントを使ったこともなかったんですけ
ども、とにかく大きな紙に 3 枚も 4 枚も図を描い
て用意して、個人演説会ですからお風呂屋さんの脱
衣所とか神社の社務所とか喫茶店とか、そういうと
ころでやるわけです。そこで壁に紙を貼って、そう
いう話をしました。残念ながら卒業生はそのときは
当選しませんでしたが、今回京都市議選に通りまし
た。議会の中でこれからエースになってくれるだろ
うと期待しているんですが、3.11 後のその個人演
説会で話したことがきっかけになりまして、そのあ
と口コミで講演の依頼が多く来るようになりました。

今は残念ながら少ないんですが、やっぱり測定所
が苦労しておられるのと同じように、関心の度合い
が下がってきています。最初の頃は 1 日に 3 カ所
行ったことがありました。平日は授業して、土日が
全部潰れます。定年後だから身が持たないというこ
とになって、本業の非常勤講師の時間を減らしまし
た。そんなことでやってきました。今も非常勤講師
をしています。4 月から週 2 時間だけという依頼が
ありまして、それでは申し訳ないんだけどと言われ
たんですが、こちらは「いやそのほうがいい」と答

えました。２日、1 時間ずつ行きまして、あとはこ
ちらの好きなようにできるからということでまた続
けることになりました。いつまで続けるんや、と元
同僚から言われましたが、「死ぬまでチョークを離
しませんでした」、これでいきたいなと思ってるん
ですが。

府立高校教組っていう組合の中でも最高齢の代議
員として定期大会でしょっ中発言させてもらってい
ます。『組合のレジェンド』というあだ名をもらい
たいなと思っています（笑）。

【地裁判断の分析を通じて】

原発事故で、本当にたくさんの人が被害に遭われ
ました。その不幸を我々の課題としながら、原発問
題でできることをぜひやっていきたいと思います。

パワーポイントで資料を作ってきましたが、全部
お話しする時間がないので、かいつまんでお話しさ
せていただきます。

原発問題で、特にどういうところに焦点をあてて
考えていかなければならないか、ということを更に
考えました。2014 年に福井地裁が大飯原発の運転
差し止め判決を出しましたね。これは大変大きな反
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響を呼びまして、非常に大事なことをいろいろ言っ
ているんですが、ひとつはやはり「人格権」は最高
の価値がある、ということを高らかにうたっている
という点です。これは多くの人の感動を呼んだと思
います。

もう一点は、「万が一の危険も許されない」、この
観点が示されたことです。これは、原発という技術
を扱う場合に、どのレベルの安全性が求められるか
ということで、実は他の技術と違って原発は万が一
の危険も犯してはいけない、そういう技術なんだと
いう結論を出しました。実はこれが、運転差し止め
の理由になるんですね。この点でですね、いろんな
攻撃もあったんですが。

原発問題について、「では具体的にどこを問題に
して解明するか」ということなんですが、これは何
人かの仲間と議論しましたが、ひとつの論点は「新
規制基準そのものへの批判が重要だろう」というこ
とです。もう一つは、「避難計画」の問題が重要だ
ろうという点です。

京都の自治労連の委員長で池田という人がいるん
ですが、彼と「じゃあ冊子を作ろうか」という話に
なりました。もう一つの論点「避難計画」について
の冊子は 2014 年に作り、完売しました。昨年、

「新規制基準」についてもっと突っ込んで解明しよ
う、ということで作ったのが『原発再稼働？　どう
する　放射性廃棄物─新規制基準の検証』です。

この 3 月 9 日に、大津地裁で高浜 3、4 号機運転
差し止めの仮処分決定が出ました。本当に、読んで
いて「我が意を得たり」とニンマリしたんですが。
これについてもいろんな意見が語られております
が、稼働中の原発を止めた、という画期的な快挙で
すが、実は 70km 圏、という避難計画で避難指示が
出される予定の 30km 圏を超えた、そういう住民
の訴えを認めたという点が、全国でいろんな訴えが
提起されていく流れをつくっただろうと思います。

3 番目は人格権との関わりで、今回の決定で非常
に画期的だと思ったのは、安全性の立証責任を電力
会社に求めた、という点です。これは大体、訴えた
側が立証しなければならないということで非常に困
難だったんですが、いろんなデータも全部電力会社
が持っているんじゃないか、そちらが明らかにすべ
きだということを示しました。これが非常に不十分
だったということが仮処分の一つの理由にはなって
いるんですが。

今回の仮処分で言っている非常に重要なことは、
「新規制基準に適合したということだけでは立証に
ならないよ」、ということを言い切ったんですね。
つまり、その新規制基準そのものが問題をはらんで
いる、ということでもあります。

具体的にいうと。「新規制基準で、どう変わった
のか？」「それに対してどうしたのか。結果、どう
いうふうになったのか」をきちっと言いなさいと。
そう裁判所に言われたんです。

関西電力はそれこそなめてたんですね。十分やら
なかったということです。ではその新規制基準に
沿ってきちんと述べたら大丈夫だという話が出る
のか。出ない、ということも、裁判所は次に言った
んですね。それが、「新規制基準が技術的な基準で
安全性を徹底していない」と言い切ったというこ
とです。これは後で具体的にお話ししたいと思い
ます。

もう一点は、「社会的な安全性についてまったく
考慮していないような基準はおかしいじゃないか」
と言った点ですね。つまり避難計画の問題。私たち
がずっと言ってきた問題を取り上げてくれたという
ことで、非常に意を強くしたんですね。

１．再稼働への暴走
「過酷事故前提で稼働」に転換
規制は二の次、欺瞞的な新規制基準
高まっている新たな原発事故の危険性

【①燃料が異質】
原発事故の危険性について、具体的にお話しさせ

ていただきたいと思います。
まずですね、技術の問題として「原発はどういう

技術なのか」ということを確認させていただきま
す。結論から言いますと、「原発は本質的に危険な
異質技術」だということなんですが、原発と火力発
電との違いは、燃料だけですね。要は、湯沸かし器
です。蒸気でもって発電機を回すだけのことです。
その燃料が違う、というこのことが実は本当にとん
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でもないことを引き起こすわけですが、それが放射
性物質です。燃料そのものを核分裂させるんです
が、同時に原子核が不安定だということに基づいて
放射線を出すという特徴があります。その放射線そ
のものが我々に被害を与える根元になるわけなんで
すけれども、しかも、運転している最中にものすご
い放射性物質を次々に作っていきます。

ウランそのものも放射能を持っているわけなんで
すが、1 年間運転しますと放射能がだいたい１億倍
くらいになるんですね。「死の灰」を作るんですね。
ものすごいことになる。

放射線を出すということはエネルギーを放出する
わけですが、分裂したあとに勝手に熱を出します。
この熱が運転中に一部発電のほうにも使われるんで
すが、止めた後も熱を出すということですから、こ
れを冷却しない限り事故になる。今回の事故がまさ
にそうだったんですね。

普通、動力装置を止めたらあとは放っておいたら
いいわけです。ところが、止めて放っておいたら大
事故になる動力装置というのは、原発だけなんです
ね。そういう意味で異質です。
【②核分裂による桁違いの発熱量】
もともと、核燃料で発熱する際の発熱量は、化学

反応による発熱のだいたい 100 万倍です。ものす
ごい熱ですから非常に危ないということで、すごく
冷やさなければならないという、ぎりぎりの、余裕
のない装置なんですね。

このことが実は効率を非常に悪くしているんです
が、発熱の３分の１しか電気にできない、というの
がそれですね。残り３分の２は環境を熱汚染してい
る。

実は原発が止まってから 1 年近くたったときに、
京都新聞に「若狭湾で生態系に異変が起きている」
という記事が載りました。それを見て私は笑ってし
まったんですが、原発の排水は元の水より 8℃前後

高い温度で若狭湾に戻されている。若狭湾の原発が
全部動いていたとすると、その量は例えば、京都を
流れる一級河川由良川 20 本分以上です。若狭湾で
は、すでに生態系が温排水によって変わってしまっ
ていたんですね。それが原発が止まってから冷えて
きた。そうして元に戻ったものを異変と報道してい
る。

原発は、環境を熱汚染するということでも問題が
あるんです。
【③燃料を入れる方法が異質】
原発に燃料を入れる方法ですが、それが極めて異

常です。入れっぱなしという。こんな装置はありま
せん。ガソリンのエンジンならば、タンクから必要
なだけ注いでは爆発させる。ところが原発は入れた
ままにする。これはもう、何かあればどうにもなら
ない。燃料を絶って安全性を保つ、ということがで
きないんです。そういう点では、今回の事故もそう
なんですけれども、何かあったらどうにもならない
という事故がまさに起きるんですね。致命的な欠陥
を持った装置だというふうに思います。

