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- F安全思想』に反するI C設備の隣接配置+新たなr無断変更｣?一

束電捗宅全書萱軽視+卓捗未だr規制の鹿J I
2013. 5. 3+5.6

【｢法令に抵触せず｣の非常用復水暑くI C)

配管の無断変更】

『鳴り砂』 238号で､福島第一原発･ 1号機

(福島-1)の事故の深刻化をもたらしたr非

常用復水蕃(I C)｣に関連して､そのドレン配

管の接続方没が､原子炉設置許可後から工事計

画瓢可申請までの間にa国に無断で変更"され

ていた閉居について､ H24.2, 27に保安院がr法

令に抵触せず｣と最初から決め付けた上で､東

電に形だけの3. 12報告書(弁明以外に中身な

し)を出させて済ませたという､高島事故後も

盛土除安院の帽力追従･法令軽視の姿削(国
会事故駒の言う『規制の虜』)を批判しました(こ

の間皆は小出裕幸さんも｢この国は原発事故か

ら何を学んだのか｣ (幻冬舎ルネッサンス新書､

pp. 177-17番)で言及しています)｡そして､無断

変更の要因として｢配管長さの節約-工事･材

料費などの逢着や工期の削液､マークⅠ型格納

容器の狭さ｣などが考えられることを指摘しま

した<且24.3.20記: r風の会｣ホームページで

もご究いただけます>｡

<国1>

【r非対称Jへの`違和感"】

その際､ ｢冷却の対称性｣を崩した安全面の問

題にも言及し､r I C設備が2系辞とも原子炉建

屋の同じ側に配置されているから.-｣という東

電の推軌を記載しましたが､その弁明に何とな

く　q違和感"を持ち続けていました｡それが先

日ようやく氷解しました｡

手元にある福島- 1の設置許可申請等(原子

力資料情報室･上帝千尋さん提供+福島県立図

書館でコピー)では､確かにrIC設備が2系

統とも原子炉建屋の同じ側に寵置｣されていま

す<図1 :左上の⑨と付された2つの大きな○

の円筒断面タンク>｡しかし､その結果､原子

炉建屋の片側が大きくえぐれ､体積は小さくで

きた一方で､よく見ると　rえぐれ部分｣では:格

納容蕃コンクリートが原子炉建屋外に"ムキ出

し"になっているという安全上の問題をも生み

出し､不恰好な形になっています｡

それに対して､敦賀原発では､格納容器をは

さんで別々･対称的にI Cが配置されています

<図2>｡ちなみにこの図は､今年3月に樋田

･一､ -反乱ま冷し乱も. 1
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敦さんら共著の本を立読みした蘇､ I C対称配

置の図が掲載されていたのを日にして｢アレ

ッ?｣と思ったのですが(確かr福島-1｣と

説明していましたが､ "見tBれた''図とは違うた

め､即座にr敦賀｣と推沸)､敦賀の図面が手元

になく､先日ようやく橋井県のホームページで
"発見p　したものです｡

【r独立性｣のないI C設篤の隣接寵量と

ツジツマ合わせ+新たなr無断変更｣ ?】

福島-1の偏ったI C配置では､火災(や航

空機墜落)などの異常時にα共倒れ"したり､

1系統の配管･タンクが破扱して高温蒸気･熱

水が噴出したりした場合､もう1系範もその彫

長S("&l;㌫咽去　森高#13l･"

<固3 >　(下草令へ亀はも,LL恥盲. )
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菅を受けて"共倒れX'する可能性が

あり､ ｢独立性｣という『安全設計

思想』に反することは明らかです｡

そのことを､教架の対称的な配僅図

を見て気付きました｡

ところが東電(または建設した

米･GE?)は､原子炉建屋をより

小さくして鉄筋コンクリート使用

量を汝少させ､ I C設備2系続を隣

接させることで設置･配管工事の手

間･費用を大幅に抑えることを何よ

りも優先したものと思われます≪

5･ 6追記参照≫｡

最初に述べたベント配管接続方

法の無断変更も､最初の(GE作成

の?)申請図面が■間違って"対称

的(安全に) ･不経済に作成されていたので､東

電がI C設備の騨接配置に合わせ､配管の長さ

も最短(-費用が最小)となるよう"正しく"