だから原発というのは、もともと、動かすこと自
体が万が一の危険を冒しているということになると
私は思っています。そもそも動かしてはいけないん
です。

【新規制基準の本質】
これに対して、原子力規制委員会がどのような態

度をとってきたかということなんですが。
（画像）これは、山形さんという規制庁のお役人

さんです。
高浜原発が基準に適合した、規制委員会がＯＫを

出した段階で説明会をだいたいどこでもするんで
す。ところが高浜町はそれをしませんでした。サボ
って何をしていたかというと、この規制庁にビデオ
を作らせてそれを流したのです。去年の 3 月くら
いでしたかね。それを僕も見たんですね。そしたら
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とても紳士的で穏やかな表現で、この方が「『原発
というのは、対処すれば事故は起きない』という従
来の考え方を転換しました」ということを何度も言
うわけです。居直りなんですね。今までは「日本で
は重大事故は絶対起こしません、だから原発を動か
すんです」と言ってきました。スリーマイル島の原
発事故が起きたときも、「いや、アメリカとは違い
ます」と。チェルノブイリが起きたときは「原発の
型が違います」「あんな馬鹿な運転員は日本にはお
りません」ということを散々言ってきたんですね。

ところが福島事故が起きました。そうすると「重
大事故は起きる。しかし動かします」と言い始めた
んです。まさに居直りです。そういう立場で新規制
基準は作られました。

しかも、既存の原発を動かすためにどうするか、
というのが前提ですから、規制は二の次です。「安
全を守るために」と言いながら進めようとする戦争
法と同じですね。規制をすると言いながら実は動か
す、というのが本質だと思います。

具体的に見ていけばわかるんですけども、規制を
していても、電力会社がその規制を受け入れられる
範囲にとどめている、ということです。口先だけで
誰も安全保証をしないんですね。今回再稼働するに
当たって「規制基準を満たしたから安全だとは申し
上げません」と何度も言っている。そのこと自体が
ふざけているんですけれども。安全に責任を負うの
は規制委員会ではなく電力会社、というわけでしょ
う。

ところが、安倍内閣は規制委員会がちゃんと安全
だと言った、とそっちへ振るわけですね。では電力
会社がどう言うかというと、「規制基準に適合した
から大丈夫だ」というわけなんです。こうやってみ
んなが、「自分には責任がありません」と言って、
原発を動かしている。これほどひどいことはありま
せん。

だいたい、あれだけの事故を起こして誰も逮捕さ
れないなんてことが今までありましたか。いろんな
工場の事故では。ありえないんです。これが、原発
では起きるわけですね。

原子力規制委員会のこういう姿勢が電力会社を増
長させるわけです。この間いろんなことを言ってい
ますね。

川内原発は、動かした途端に免震重要棟、事故の
際に対策する場所となるところですね、これの建設
を撤回しました。これがさんざん非難されて、やは
り作ることにした、とニュースになっていました

ね。こういうことを平気で言うわけですね。関電は
関電で、この間再稼働するに当たっていろいろ問題
を起こしました。一歩間違えば危なかったんです
が、痛快だったのは高浜原発で送電を始めた途端に
止まる、という、しかもテレビの前で原発が止まる
という大失態をやったんですね。これはおそらく、
大津原発停止の仮処分命令を出した裁判官は喝采し
たのではないでしょうか。あの決定を出す直前でし
たから、しめた！と思ったかもしれない。そんなこ
とは口には出されないでしょうが。あれは英断で
す。あれだけのことを判断するのに、相当な、夜も
眠れない思いをされていたのではないかと思うんで
すが。それがあの関電の大失態で、おそらく楽にな
られたのではと思うんですが、こういうことが起こ
りました。良くないことなんですが。

これほど危険な状態で、再稼働をしようとしてい
る。

今財界は、さらに、賠償制度を見直すとまで言い
出していますね。今までは責任のあるなしにかかわ
らず、事故を起こしたら無制限に賠償しなければな
らないという、そういう態度のもとにあるんです
が、これを「上限を設けよう」ということです。結
局どうかと言いますと、これだけの事故を起こして
も誰も逮捕されず責任を問われない状態で賠償もケ
チったらいい、という制度にしようというのですか
ら、まさに安心して事故を起こせる体制を作ろう、
というのが原発推進側の本音です。絶対に許しては
いけないと思います。

ただですね、彼らが思うとおりにいかないという
ことはいろんなところに出てきます。ひとつは、こ
の新規制基準というものですが、これを政府の資料
に基づいて説明しようと思います。事故前の規制基
準が右側です。事故後はこういうふうに変えた、と
いうわけですね。

三つ、重大事故に対する対策があります。まずテ
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ロ対策。こういうのを付け加え、もともとあったも
のも非常に厳しくしました、だから世界一安全で厳
しい規制基準だというのです。ところが、中身を読
みますと、非常におかしいんですね。過酷事故の阻
止対策になってないんです。単なる対応なんです。
もともと、過酷事故を防ぐという基準ではないんで
す。自分たちで、どうにもならないことを白状して
いる。

この対策は失敗する可能性がある。だから次はこ
うする、と。これも失敗する、次はこうする。そし
て最後の対策が、「放射性物質の拡散抑制対策」と
なっています。漏れますが抑えますと。抑制という
ことは、阻止じゃないんですね。漏れます、という
ことが重要なんです。結局、最終的には被害を与え
るという事故を初めから認めているわけです。これ
が先ほど言った、立場を変えました、ということの
中身なんです。つまり、漏れてもやりますよ、とい
うことなんです。

しかもこの資料には初めは「規制」というところ
に「安全」という文字が入っていました。それが、
いつの間にやら「安全」がなくなっている。彼ら自
身が安全だということを言えなくなった証拠です。

次に「格納容器破損防止対策」とあります。燃料
が溶融したら金属からいろんな気体が発生します。
その気体によって格納容器内の圧力がガンガン高く
なっていったら、下手したら破裂するんですね。破
裂を止めるためにベント、つまり排気をします。そ
れで圧力を下げる。ベントというのは実は格納容器
に穴を開けるんですね。その時点ですでに原子力技
術の敗北なんです。

もともと格納容器は閉じ込めるのが本来の役目で
す。その役目を放棄するしかないと、認めているわ
けですね。

その漏れる量というのが莫大です。止められる保
証もありません。フィルターがあるというがこれも

十分ではないということです。希ガスや気体の有機
ヨウ素は出ます。

では、このベントという手段も失敗したらどうな
るんだと。そして最後の手段です。

放射能が漏れると、その漏れに対してどうする
か。政府の資料には写真がついています。建屋に水
をかけてます。原発の外から建屋に向かって水をか
けるというわけです。漏れてるだろうから。効果が
あると思いますか？

福島の事故で漏れた放射性物質は、雨が降れば落
ちましたよね。確かに水をかければ落ちるんです。
だから、効果がないわけじゃない。ただ、どこに落
ちるかはっきりするのかというのが問題ですね。効
果があるといったって、放水銃でかけるだけですか
ら、私に言わせれば、百万羽のスズメに石を投げて
るような話と違うのかと。仮に全部落ちてもそれは
汚染水になる。大量の、いずれにしても大問題で
す。これが、彼らが最後に取る対策です。

もう一つ、非常に重要なことが起きました。実
は、事故までは、原発を動かす前にひとつの基準が
あったんです。これが「立地審査指針」といいます
けれども、「もし事故を起こした場合に原発の敷地
と一般との境界線のところにいた場合に、浴びる放
射線の量が 250mSv/h 以下にならなければ運転し
てはいけない」という基準だった。これは、国際基
準よりも実は甘いんです。国際基準は 100mSv/h
なので。ところが、この基準があっては再稼働はで
きなくなってしまうんです。それでやめました。つ
まり、今まであったルールを規制委員会は取りやめ
た。そういう馬鹿なことをやった。つまり、放射性
物質は、いくらまでに抑えなさいということを書い
てあったんですが、実態は野放しになる。これが新
規制基準の本質を一番突いているところではないか
と思います。これで世界最高の基準を保っているな
んて大嘘です。
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それから、新規制基準はヨーロッパの先進的な対
策を採用していません。実は、過酷事故対策という
のは 3.11 までは日本では設定されていませんでし
た。国際的な五つの対策、これは「深層防護」と呼
ばれていますが、そのうち三つまでしか採用してい
なかった。四つめが過酷事故対策です。これは福島
事故のあと設けざるを得ないということで、非常に
不十分なかたちで作られました。

一点は、ヨーロッパでは標準装備にされている
「コアキャッチャー」というものをつけておりませ
ん。コア、つまり燃料が溶けた場合ですね、これを
一気に下に落として広げて、効果的に冷やすという
仕組みです。つまり過酷事故が起きた後の進展を止
める装置ですね。これがない。これは漏れますとで
すね、コンクリートに直接落ちた場合には化学反応
で水素を発生します。一酸化炭素もできるんですけ
ども。こうなりますと、水素爆発の危険も生じるわ
けですね。こういうことを阻止するための、耐熱性
の広い受け皿がコアキャッチャーなんです。これを
つけない。

もう一点は、格納容器の二重化です。テロ対策と
か航空機衝突への対応なんですが、これも日本には
ありません。ではどうするのか。

要するに、人力で必死で止めろ、というわけで

す。失敗するに決まっていますね。これが日本の過
酷事故対策です。

実は昨年の 11 月、高浜の再稼働について京都の
北部の市町で説明会がありました。この説明会にど
うやって臨もうかという相談を受けて、私もいろん
な人とやりとりしました。そのときに問題のひとつ
としてコアキャッチャーのことは絶対に追及しなけ
ればならないとして、やったんです。そしたら「い
や、コアキャッチャーに代わる設備があります」と
答えてきました。当然みなさん、準備をしておりま
せんでしたからどうにもならなかったんですが、こ
れが何なのかはぜひ知っておく必要がある。何かと
思ったら「キャビティ」という言葉を出してきた。
キャビティというのは英語ですが、原子炉圧力容器
の下にあるくぼみ、下部空洞のことです。ここに水
を張って、溶け落ちてきた燃料を受け止めます、と
いう。だからコアキャッチャーと同じ役目を果たせ
るんだと言い出したんです。

ところがですね、これはおかしな話でね。まず、
水を張ってるところにドーンと高温のものが落ちて
きたら何が起きるだろうか、と。一気に水蒸気が発
生しますね。いわゆる水蒸気爆発です。これに関し
ては、実はヨーロッパ、アメリカ、ロシアは規制基準
で禁止をしています。このやり方は危ないので。それ
から仮に水蒸気爆発を起こさないとしましても、ど
ういうときにキャビティに落とすのかというと、電
源がすべて止まって、とにかく、手動で水を流し入
れなくてはならない事態のときです。その判断がちゃ
んとできるのかどうか。それから水を流し入れて一
気に水が落ちるのかというと落ちないんです。非常
に細い隙間から流していくんですね。そこにもし何
か詰まっていたとしたらうまくいきません。じゅう
ぶんな水を張る前に燃料が落ちてしまうということ
もあり得るんですね。そういう意味では、事故対応
としてはまったく信用できない、という状況です。

もう一点は、水素爆発の問題です。水素が発生し
た場合にある一定の濃度になると、酸素と結合して
爆発するんですね。そこで電力会社が言い出したの
は、「水素の濃度が高まる前に燃やす装置がありま
す」と。これが「イグナイタ」と呼ばれるもので
す。これを 13 台つけたと。これは電気式の点火装
置です。これで事前に燃やすんだと。ところがこの
格納容器の中というのは、ものすごく大きいんです
ね。しかも、いろんなものが混じっていて非常に複
雑な仕組みになっているので、水素濃度にはムラが
あるはずですね。こういうところで間違えて点火し
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たらどうなるのか。当然水素爆発の引き金となって
しまう。そういう点では、非常に危険な綱渡りのよ
うなことしか考えていない、というのが電力会社の
やり方です。つまり、金をかけなくていいものしか
取り付けなくて、しかもそれが危ない。

実は、沸騰水型の原子炉には窒素が詰めてありま
す。酸素を排除するためです。ところが加圧水型原
子炉は単なる空気です。爆発を避けるために、せめ
て窒素を詰めればいいと思うんですが、やってな
い。このあたりでも問題。

国際原子力機関、IAEA。これは原発推進の国際
組織ですから私はあまり好きではないんですが、こ
こでさえ、「深層防護」いわゆる多重防護を５層設
けています。１から３は日本でもすでにやっている
ので説明しませんが、４層めが過酷事故が起きた場
合にその拡大を止めるための対策ですね。５層め
が、いわゆる住民の避難計画に実効性があるかどう
かということです。これらが全部成り立っていない
とだめだ、というのが国際的な水準です。この４
層、５層をちゃんとしていなかった。５層に関して
は、一応ガイドラインを作りました。かなりひどい
ものです。しかし、国が責任を持って実効性がある
かどうかを確かめる気は一切ありません。そういう
レベルですから、避難計画があろうがなかろうが動
かします、ということなんですね。

ところがアメリカでは、ニューヨーク州ショーラ
ム原発は 1984 年に完成していたんですが、住民の
避難計画の実効性が問題となります。やっぱりだめ
だということで、89 年に廃炉が決定しました。し
ょっちゅうアメリカの言いなりになる日本が、なん
でこういうことは見習わないのか。いつも不思議に
思っています。

もう一点は、モニタリングポスト。いわゆる放射
性物質が漏れ出たときに測定する装置の整備をして
おりません。

川内原発のモニタリングポストは、48 台あるう
ちの 22 台は 80μSv/h までしか測れない。移動式
のものでも、40 台のうち 30 台は 100μSv/h まで。
非常に多数のものが、必要な量を測れない。

避難が必要になる、その他の判断基準は 1 時間
あたり 500μSv というのと、1 時間あたり 20μSv
と、二つあります。500 ならば即避難。この値を
測れないですね。

京都の場合は 31 台のうち 14 台、滋賀県 15 台
のうち 9 台、兵庫県 6 台のうち 6 台、大阪府 21
台のうち 6 台が、1 時間当たり 10μSv までしか測
れません。奈良県はどうなのか。これは後で見ます
けれど。

世界地図の中に、原発のある場所に丸を打ち、
M7 以上の大きな地震が起きている場所を赤い色で
表すと、日本は真っ赤っかです。こういう状態。異
常です。こういう中で原発をやる。

しかも、なぜ日本が異常なのかというと、私は物
理のほかに地学も教えているんですが、地球の表面
には 100km 近くの厚みがある岩盤が 20 枚ほどあ
って、少しずつ動いています。年間数センチほどで
す。四つのプレートが日本でぶつかり合って、押し
合っている。そのひとつが南海トラフと言われる場
所にあります。プレートが沈み込んでいます。日本
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海溝のところでもプレートが沈み込んでいる。これ
が 3.11 のときにぐっと曲げられて跳ね返ったんで
すね。同じことが南海トラフでも起こる。トラフと
いうのは、日本海溝よりも浅いので名前が違うんで
すが、基本的には同じです。ここで同じことが起き
たら、32 万人以上が死亡するという予測が出てま
す。それは嘘です。何が嘘なのか？　原発事故を想
定してないんです。原発事故が起きなくて 32 万人
と言っている。想定震源域のどこに、原発はある
か。ひとつは、伊方です。よく揺れるところです。
そして浜岡。これは最悪です。浜岡は震源域の真上
ですね。これらが事故を起こしたらどうなるのかと
いうことを繰り入れたら、もっと大きな被害が起こ
る可能性があります。

我々に関わる若狭ですが、若狭は原発銀座といっ
てもおかしくない、世界最高の密集地帯です。実は
ここに活断層も集中しています。近畿トライアング
ルという言葉を地質学で使うんですが、近畿地方で
ですね、日本列島は東西からぐっと押されていま
す。その押された力が、近畿トライアングルという
ところに集中しているんだという話ですね。この三
角形の頂点部分に若狭が来るんです。そうするとこ
こで、いわゆるプレートの動きとは別に地盤のひび
割れが起きる。しょっ中動く場合は、活断層と言う
んですね。ここにものすごく集中している。日本全
国にだいたい 2000 箇所くらい見つかっているんで
すが、それでもここは集中している場所です。

実はこの活断層の配置の形が、地震で柱に斜めに
交差して割れ目が入った網目状亀裂の形にそっくり
なんです。全部、断層が押し合いをしている。かな
りありますね。それがあるにもかかわらず、若狭は
地震がずっと起きていない地域です。ということ
は、エネルギーがたまっています。そのうち来る、
ということは間違いありません。これまで起きた地
震は、少し離れた周辺で起きています。北丹後地震

というのは、活断層という用語が生まれた地震なん
ですが、高浜の周辺にも断層があります。こういう
ものが動いた場合には、非常に大きな地震が想定さ
れています。だから高浜の場合は、危ないです。

もう一つ、敦賀原発。これも危ないですね。断層
が敦賀の真下を通ってますね。

こういうことで本当に、若狭というのは危険な場
所なんですが。

もう一つ、伊方原発について。
先ほどの、南海トラフのほかに伊方原発付近には

巨大断層が走っています。中央構造線というもの
です。プレートが斜めに押し合っているために、中
でずれるんですね。その大きなずれが日本列島を
ダーッと横切っている。最近、日本列島を超えてさ
らに長く海のほうにも出ていると言われ始めました。

つまり、ものすごく大きな巨大断層が走っている
んです。伊方原発のすぐ、6km くらい北ですかね。
四国には特に断層が多いです。とにかく地層が次か
ら次に付け加えられるために、間に切れ目が走って
いるんですね。切れ目だらけ。これは全部、横ずれ
を起こす可能性がある。大きな横ずれの地震が起き
た場合に、伊方は非常に危ない。

だから問題にされてるんですね。住民の避難計画
も非常に不十分だということです。
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新規制基準で盛んに言われるのは、基準地震動の
数値を上げたということで、安全であるかのような
話が出てきます。この基準地震動とは、原子力発電
所の耐震設計の基準となる地震の揺れのことです
ね。その基準地震動を、新規制基準で決める前、旧
規制基準のデータのグラフを見てみましょう。

ストレステストその他の話が出てきていますが、
以前よりは基準地震動を上げたと。基準地震動とい
うのは、耐震強度を決めるための基準にする値です
けれど、重要なのは数値を上げてどうしたかという
ことですが。

新規制基準では、高浜 3・4 号機も、川内 1・2
号機も、伊方 3 号機、大飯 3・4 号機も基準地震動
を引き上げました。数値はパワポを見てください。

基準地震動を上げたけども、耐震性が上がってる
かどうかが問題です。実は耐震性はほとんど上げて
ません。具体的にはあとで話します。

実際に起きた地震が、グラフの右側の三つです。
基準地震動のガルの数値と比べてみると、実際に起
きたもののほうがはるかに大きい。2008 年岩手宮
城内陸地震の 4022 ガルという、日本で過去に起き
たうちで最高の揺れの地震が来たら、日本のどの原
発も絶対にもたない、といことがはっきりしている
わけです。じゃあ動かしてはだめだ。なくさなあか
んということですね。