非対称按続に修正しただけ､だからわざわざ国

に断る必要もないと判断したと考え　　　　れ

ば､ツジツマが合います｡

しかも､図1では2系統のI C設備の間が壁

で区切られ､独立性が確保されているように措

かれていますが､実際には壁は存在しません<

図3-第9.2-4回の右上:この平面図はr法的

に間宮となるJ申請書本文にはなく､添付書類

だけにあり>｡この事実を安全審査のr専門家｣

が読み取れない･見逃しやすいように意図的に

隠したのだとすれば､非常に`悪質"です｡国

会事故詞･田中三彦さんがI C設備調査のため

1号機4階-入ろうとしたことに

対して､ ｢中は其っ暗､道真内同行

もしない｣と東電が嘘をついて妨害

(2013.2.7､3. 14朝日+東電の3. 13

枚証結果報告書)したことと同質･

同根ではないでしょうか｡

≪5･6i自髭:敦架ではどうなって

いるか不明ですが､福島-1では原

子炉建屋西側に設けたI Cタンク

からの蒸気放出口(ブタの鼻)への

配管が､ r隣接設置｣により極めて

短く済んだことが分かります(図4
-2013.5.1規制香･第1回事故分析

検討会の資料3p.5の図)｡別々･対

称的に設置すれば､東側I Cからの

放出配管が､格納容盤や使用済燃料
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プ-ル･気水分推署等貯麓プール発症回のため､

かなり長輔かつ複雑になることは明らかです｡

※また追記作成中､同府蔑プールの形状(図4

や図5 -資料3p.13の固)が図3の添付書類図

面と違うことに気付きましたが･きっと最新の

図4 ･ 5の方が正しいことでしょうから､盟主

かに｢無断変更lだと思われます｡しかも､且

皇国直である図1の右上◎のプール形状と異な

りますから､今昇こそ

___嘩令に抵触｣するので

は土いでし　-か?そ

して､このような無断変

更が日常的に繰り返さ

れ､その結果､設備･配

管などのr設計･工事図

面｣とr実際の配置｣が

異なるなどしたため､事

故直後の消火系統から

の冷却水注入経路の確

保や格納容#ベント弁

の手動操作などの緊急

時の現場作業に手間取
ったりした可能性も十

分に考えられ､また､事

故後の格納容器内調査
では､図面ではないはず

の配管に沸庫されてカ

メラが挿入できなかっ

た事億も生じているこ

とから､ ｢法令に抵触し

ない｣で済まされる間暦

では決してありませ

ん! !≫

【未だF規制の虜Bの国の原発規制行政】

一方で国も､ I C設備の偏った配置･ r独

立性｣の欠如という"設計ミス"を見逃して

きたが故に､缶管接続方絵の無断変更を閉居

視すれば､前者の設置許可段階での重要な見

逃しも明るみに出ることから､後者を闇に葬
ったという其の執権も理解できます｡

いずれにしても､福島事故後も､国が未だ

に『規制の虜』となっていることは明らかで､

今年7月からの『新安全指針』による全原発

の安全性再権藤(バックフィット)が真筆に

なされるかどうか､極めて疑わしいものです｡

ましてや､ 5.3トルコ-の原発輪出を決めた
"原発推進･金儲け第-"の安倍政権下です

から､なおさらです｡　　(以上5.3)