もともと基準地震動の数値が、最大値と言ってい
るのは嘘です。あくまで平均値にすぎません。大き
な地震は確率的には少ないだろうからと影響を減ら
して計算しているんですね。その原発の敷地では、
おそらくこれが最大値だろうと電力会社が勝手に出
した数値です。平均的想定値。本当の意味での最大
値を考えてない。

基準地震動を上げたら、それが仮にまともだとし
てもそれに沿って耐震強度を上げる、というための
基準なんですね。それで耐震強度を上げたかという

のを見ていきますと、何もしていない。実はひどい
ことに、原子炉の本体とか格納容器という中心部分
はほったらかしです。パイプあたりをちょっと強化
したくらいですね。

もうひとつ、安全上ものすごく重要な視点です
が、高浜原発では耐震重要度のレベルアップをしな
かった。耐震重要度というのは、S・B・C の３段階
ある。S が一番厳しい基準なんですが、外部電源は
最低の C クラスです。これは変えませんでした。
据え置いた。どうするんだ、と言ったら、非常用の
ディーゼル発電機で十分だという。つまりね、大事
なところの強化はほったらかしにしておいて、背水
の陣でやる、という話です。それまでの手立てをと
って最後にこうする、というのではなくて、何の手
立ても取らずにおいて最後の手段だけ用意した、と
いうことです。

もう一点は、使用済み核燃料のプールです。ピッ
ト、と言っていますけれど。これは B クラス。こ
れも上げませんでした。水が燃料にかぶるほどに張
ってあれば大丈夫だ、というわけです。つまり、こ
のコンクリート製のプールが壊れることを想定して
いないんです。壊れたらおしまいですね。密閉もし
てありません。ひどいことになります。その点で
は、ほんとうに重要なところで基準地震動に見合っ
た強化をなんもしていない、ということです。

大津地裁も、いきなり背水の陣というやり方を批
判しています。

さらにもうひとつは、日本政府が老朽原発の再稼
働に走っているという問題です。高浜の 1・2 号機
が典型です。老朽原発というのは世界で平均 22 年
なんですね。日本でも、30 年を超えたら老朽原発
という言い方をします。でもみなさん、自分の車
で 10 年以上乗ったらだいたい危ないですね？　僕
もラジエーターがいかれたとき新品に換えました。
しかし、ほかのところがいかれていくんですね。結
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局、買い換えたほうがよかったんですけれども。原
発の場合はすでに 30 年ですね。それを 40 年を超
えて運転しようということを始めているわけです。
特に問題なのは、加圧水型です。西日本は加圧水
型、若狭もほとんどそうですね。

加圧水型原発の特徴についてお話しします。原子
炉の中を通るのは 300℃くらいの熱湯なんですが、
沸騰させません。沸騰させないために圧力を 160
気圧かけます。1 気圧というのは、10 メートル分
の水の柱が乗っかっただけの圧力です。ものすごい
力です。この 1 気圧の圧力を、ドラム缶の内と外
で差をつけたとしたら。例えば中の空気を全部抜い
たら、バキバキと潰れますね。逆に、生きている人
間を部屋に閉じ込めて外の空気を抜いたらどうなる
か、というのは、731 部隊がやりましたね。マル
タと呼ばれた捕虜を使って。内臓が体からはみ出し
て死んでしまう。こういう、すさまじい圧力です。
その 160 倍です。これが、原子炉の内部にかかっ
ています。

300℃前後の水を蒸気発生器で、蒸気を発生させ
てタービンを回します。これは、蒸気タービンまで
は放射性物質は行かない、という利点はあるんです
が、別の問題を抱えています。原発そのものがもの
すごく過酷な条件で稼動しているということです。

まず、金属疲労と磨耗。非常に揺れます。振動
で。そして、激しい温度変化による熱疲労。浸食と
腐食。それから原発特有の問題として、中性子が当
たることによる脆性劣化があります。これは当初、
ほとんどの人がご存知なかったんですけど。中性子
が原子炉の金属の容器に当たります。当たれば当た
るほど、金属がどんどんもろくなっていくんです。
原子炉の圧力容器、これは厚さが 20 センチ前後あ
る分厚い容器なんですが、鉄ですから、ガーンと叩
いても割れることはありません。少々変形するくら
いです。金属というのはだいたいそうです。ところ
が、それがカーンと叩いたら、パキッと割れてしま
うような状態になってしまうことがある。遷移とい
います。本来鉄はマイナス 120℃くらいでいかれ
てしまうので、それより高い温度ではまったく問題
がなかったものが、中性子を当てているうちに、も
ろい状態になる温度が上がっていってしまう。原発
の中にはサンプルが入れてありますので、取り出し
て測ってきた。すると脆性遷移温度がどんどん上が
ってきた。

そして、高浜です。１号機で 2009 年に取り出し
た監視試験片、サンプルを見たらもうすでに 99℃

まで上がっている。これで何が問題になるかという
と、もしここのところでポンプが故障して止まった
とします。そうすると、緊急炉心冷却装置、ECCS
と言いますが、そういう名前の別の系統がありまし
て、そこから一気に水を注ぎます。するとどうなる
か。そのとき原子炉の中にある水よりも、高い温度
の水があらかじめ蓄えてあるはずはないですよね。
原子炉内部より低い温度の水をパッと原子炉に入れ
たら。ガラスのコップに熱湯をそそいだときと同じ
です。熱ければ熱いほど、内側と外側の膨張率は変
わります。

僕も子供の頃、親にさんざん言われました。ガラ
スのコップにお湯入れたらあかんで、と。あかんと
言われるとやってみたくなるんです。やってみまし
た。パキーンと割れます。同じことが原子炉で起こ
る可能性がある。非常に危険ですね。

敦賀 1 号、美浜 1・2 号、玄海 1 号は廃炉にしま
したね。しかしこれは、危険だから廃炉にしたので
はないのです。それは発電の能力を見たらわかる。
発電能力が低いものを廃炉にしたんです。発電能力
が高いものは、動かします。元が取れるからです。
恐ろしい話です。

ついこの前、伊方原発の 1 号機が廃炉と決定し
ましたね。ニュースに出ましたね。それは 56 万
kW と、出力が低いです。金をかけたらもうからな
い。つまり彼らが廃炉にするかしないかの基準は、
もうかるかもうからないかだけなんです。

これはぜひ広めたいと思うんですが、加圧水型と
いう原子炉は、また別のアキレス腱を持っていま
す。先ほどお話しした脆性劣化のことは、沸騰水型
原子炉も共通です。いろんなほかの技術について
も。加圧水型原子炉は特に、振動による被害が起き
やすい。それから、高温の水による被害。それがど
こで起きるかというと、蒸気発生器です。ここのと
ころに、原子炉から 300℃の一次冷却水が来て、
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出ていきます。そこに二次冷却水が入ってきて、沸
騰して水蒸気になってタービンを回します。そこに
はものすごく細い管が束になって密集しています。
直径が 22 ミリ、厚さがわずか 1.3 ミリの細い管で
す。これが日本の原発の場合だと約 6500 本、これ
が１本ずつ逆 U 字状にしてあります。ぜんぶ合わ
せて延長すれば、長さ 50km。100 万 kW 級の原発
にはこれを 4 台つけてあります。ということは、1
台 50km が 4 台で、総延長 200km。この伝熱細管
が今までさんざんトラブルを引き起こしてきた。何
かというと、孔が空くんです。孔が空くたびに栓を
して詰めてきた。でも、どれもこれも孔が空くので
これは材料が悪いんだ、ということで取り替えてき
ました。孔が空く事故は減ってきた。ところが、も
う一つ別の事故が起きた。ここに水が流れるだけ
で、振動が起きる。細管が曲がったところで振動が
起きやすいんです。みなさんの家で、蛇口を閉めた
り開けたりしたときに、どこかでカコーンと音がし
ませんか。古い安物の家ではだいたい起きます。あ
れは、水が曲がるところで急に水が止まったり出た
りすると振動が起きるんですね。ウォーターハンマ
ー、といいます。それが伝熱細管で起きやすい。同
時に、水が細管の隙間を通ってザーッと流れますか
ら、当然振動が起きます。川の中に草が生えている
と揺れますよね。あれと同じことです。その揺れの
ために、この細い管が磨耗するという事故が起き
る。

1991 年 2 月に美浜原発で、細管を留めている留
め金のところが揺れて、ギロチン破断という事故が
起きました。あわや過酷事故という事態でした。こ
れについては留め金を替えたり、強化したりという
ことでなんとか防いできたはずなんですが、最近、
ぜんぜん別の事故がおきました。別種の破損。
2012 年 1 月、アメリカのカリフォルニア州サンオ
ノフレ原発３号機で、細管同士がこすれ合ったため
です。今までは留め金のところで起きていたもの
が、今度は細管同士が擦れ合うためにつぶれた。２
号機もあわや、という状態になった。問題は 2010
年 11 月に、三菱重工製の蒸気発生器に交換したば
かりだったのに、１年ちょっとたった段階で事故を
起こして、廃炉になってしまいました。今、三菱重
工はものすごい高額の賠償裁判を起こされています
ね。日本の加圧水型原子炉の蒸気発生器はすべて三
菱重工製です。

川内原発 1 号機は、すでに蒸気発生器を新しい
ものに取り替えています。ところが再稼働に当たっ

てサンオノフレ原発で事故が起きてから、２号機で
は交換を延期しました。取り替えたら事故を起こし
そうで危ない。しかし、取り替えなくても古いから
危ない。要は蒸気発生器は、地震と津波が起きなく
ても事故を起こす、というアキレス腱なんです。

そういう原発を今、さらに長い期間動かそうとし
ています。40 年までというルールがあったのに、
もうなし崩しになっています。典型的なのは、原子
力規制委員会の田中俊一委員長の 2016 年 2 月 24
日の発言です。「費用をかければ技術的な点は克服
できる」。それならばなぜ、運転は 40 年までなど
という原則を作ったのか。つまり、原則は作ったけ
れど結局全部壊していく。それが新規制基準の実態
です。いずれにしても安倍政権にしてみたら、とに
かく原発を全部動かさなくてはならないということ
ですから、規制委員会はそれに沿って動いているだ
け、という話ですね。

原子炉の事故も非常に恐いんですが、少なくとも
圧力容器や格納容器が少しでも残っていればまだ
なんとかなる、ということがあるんですが、使用済
み核燃料の冷却プールは、むき出しです。建屋の
中にはあるんですが。福島では 4 号機の場合、ぐ
しゃぐしゃになって、プールが崩れ落ちそうです。
ニュースでもやってましたね。アナウンサーは淡々
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と話していましたが、聞いているほうは背筋が寒く
なりました。崩れたらどうなるのかというのは、ち
ょっとこの分野を知っていたらすぐわかるんです
ね。政府も実はシミュレーションしました。2011
年 3 月 25 日の近藤シナリオです。当時の原子力委
員会委員長の近藤駿介氏に要請しました。そした
ら、東京も含めてものすごい人数が移動しなけれ
ばならない大事故になると。蓋も何もないし、崩
れ落ちても冷却できません。容れ物がありません
から、逃げるしかないんです。自衛隊の統合幕僚
長に、できるかと訊いてみた。絶望的です。すべ
ての人間を動かせません、と。これは全部の原発
共通の問題です。だから、原子炉は絶対に運転し
ては駄目なんです。では止まっていれば安全かと
いうとそうじゃない。もうすでに、大量の使用済
核燃料を入れたプールがある限り、我々はこれか
らずっと危機に対応する必要があるんだというこ
とです。

近藤シナリオは、「170km が強制移転、250km
が任意移転」という半径を出しました。この範囲で
逃 げ る 必 要 が あ る と。 で は 全 国 の 原 発 で 半 径
250km の半径を見てみようかと、やってみました。
南は川内から、佐賀の玄海…そして若狭に四つ…円
で囲んでいきます。石川県志賀原発、静岡県浜岡…
どんどんいきます…ここまで。どこへ逃げるのか。
北海道の東か、小笠原諸島か、沖縄か。日本全国、
逃げるとはこういうことなんです。

ここは奈良県ですが、若狭の原発の円の中に入り
ますね。あと 250km に近いのは、島根県の島根原
発があります。それから、石川県の志賀原発。もっ
と恐ろしいのは浜岡です。完全に奈良県にかぶって
いますね。

非常に危ない。若狭から遠いから、大丈夫と思っ
ている人は多い。

実はこの前、京丹後市で話をしてきました。京丹

後市は高浜原発からだいたい 40km から 60km く
らいの範囲ですかね。京都市役所で、高浜原発から
60km です。京都府内にはもっと近いところもあり
ますね。京都市でも京丹後市でも距離は同じなの
に、京都市に危機感がないんですね。奈良はどうで
しょうか。もっと遠いと思っている方は多いでしょ
うね。

高浜原発３・４号機は MOX 燃料です。プルサー
マル。これは一言で言えば、灯油ストーブにガソリ
ンを入れるようなものだと言われますね。非常によ
く燃えて、いったん何かあればどうにもならない。
爆発してしまいます。制御棒の効き目が悪化するん
です。暴走、爆発の危険性が高いです。でもベント
設備や免震重要棟のような重要施設がなくても運転
を許可します。

もうひとつは、若狭だけではありませんが、若狭
は特に原発が密集しています。これが同時に事故を
起こすこともあり得ます。例えば津波。事実、津波
の記録は若狭であります。これは 1586 年の天正大
地震、秀吉の時代ですね。これは古文献に載ってい
ます。京大のところにある吉田神社、そこの宮司の
日記で、『兼見卿記』といいます。もうひとつはポ
ルトガル人宣教師フロイスが書いた『日本史』とい
う書物に載っています。それを関電は 1981 年には
知っておきながらずっと黙っていたんですね。それ
が明らかになっても、いや個別対応で大丈夫だと言
っています。つまり、集中立地問題に何も対処する
気がないんですね。福島の事故があったにもかかわ
らず。

高浜原発は、地形的には非常に異常な原発です。
こんな原発はないんですね。半島の付け根の山間に
4 基の原子炉がある。普通は海から直接水を取り入
れて、直接海に返すでしょう。それが、1km の水
路を通じて水を取り入れ、放水しています。この
水路のどこかがつぶれたら、冷却できなくなる。も
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ちろん、山が崩れて原発が埋まることもあり得ま
す。

そして、この水路の真上を、県道が走っているん
です。資料の写真は橋の上から撮りました。こんな
原発がありますか。重要施設の真上を、一般道が通
っている。タンクローリーでも落ちたらどうするの
か。水路がエチゼンクラゲで詰まったことはありま
したね。本当に大変だったようですが。

テロにも弱い。だいたい、高浜原発に行くにはこ
の道しかないんです。これも対処ができなくなる要
因だし、ましてや音海地区というところが原発の向
こうの半島の先にあるんですが、ここの人たちは逃
げようがありません。原発の横を通らなければなら
ない。こういう原発です。

２．核燃料サイクルの破綻
幻想・核燃料サイクルにしがみつく日本
使用済み核燃料と放射性廃棄物処理の深刻化

新規制基準に沿ってやればますます危険なんです
が、さらに問題があります。

日本は今、再稼働に必死になっていますが、日本
の核燃料サイクル、原発政策そのものというのは完
全に破綻しています。八方ふさがりです。本来、
ウラン燃料というのは有限ですね。世界中のウラン
燃料を今と同じように使っていたら、100 年くら
いで枯渇する。そこでですね、ウラン燃料を核分裂

させるときにできるプルトニウムを取り出して、
それで運転するようにすれば 1000 年くらい持つだ
ろうということを机上計算でやってる。日本はこ
れに飛びついたわけです。原子炉でウラン燃料を燃
やして処理をして、燃料工場でウラン・プルトニウ
ム混合燃料を作る。それを高速増殖炉に使ってど
んどん発電を繰り返そうと。それが核燃料サイク
ル。

ところが、原発が事故を起こしますね。それか
ら、もんじゅ。これが実験段階でどうにもなりませ
ん。その他必要な施設が、まだ計画もできてない。
そしてせっかく建てた六ヶ所村の使用済燃料再処理
工場。建てたけれども未だに本格稼働できない。使
用済燃料を持っていくはずのところがどうにもなら
ないから、使用済み燃料が原発に満杯になってく
る。それで溜めるところが必要だというので、中間
貯蔵施設というのが出てきている。これは計画中で
す。東電はすでに青森県六ヶ所村に中間貯蔵施設を
作りました。関電は計画中です。この計画を京都で
は、京都には作らせないという戦いをやりました。

溜まってくるプルトニウムを燃やさないで溜めて
いくと、国際的に批判を浴びます。それで、プルサ
ーマルといういわば一時しのぎを始めたんですね。
プルサーマルで使った燃料をどうするのか。これも
またどうにもなりません。

つまり、何をやってもどうにもならないという事
態にまで追い込まれている。それでもやるという、
この発想はいったいどこにあるんだろうと思います
ね。これが安倍内閣のやっていることです。

青森県六ヶ所村の使用済核燃料再処理工場には、
三重の危険があります。

原発より危ないんです、実は。とんでもない廃棄
物でいっぱいです。特に、空気中に出す廃棄物。普
段原発は漏らしません。六ヶ所村の再処理工場から
は 1 日で原発稼働１年分の気体の放射性物質を漏
らしています。気体はすべて放出し、液体状の廃棄
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物は、だいたい４、５km 先まで海中パイプを伸ば
して沖に流しています。そこを大間のマグロが泳ぐ
んです。こういう状態です。
「もんじゅ」も事故を起こしましたね。1995 年

12 月 8 日、冷却材のナトリウムが 700kg 漏れた。
ナトリウムっていうのは私も化学実験で生徒の前で
やりました。水と反応したらすぐに爆発します。恐
ろしいです。これを大量に漏らした。こういうもの
を冷却材に使っているんですね。