☆5.6付記☆　朝日新聞連載｢プロメテウスの

昆　原発を維持せよ18｣ (5.1)では､ 2007

年発覚の電力12社のトラブル隠し･データ改

ざんをr悪質な法令違反｣としながらも､電力

経営者の責任を厳しく問わなかった建直省の



r平成の徳政令｣が取上げられていました(な

んと第1次安倍政権下)｡同省OBは｢あれでモ

ラルは完壁に崩壊した｣とのことでしたが､福

島事故後に規制庁の官僚が誰も責任を取らない

のはそのせいでしょうか｡

また､原子力委員会の小委旦会が電気事業者

らに資料を事前配布した問題で､守秘義務違反

の刑事告発を受けた東京地検特捜部が､近藤駿

介委員長ら27名を不起訴処分にし､ r資料はい

ずれ公開されるもので秘密性は高くない､と判

断したと見られる｣とのこと(5.1朝日)｡真の

問題は､資料のr秘癌性の高低Jではなく､特

定の利益団体に便宜を図った原子力香魚会の
"全体の奉仕者"に反する　r不公正さ･非中立

性｣にあると思いますが､福島事故後も原発行

政･規制行政がq推進派の奉仕者hであり裁け

ることが司法権力によってもr乾令に抵触せず｣

として容審された点は重大です｡また､ rいずれ

公開される｣情報でも｢事前｣に知ることが事

業者に利益(甘い汁)をもたらすからこそ事前

配布を求めたはずで(入札情報漏洩や株インサ

イダー取引など)､検秦には第一にそれを明らか

にすることが期待されていたはずです｡F親制の

虜』はどこまで柾がっているのでしょうか｡

そのような中､茂木鼓産相は､原子力規制委

員会とは別に電力会社中心の原発安全性検証親

株を設置する考えを表明しましたが(5.5朝日)､

r電力会社の体質を変える｣という"建前"と

は裏腹に､｢何も変わらない電力会社｣によって､

バックフィットに慎重な(姿勢だけかもしれま

せんが)規欄委員会の尻を叩く(検証組織はr安

全籍替)を既に出しているのに･･.などと『規制

の虜』に戻す)のが日的としか思えません｡安

倍政権下の原発再稼動に向けた動きの括発化･

暴走からは､ (蓑法改正論議と同様)本当に目が

推せません｡ (完)