「もんじゅ」は理論的にはもうだめだ、っていう
ことを知っておいていただきたいと思います。ま
ず、高速増殖という、言わばプルトニウムをどんど
ん作り出していくわけですが、そのとき、もとの燃
料のプルトニウムに対して新たにできるものは 1.2
倍となります。0.2 増えるわけです。機械的には、
0.2 を５回繰り返すと 1 なので、原発１基分の必要
な量の燃料ができるということになる。それで、新
しく高速増殖炉を動かせるわけです。それにどのく
らいの年数がかかるかということですが、高速増殖
炉サイクルを回すのにはものすごく時間がかかりま
す。ものすごく、いろんな過程がある。１基分溜め
るまでに、90 年かかります。電気事業連合会は、
複数の高速増殖炉で 46 年かかるという。その間に
全部劣化します。こんな計画がまともに進むと思い
ますか？

理論的にも高速増殖というのは破綻しています。
高速というのは別に、速いスピードの中性子を使
う、というだけであって、増殖はむちゃくちゃゆっ
くりなんです。だから、どうにもならないというこ
とですが、運転する主体もずさんすぎる。今動かせ
なくなっています。動かせないのに税金はバンバン
使ってます。１日に維持費だけで 5500 万円。本当
にね、被災者の支援に使ったらどれほど助かるかと
思うんですが。

使用済み核燃料を、どこまで溜められるかという
ことについて。政府の資料でグラフを作りました。

それぞれの原発がどれだけ溜められるか、量をトン
で表しているんですが。これが、今ここまで詰まっ
ている。あと何年持つかなんですが、エネルギー資
源庁がやった計算ですが、甘いんですね。東京電力
関係は、事故がなくても 3 年以内にアウト。従っ
て、彼らは使用済み核燃料を溜める場所を六ヶ所村
に作ったんですね。関西電力は 7 年前後でいっぱ
いです。関電は今、必死です。早くしないと、再稼
働したあとどうにもならない。

冷却プールである程度冷やしたやつを取り出し
て、自然対流を使って空冷式でやろうというわけで
すね。キャスクというのに燃料を詰め込んで、立て
ておく。温かい空気が上を通って逃げていき、入っ
てくる空気で冷やすというものなんです。

これも、恐ろしい量を溜めます。貯蔵は 50 年に
限定すると言いますが、こんなものが 50 年で本当
に終わるんでしょうか。中間貯蔵というが、50 年
です。そんな長期を普通、中間と言うでしょうか。
これも次の貯蔵施設ができなかったら、そのまま続
けることになる可能性があります。

使用済み核燃料を再処理したあとの、高レベル放
射性廃棄物。これは日本に現にたくさんあります
ね。フランス、イギリスに依頼して処理されてきた
ものです。これはご存知のように、まあ大丈夫だろ
うという状態になるのに十万年かかります。まった
く問題がなくなるまでには一千万年以上かかる。
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こういうものを抱えて、どこに置くのか。地下に
埋める、と言っているんですが地下に埋めるまでに
30 年か 50 年冷やし続けないと危ない。放射線量
が高いですから。人が近づいたら、作った直後は即
死ですね。

こういうところに入れる、とずっとコマーシャル
をやってました。地下数百メートル。こういうのを
作るんで、どっか手を挙げろ、と公募方式でやって
きましたが、今は応じる自治体はありません。そこ
で昨年から、押し付け方式に変わりました。科学的
有望地というのを政府が決めるから、そちらはどう
ですか、という話を 2015 年から秘密にやってき
た。今のところ多数の自治体は断っています。みん
な、断ってほしいと思います。

それで、どうするのかと。これはまだ研究しなけ
ればならない。少なくとも、日本の場合は地下に埋
めるのは絶対だめだということですね。日本学術会
議でさえも批判を始めたんです。地下に埋めて十万
年持つ、などということはありえない。安定した地
層でもありませんから。だから地上で管理をするほ
かないんですが、非常に危ない。でも、相対的にま
しな方を考えなければならない。これから、この問
題が出てきます。原発を止めたあと、我々は国民的
な議論をする必要がある。

3．原発事故！住民は？
国の「指針」は避難計画でなく被ばく計画
2015.4.22 に「指針」をさらに改悪
せめてヨウ素剤を全地域に

これは一番大きな問題のひとつなんですが、避難
経路の問題。

2012 年に、原子力災害対策指針を、原子力規制
委員会が出しました。いざとなったら避難する範囲
はどこか、あるいはその条件はどうか、というガイ
ドラインです。

まず、PAZ（Precautionary Action Zone）を 5km

圏内に決めました。何かあればややこしくなる前に
逃げるという範囲です。もうひとつは 30km 圏内、
UPZ（Urgent Protective action planning Zone）。こ
れはいよいよことが起きたときにある一定の事態に
なったら逃げる、という範囲ですね。ここまでが、
住民避難をする場所です。

福島の事故では飯舘村が典型なんですが、そこは
50km 以上離れていました。あそこにものすごい高
レベルの放射性物質が流れてきましたね。いわゆる
放射性プルームです。そういうものが来たときの対
策も必要ということで、もうひとつ PPA（Plume 
Protection planning Area）という概念ですね、こ
れはだいたい 50km を参考値として考えているん
ですが、ヨウ素剤を飲ませる必要があるというふう
に考える概念でもあります。

問題がいくつかあります。ひとつは、30km と決
めたのは、実は狭すぎるんです。だいたい福島原発
事故並みの事故を想定しているんですが、あれはあ
れで幸い止まった事故なんです。もしも４基分の放
射性物質がぜんぶ流れていたとしたら、1400 倍に
なります。もっと凄まじい事故もあり得るんですね。

も う 一 つ の 問 題。 避 難 す る の は「7 日 間 で
100mSv を超える」と想定される地域。政府のシミ
ュレーションでは、そこを逃がすんです。しかし
100mSv というのは、どうですか。この値自身がも
のすごいんです。そんな値を超えないと、避難する
地域に入れてくれない。

だいたい今の法律は、年間 1mSv 以下でないとい
けない、ということになっているでしょ。

もう一点。これは専門家でないとわからないんで
すが、データ処理を非常に意図的にごまかしている
んです。濃い値の線量のデータを外しています。高
い側から４％を抜く。濃い方を外すので値がガーッ
と下がるんです。そうすれば、うまく 30km 前後
になるんですね。データを外さないでぜんぶ入れた
ら、避難しなければならないのは 60km 圏内にな
る。奈良で、高浜原発から 96km くらいでしたね。

もちろん、地震・津波など複合災害のことは考え
ていません。使用済み核燃料プールについても考え
ていません。

そして、2015 年 4 月の段階でこのガイドライン
を改定して、PPA、一番外側のラインをなしにしま
した。そして、SPEEDI の予測が非常に不正確だか
ら使えません、と言い出したんですね。今までこの
コンピュータシステムのために 130 億円の予算を
かけているんですよ。それを信頼できないからやめ
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た、と。同時にヨウ素剤を飲ませる区域もなくしま
した。

PPA はなくされましたが、若狭の原発の 30km
圏内、UPZ だけでも大変なことになります。京都
からものすごくたくさんの人間が避難しなければな
らない範囲に入っています。「被害地元」、というこ
とで今我々はたたかっております。

実は政府の 30km 圏内のシミュレーションはど
うも怪しいんです。そこで、兵庫と滋賀は独自にシ
ミュレーションを行いました。このデータをご存知
の方もあるかと思います、大飯原発で事故があり、
南に風が吹いたと想定したものです。７日間で
100mSv を超える地域は、政府の基準でも避難しな
ければならない。ところが、30km をはるかに超え
るところがそうなったんです。滋賀県は UPZ を
43km まで広げました。それでも不十分ですね。
100km 圏内となると、奈良の最北端は生駒市で、

届きますね。
兵庫県は大飯原発から 30km 圏内には入ってい

ませんから、ヨウ素剤を飲むべき PPA の計算だけ
をしました。そしたら、兵庫県の 41 市町のうち
38 まで、ヨウ素剤を飲むべき地域が出てくる。

そうすると、福井とか京都から避難していく先の
場所から、みんな逃げていくんです。福井県から兵
庫県に避難して来ても、兵庫県からも避難していま
すから誰もいない、という。そういう事態が本当に
起きるんです。逃げる範囲を関西広域連合で相談し
ているんですが。

舞鶴から逃げる場合は、風向きを見て決めるとい
う。風向きが途中で変わったらどうするんでしょう
かね。

原子力規制庁の資料によると、事故の段階は三つ
に分けてあります。3 まで行くと最終的には漏れる、
大事故ですね。原発から 5km 圏内は初期の段階で
いろいろやっていきます。「事態の進展」が進む段
階に来るまでに、逃げろという指示がくるわけです
ね。これでも間に合わず、放射性プルームに追いつ
かれるかもしれないんですよ。１、２ではなんの指
示もない可能性がある。

問題は UPZ。漏れた、つまり「施設外への放射
性物質放出」が起きたとき。そこで、さあ今から調
べます、というんです。漏れているのはわかってい
るんだけど、今から実測しますから待てと。待たせ
て、１時間あたり 500μSv を超えたら、数時間以内
に避難先を指示しますからそれまで待てと。こんな
ふざけた計画です。放射線をバンバン浴びた後でな
いと逃がしてくれない。もちろん待たないで早く逃
げるべきです。

そして 30km 以遠では、SPEEDI による予測をや
めて、どうするのかというと実測値にすると。その
方が正確だから。当たり前ですよね。問題はその
次です。その段階でヨウ素剤を飲んでも効果はな
いからやめます、と言い出したんですね。屋内退避
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すればじゅうぶんだと。これは逆です。予測しない
んだったら全員にヨウ素剤を配るべきです。安い
もんですから。指針通りだとぜんぶ自己責任にな
っちゃうんですね。

京都の例ですが、モニタリングポストが 31 カ所
にあるんですが、うち 14 カ所は 10μSv/h までし
か測れません。それで何が問題になるかというと、
１時間あたり 500μSv だと即時避難ですね。もうひ
とつ、避難の基準があります。20μSv/h が１日続
いたら１週間以内に一時避難の指示が出る、という
ものです。これさえも、京都ではじゅうぶんでない
ところがいっぱいあります。測れない。

奈良は 4 カ所ありますが、20μSv/h まで測れま
すのでそれにはなんとか対応できますかね。

30km 以遠の場所については次のことが問題にな
ってきます。緊急防護措置の除染基準としてベータ
線が 40,000cpm。汚染された場合にその人の皮膚
から数センチの位置で測った場合に 1 分当たりに
ベータ線が四万本出るようなら除染しますと。わけ
がわからないですね。ヨウ素剤を飲ませる範囲が、
50mSv/h（ ７ 日 間 の 累 積 量 ）。 ベ ー タ 線 が
40,000cpm というのは、このだいたい 6 倍に当た
ります。かなり汚染された人でももう除染をしない
で、避難してもらうんです。例えばそういう人が奈
良に来たとします。例えば車ごと。周りが汚染され

てしまいます。失礼ですが。
政府のガイドラインは、そこら中に汚染を広げる

ガイドラインでしかないし、被ばくした本人も周り
も助かるようなことをひとつもしないという。避難
計画ではなくて、被ばく計画です。

奈良は琵琶湖の水は使っていませんが、大阪はぜ
んぶイカれますね。近畿一円の経済活動がぜんぶス
トップする可能性がある。ヨウ素は１週間ほどは除
去できないと思います。これは滋賀県のデータから
言えるのですが。

ペットボトルに水を溜めても、おそらく１週間分
も備蓄できません。例えばうちには孫がいますが、
孫にペットボトルの水を飲ませて、まあ僕は琵琶湖
の水を飲まなあかんな、と思いますね。

そこで、せめてヨウ素剤を飲んでおきたい、とい
う話になりますね。30km 以遠でもヨウ素剤を準備
をしようとしている自治体がいくつかあります。す
でに篠山市では自分たちでしっかり勉強しているか
らすでに配ってます。しかし京都の亀岡市は、せっ
かく買おうとしていたのに PPA が廃止されたので
もたもたしています。最近になってようやく買うと
か言い出したようですが。京都市は買ってはいるん
ですが、どうするのかと聞いても答えません。ほん
とに曖昧になってきています。

近畿一円のいろんな自治体でね、ヨウ素剤を置く
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必要をわかってもらえるように話をしていくことが
非常に重要だと思います。

４．福島で今、何が？
高線量被ばく下で住まわせる日本
増える関連死と子どもの甲状腺がん
オリンピックまでに幕引きねらう棄民政策

福島で今起きていることについては、チェルノブ
イリよりもひどい状態であると言われていますね。

いくつか事例を説明します。これは 2011 年に仙
台の人から僕のところへ送ってきました。バラが咲
きました、と。これなんです。ものすごくでかくなって、
緑色のものまで出てきている。花びらというのはもと
もと葉っぱが進化したものですが、このバラは遺伝
子がいじられたとはっきりしていますね。なんのせ
いか。科学的な検証はいるかもしれませんが、こん
なものが原発事故の影響でなくてなんや、と。

ツバメの白い点、尾羽の問題。これはニュースに
も出て、先日もどこかでも報道していましたね。ヤ
マトシジミの奇形とか。私が直接聞いたのは、ドン
グリがだるま形になった、という人がいました。そ
れ置いてあるか、と聞くと、いや全部ほかした、と。
なんでとっておかないんだと怒ったんですが（笑）。

いろんな異変が起きてて、人間だけが無事なはず
はないだろうと思うんですね。

牛の斑点、これは福島の牧場で直接見てきまし

た。事故後に生まれたものです。斑点が出るという
のはツバメと同じですね。

関連死が福島では一気に増えました。半年ごとに
復興庁のデータが出ます。これが昨年、2015 年９
月のデータですね。最新の、３月 20 日（※この講
演の１週間前）のデータを手に入れたんですが、福
島民報という新聞をもらいました。それによると
2031 人。まだまだ増えています。これが単なるス
トレスだけとは思いません。やっぱりいろんなこと
があるだろうと思います。自殺者も福島では増えて
います。ほかでは減ってきたんですが。

京都の日本科学者会議の人が言っているんです
が、１巡目検査と２巡目検査を比較しただけでもの
すごく増えてるよと。これはスクリーニング効果
だけでは説明できないだろうと。つまり、調べ尽く
したから増えたんだとは言えないだろう。２巡目
で増えたということは、被曝の影響が出ているに
違いないと言っておられます。男女比の問題も発
表されていますが。自然状態の比に比べてはるか
に多いという。

このあともいろんなデータが示すように、被曝の
影響がないとは言い切れない。

被災者の方が置かれている実態のひどさですが、
特に年間 20mSv というのを問題にする必要が非常
にあると思います。もともと年間１mSv だと先ほ
ど言いました。これが法律で保証されていたのに、
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福島の人々はこの法的にも守られないという事態に
なっているんですね。

年間 20mSv を下回るのが確実だったらもう帰っ
てこい、避難指示解除と言い出したんすね。これは
放射線管理区域の 3.8 倍に相当します。大人も 10
時間以上仕事したらあかん場所で、飲食喫煙禁止。
白血病でさえ労災認定は年間 5mSv です。これの 4
倍以上でしょ。こんなところで日常生活を送れとい
うわけです。国連も批判をしましたけれど全然聞き
ません。
『女性自身』（光文社、2016 年３月 22 日号）に

ありましたが、タイトルはこれです。『福島「放射
性物質土壌調査８割の学校で驚愕の数値が！』。学
校で、子どもたちがいる場所でものすごいことにな
ってます。チェルノブイリの被災地の中では強制移
住とか、移住の権利があるような場所が福島の中に
いっぱいある、ということですね。こんな事態が進
行している。未来のある、一番影響を受けやすい子
どもたちや妊婦さんを生活させる、ということを国
があえてやっている。暴挙です。

安倍内閣は昨年、この「復興の指針」なるものを
改定しました。簡単に言えば、東京オリンピックま
でにすべて終わらせよ、ということです。なかった
ことにしてしまえ。いわば、幕引きをはかる。それ
が先ほど言われた、いろんなものをセットでやめる
こと、補助を打ち切るとかと一緒に行われます。棄

民政策が今進行している。本当に、考慮する必要が
あると思います。

我々がやらなければならないことはいっぱいあり
ますが、この測定所の運動も非常に難しい運動のひ
とつだと思います。難しいことではありますが、非
常に科学的なデータを示す、何かあったときのため
に絶対に大きな意味があるんですね。何かあったら
本当は困るんですが。測定をずっとされていること
が異変に気付くことでもあるし、私もがんばりたい
と思うんですが。いろんな人に対して、問題の本質
を明らかにして、ほんとに自分たちで「あかん」と
いうことを納得してもらう、そういう状況を作る必
要があると思います。

事故が起きたというのは非常に不幸なことなんで
すが、一つ非常に重要なことも起きた。それはまさ
に国民的な規模で、自分で判断しなければならない
という自覚を持つ人々が増えたということなんです
ね。この、原子核という難しい分野を学ぼうとする
人々が、僕のところへ勉強したい、と来るんです
よ。僕は 30 年間物理の生徒に、こんなに詳しくは
ないけれど、この話は授業でしてきました。でも、
その 30 年分をはるかに上回る人々に、原発事故後
は話をさせてもらっています。こんなことは未だか
つてなかったことです。あの戦争法のときもそうで
すが、まさに民主主義の一番大事なスタイル。これ
が進んでいるんだ、ということはやはり自信を持っ
ていうことができます。

そして我々は、嘘に頼る必要は一切ありません。
彼らには嘘と強行しかないんです。そういう点では
道理は我々にあると思います。

最後にひとつだけ述べさせていただきます。実際
にこれまで生徒たちに教え、大学生にもゲストスピ
ーカーとして教えてきたことなんですが。

ある非常勤で行っていた高校で、２月に国語の先
生に、子どもに原発の話をしてほしい、と言われた
んですね。思わず耳を疑いました。国語の授業でや
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るんですか、と。そうや、と。大丈夫なのか、こっ
ちが心配になりました。そしたらね、「人災と天災」
というテーマの読み物がある、と。そのときに子ど
もたちに、今やったら原発の話ができる先生がいる
けど、聞いてみるか？って言ったら、聞いてみた
い、と言う生徒が圧倒的だったんでやってほしいと
いうんです。50 分。で、スライドを作って準備し
ました。

もちろん、反対、という立場を出すのが僕たちの
目的ではありません。子どもたちに考える材料を与
えるためです。自分でどう判断するかという材料を
与えて、反対という立場ではなくて事実がどういう
ことがあったとか、科学的にどういう問題が明らか
にされているのか、ということについて話しまし
た。