(仙台原子力闘唐研究グループり

一最近の亮に堺魯動き3一

元裁判長8くr遅すぎ魯btもしれ手せん# ･･･ J

先日書店に立ち寄ったところ､F'原発と裁判官

なぜ司法は｢メルトダウン｣を許したのか』と

いう背表紙が日にとまりました(鉄材健太廊･

山口栄二著､朝日新冊出版).女Jll原発群砕

(1981-2000)に長く関ってきた筆者にとっては､

しかも1審棄却判決(1994)を書いた塚原朋一･

元裁判長の証言が載っているからには､買わざ

るを得ないものでした｡また､同氏が途中から

(1991-)赴任したとき､弁護団からは同氏が

若手有望株で判決をさくために来たのではとい

う話を開き(実際の判決は､原発の危険性は『社

会観念上J無視できるという"期待外れ"のも
のでしたが)､さらに判決後に異動した東京地裁

でビルの一部を取り壊わさせる画期的?決定を

出したというニュースも耳にしましたので､果

たして福島事故を騰まえてどのような感想を持

っているのか､とても気になりました｡ <*他

の内容･証言等も面白いものでした｡ >

塚原氏が､ rわたしにとって苦痛｣と言いなが

らも､判決のキーワードとなったF社会観念上Jl

とはr当･時のわたしの社会観念です｣ rこれにつ

いては､いま､反省する気持ちがあります｣と

語り､ r自分の出した判決は正しかったのか､正

しくなかったのかと考え続ける｡そして､正し

くないと藩論づけたら反省する｡遅すぎるかも

しれませんが､そうするしかありません｡法律

家として一生背負っていく間宵だろうと思って
います｣と､現在も判決に向き合っていること

は評価したいと思います｡ただし､福島事故で
r正しくなかった｣という結論が出たことを静

めておらず､また､東北電力の情報非開示を批

判しながらも､原告住民側の出張･立証がrど
の争点についても弱かった｣と責任転嫁?して

いることは､療念です｡何より､女川の原告団

や福島事故の被害者は､塚原氏のそれとは比較

にならない｢苦痛｣を受けた･受けているので

す｡

また､福島事故でヒューマンエラー(人為ミ

ス)が重なったことに｢ショックを受けた｣と

して､人的ミスをめぐる農協をr真剣に考えて

いませんでしたJ　と告白していますが､筆者ら

は､記憶では提訴7-8年後?に御定された宮城

県情報公開条例(原告団の阿部廉則さんから教

えられて)で女川1の事故報骨等を入手し､何

度も読み込んで､設備･機番の不具合などのハ
ード面だけでなく,運転マニュアルなどのソフ



ト面も含めた様々な開圧点を梼一杯指摘したつ

もりなので､腹立たしく思いました｡ <**ソ

フト面の開港は､控訴審で特に詳細に論じまし

たので(やはり情報入手に困斧を極めましたが)､

武藤冬士己･元裁判長に感想を開いてみたいも
のです｡ >

いずれにしても､その当時の原発容藩という
r社会親念｣に舟られ､ r東北電力から､多重防

護機能についての説明が何度も換返され､わた

しはそれに乗った｣という　q敦い者勝ち･専門

家信仰"から司法･裁判官が脱却しない限り､

国(行政府) ･電力･御用学者一体で推し進めら

れる原発再稼動(や核燃サイクル)に対し､ ｢新

たなメルトダウン｣を未然に防止する役割は果

たせないと思います｡ <2013.5.5記>

(仙台原子力同額研究グループⅠ )

之･9′3. <~｢
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【訂正とお乾び】
前号F鳴り砂』 2-063号別冊(2013年4月10

日発行)で【女川原発アラカルト】の記載に間

違いがありました｡訂正してお詫び敦します｡
r2月12日　東北電力-･･･1月分の女川原発

の点検状況報告｡ ･･川里箆が対応完了済みと発

表｡3月11日　--2月分の女川原発の点検状

況報告｡ -･.･堕丘が対応完了済みと発表｡ J

【蔦】 55件⇒ 【正】 57件　です｡

[ ☆M育毛77弓nlLト】
【4月】8日(月)　内閣府消費者委員会､東

北電力､四国電力の家庭向け電気料金値上げ

申請について検討する第-回調査会を開催｡

9日(火)　東北電力､国際原子力槻関(IAEA)

による女川原発訴査最終報告書が公開された

と発表｡

10日(衣)　東北電力､県･女川町･石巻市に

3月分の女川原発の点検状況報告｡ 61件の被

害の内今回復旧はなしで､ 57件が対応完了済

みと発表｡

12日(金)　仙台で､夜､簾34回r大使を止

めろ!女川幕着働するな!子供を守れ!汚染

はいらない!みやぎ金曜デモ(略称:脱原発

みやぎ金曜デモ)Jl主催みやぎ金曜デモの会

(代表西さん)､壌がちょうど見ごろの鏡町公

園から､少し冷たい風が吹く中.釣100名参

加｡

16日(火)　県､東京電力にr福島第一原発汚

染水閑居｣で対策の徹底を県庁で直壌要請｡

東北電力の電気料金値上げを審査する経済

産業省の専門重点会が開催｡

17日(水)　消費者庁､東北電力の亀気料金値

上げに関する意見交換会を仙台で開催｡

19日(金)第35回r脱原発みやぎ金曜デモ入

寒の戻りの寒い中､勾当台公園から約90名参
加｡

19　日(金)　乗車省､県内全域の河川や湖沼､

海域計71地点で実施した放射性物質モニタ

リング結果を発表｡河川､湖沼周辺の34地点

の土壌から13-3400 1弛/kgの放射性セシウム

を検出｡岩沼市､亘理町･阿武酸川(阿武隈

大横左岸) 3400 Bq/kE､角田市･阿武隈川(江

尻橋右岸) 2700 Bq/kg､同左岸の2010 Bq/kg､

気仙沼市･大川(館山大桶右岸)で1870Bq/

kg｡河Jll､湖沼､海域の底では､名取市･増

田)ll (毘沙円横付近)で2270Bq/kg､七ヶ宿

ダムで1670的/kg,丸森町･阿武隈川(丸森

備付近)で1230 Bq/b検出｡水質は全地点で

検出下限値(1th/てこ)以下｡河川､湖沼周辺
の空間放射扱圭は､ 0. 05-0. 241L Sy/h.