あとで感想文を寄せてもらったんですが、二年生
の文系の生徒たちなんですが、それを読んだら「僕
らはだまされていたのか」、「報道管制がかかってい
たんや」と。僕はそんな言葉は使っていません。お
そらくその生徒はあの SPEEDI を発表しなかったこ
とを言っているんですね。「今までは、わからへん
からすぐチャンネルを変えていた」と。「だけどこ
の問題は、僕らが一番知らなあかんことだというふ
うに思った、もっと聞きたい」と。それでもう 1
時間授業をしました（笑）。

翌年、一年生の国語の担当の先生が同じことを言
ってきました。それでまたやりましたら、同じこと
になりました。もう 1 時間やったんです。子ども
たちは知ったら、「なんでこんな危ないもんを日本
でやるの」と、ほとんど全員がその答えになりま
す。こちらが押し付ける必要はありません。だか
ら、事実を伝えること。具体的な事実を綿密に伝え
ていくことが非常に大事だろうと思っています。

みなさんの力も含めて、運動を広げていけたらと
思います。

どうもありがとうございました。

【司会】
市川先生、ありがとうございました。では質問を

どうぞ。
【質疑応答】
Q：大人のがんが福島で増えているのか、その情

報はお持ちでしょうか。
Ａ：（市川）僕のほうではそういう情報はないん

ですが。入江先生、いかがでしょうか。
（入江 Dr）がん登録が非常にずさんなので、それ

はわからないですね。探してはいるんですが。
（市川）小児甲状腺がんだけは情報を出している、

出しておいて、被曝の影響とは考えられない、と言
い張っているんですね。

将来に現れるがんを早めに発見したにすぎない、
とまで言っていますね。ではいくらぐらい先に現れ
るがんを発見したのか、というと、74 歳ぐらい、
と言いますね。70 年も先のがんを本当に発見した
のだろうかと不思議なんですけどね。そういう医療
関係は僕は専門家ではないのでなんとも言えません
が、疑問を感じることはいっぱいあります。

Q：リニアモーターカーの計画が進んでいますね。
リニアモーターカーは大量に電力を消費するという
ことですが、そのことを浜岡原発をこれからも稼働
させる根拠にするつもりなんでしょうか。

A：リニアを動かそうと思ったらものすごく大量
に電気がいりますね。磁気浮上するという、原理は
僕らにはおもしろいんですが。そこで原発が必要
だ、というのが彼らの理屈ですね。原発の問題だけ
ではなくて、リニアそのものの問題が多いですね。
トンネルが多いので環境破壊や、地下水の枯渇があ
る。それから電磁波が人体に与える影響が日本では
ほとんど解明されていないんですが、非常に強い電
気を使うので、影響がありうる。そういう意味では
原発だけではない、これもまた問題だらけの技術で
す。

しかも、ちょっと移動時間が速くなるくらい。何
がいるんや？と思いますね。これ以上急いで生活し
なければならないのか。

原発は夜中も運転します。稼働率をみると、原発
は 100% が基本です。変化させると危ないですか
ら。夜も作られる電気を使わなければならない。そ
こで、コンビニの深夜労働という、とにかく夜に電
気を使わせる仕組みが作られました。そこらじゅう
で無駄使いをしながら、夜も昼も働く社会が作られ
ました。

リニアはさらに輪をかけるのか、という気がしま
す。

そういう意味では、原発を止めることで、もっと
穏やかな社会になるのかなあ、といろんな意味で感
じます。

Q：４月から電力の自由化が始まりますが、消費
者が電気を選ぶことができるようになることによっ
て、原発政策を変えることはできるでしょうか。

A：ただ言えることは、これはひとつのチャンス
だということです。それはアメリカが、いわゆる電
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力自由化のもとで原発から手を引かざるを得なくな
りましたね。それが実は日本の東芝や三菱などが原
子炉メーカーを傘下に収めるきっかけになっている
んですよ。日本で事故になったものだから、彼らは
財政的に困っているんですね。いずれにしても、自
由化というのは、原発の電気を安いからと今まで売
ってきたことに対して大きな影響を与えます。もち
ろん資本主義社会の競争ですから、手放しに自由化
されることがいいとか、あるいは関電以外ならいい
とは簡単にはいえませんが、少なくとも原発の電気
は買わへんよ、と関電には示したいなと。もちろん
本当に大事なのは、自然再生エネルギーへの取り組
みが広がることです。

私は今のところはとりあえず大阪ガスに切り替え
ています。私の家の屋根には太陽光発電機を取り付
けられないので。

いろんな電力会社が売る電気は、必ずしも自前の
電気ではないということにも注意しておく必要があ
ります。注文が増えて電気が足りないと、やっぱり
関電の電気を混ぜて売ることがあるので、そこも注
意してみておかないと、なかなか難しいところはあ
ります。ただ目的は、とにかく原発を動かそうとい
う流れに痛打を与えることですね。そのためにどう
したらいいのかということは、これが正解だという
ことはいえない。商品選びだけで話すと単純すぎる
かとは思いますが、最終的にはある段階では商品選
びをやり、またその先で自然再生エネルギーに切り
替えるとか、いろんなことを含めて議論して関電を
困らせていけばいいのではないか、という気はして
いますけれども。今お答えできるのはそのくらいで
す。

ただ、商品選びのやり方として、安いからこっ
ち、というだけでは不十分だと思います。高くても
こっちを買う、ということもありえます。

Q：避難区域で PPA をなくしたということです
が、これは福島の帰還を勧めるということと関連す
るのでしょうか。

A：PPA を や め た 理 由 と し て は、 表 向 き は
SPEEDI の予測が不正確だからとしか言いません。
ヨウ素剤をなぜ飲ませないのかについても、そうい
う議論をしている文章を全部繰り返し何度も読んで
いくと、非常にわかりにくい形でそれが書いてあっ
た。結局、その段階で飲ませてもだめだ、というこ
とに尽きているということがわかりました。彼らは
ほんとうに、そういうことをきちんと表には出しま
せん。福島の帰還への影響はどうか、というと、も

ちろんそんなことは書いてありません。全くそこは
わからないですね。

Q：太陽光発電は高くつく、ということが宣伝さ
れていますが、自然再生エネルギーのほうが実は安
いのではないかと感じたのですが、実際はどうなん
でしょうか。

A：僕も経済学の専門ではないのですが、少なく
とも、事故を処理するぶんを入れたら間違いなく、
飛び上がるほどに費用は上がりますね。それから
我々はいわば原発を維持するための費用を電気料金
でまだ払わされてるでしょ。だから、電気料金だけ
見ていたら安いように見えるけれども、その他の、
税金でいろんな補助をしているところとか、事故の
費用を入れたら間違いなく原発のほうが社会的のは
高くつく、と言えますね。

もう一つ、技術的に言うと。原発の電気を作る場
所は、遠方にありますね。消費地からかなり遠いん
です。そうすると、送電の段階でむちゃくちゃロス
が出る。日本は送電のロスを減らすために、ものす
ごい高圧線にしたんですが、それでもロスは大きい
ですね。全国の原発を動かしても、原発６基ぶんく
らいは送電のロスで使われてしまうと従来から言わ
れてきた。

地産地消で自然再生エネルギーをその場で使うと
いうのは、ある意味で経済的にも最終的には大きな
効果を生むだろうと言われています。現在の技術レ
ベルで大量生産ができたら、もっともっとコストは
下がる。ドイツの例がそうなんですね。太陽光パネ
ルが普及していく中で、取り付ける費用が下がって
いくということもあります。それは今後の展開でど
んどん変わり得ます。そういうことで、未来がある
といえますね。

Q：先日ベルギーで起きたテロで、IS が原発を狙
っていたという計画が報道されましたが、国家レベ
ルのミサイルのようなものでなくとも、もっと原始
的な攻撃で原発に損傷を加えられる可能性はあるん
でしょうか。

A：今回の、新規制基準に「テロ対策」というの
がありますが、あれは侵入を防ぐための強化を行
う、というものです。あるいは、何かあったらテロ
対策用の場所を作るとかそんなようなものです。本
当にそれにどの程度の効果があるかということにな
ると。日本の場合は軍隊は動きませんね、アメリカ
なんかは、原子炉の周りで軍隊が行動できるように
してあります。日本はそういう点でも非常に弱いだ
ろうし、まして、ミサイルや飛行機といった国家的
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なテロに対してはまったく力はありません。
原発がテロの標的にされた場合にはものすごく深

刻なことになる、ということには間違いがありませ
ん。侵入を必ず防げるか、についても、日本みたい
な、経験のないところができるかというと、非常に
大変ではないかと思います。

日本の原発は山に囲まれた湾に作ってあります
ね。もんじゅは施設へ通じるトンネルの前で厳重な
警戒をしていまして、むちゃくちゃチェックされま

すが、後ろの山から回れるんじゃないかと思って僕
は見ていました。フェンスなどは設置されるかもし
れませんが、本格的な作戦を取られた場合にそんな
ものは持つのでしょうか。絶対に安全だとは思いま
せん。

司会：ここで一旦終わりにさせていただきます
が、丁寧にお答えくださった先生に拍手をお願いい
たします。ありがとうございました。
（拍手）