22日(月)　東北7県の生協連､電気料金値上

げをめぐり､東北電力と意見交換会を仙台で

開催｡

気仙沼市､自家消費用食品の簡易渦定で､

原木シイタケ5検体から101-235 Bq/kgの放

射性セシウムが検出されたと発表｡
23日(火)　東北6県と新潟県が合同で､電気

科金貨上げ備圧帯を求める要望書を東北電力

に提出｡



25日(木)　東北電力､ 3期連携の赤字決算を

発表｡推挽失1036億9800万円｡

東北電力の電気料金値上げを審査する経済

産業省の専門番長会が開催｡設備修繕費増加

を説明｡

26　日(金)　東北電力､ r女川原発における原

子力防災訓練実施結果Jを原子力親潮委員会
-初めての報告｡

28日(日) ｢さようなら原発inいしのまき2013j

(主催rさようなら原発inいしのまき｣実行

垂)､石巻中央公民鋸大ホールで粥催｡午前の

部では出店･音集会が､午攻､ r母と子のため

の掛まく知練一食岳汚染･内部#ぱくから身

を守る-Jと点して崎LLJ比早手さん(医学博

士､高木学我)が諌演｡聾べ300名串加｡

ドキュメンタリー映画rフタバから遠く離

れて｣の上映会が､せんだいメディアテ-ク

7階スタジオシアターで詞催｡主催仙台上映

実行垂A会｡ 130名事加｡

第36回r脱原発みやぎ金曜デモJ､基14

時､錦Fr公園から約80名参加｡

SOB(火)　脱原発東北電力株主の会.r衷川.

東通原発廉炉等を求める牡主提案｡記者会見｡

農協.宮城県協集会､東京電力に,第20次

分として､ 13億8860万円の好荘金支払い(農

家3022人分)を請求｡

【5月】 7日(火)　政府､ 350Bq/kgの放射性

セシウムが検出された大和町で採れた野生
コシアプラの出荷欄隈を指示｡

涌谷町､汚染牧草の-時保管狙所を町有地

に保管することを決め､貌明会を開催｡

8日(水)　r女川原発療境研査湘定技術会J

開催(風の会HPの報告文を参照) ｡
gel (木)　わかめの会､ r未来への伝言｣試写

会を開催｡

経済産業省の東北電力の電気料金値上げに

関する公聴会が仙台で開催され､ 27人がr値

上げ反対Jr原発を廃炉にした方がコストを圧

締できる｣等の意見表明｡

10日く金)第37回｢脱原発みやぎ金曜デモ｣.

元坂治丁公国から約80名参加.

県漁協､福島第-原発汚染水漁れを批判す

る抗議文を東電に提出｡

11日(土)　r大間原発反対!仙台集会｣が.

仙台市民会せ会議圭で開催｡中遣雅史さん(大

間原発反対現地集会美行表具会事務局長)が

講演｡主催とめよう戦争への道!百万人署名

運動宮城県連絡会｡

12日く日)　r且の全　会鼻のつどい｣を仙台

市戦災gE典妃会館4F第2会乱圭で幣催｡ 25

名が参加｡活動報告､会計報告､運動方針を

牡明し意見交換､各自の自己濁介を行った｡
13日(月)　気仙沼市､自家消費用食品の簡易

沸定で､原木シイタケ､タラの芽､ワラビ､
コシアプラ計10検体から106-446Bq/kgの放

射性セシウムが検出されたと発表｡

14日(火)　東北電力､女川原発券地内の防潮

堤の高さを､ 15年度内に､ 3mから約15mま

でかさ上げ(稔延長約800m)する計帯を発

表｡新たに憩定した最大津波23mを防争?

県水産物放射能対策連絡会義､昨年5月18

日から求めていた､仙台湾南部海域のアイナ

メ水場げの自粛を解除｡県内全域で水湯げが

可髄に｡

16日(木)　栗原市､住宅地の空間放射農耕定

結果を公表｡ 841世帯の内､ 205世帯で雨樋や

側溝などで局所的に国の除染基準(0. 23FLSv

/h)を超えた｡

丸森町､下旬から汚染牧草(1593トン)杏

町営牧場で一時保管｡処理費用は全額､東電
に親書l昏債請求｡

県大河原地方振典事務所､丸森町耕野で竹

林除染実験の検証作業を開始｡

福島第-原発事故により欧州に妻が帰国し
た仙台市の男性らが､ ｢死の恐怖｣の慰謝料を

求めた訴訟の第1回口頭弁論が仙台地裁であ
り､東京電力は請求棄却を求めた｡

17日(金)第38回r脱原発みやぎ金曜デモ人

膚天､きれいな夕刻の中､ r軒先やめよう｣と

元気にデモ｡東光大学片平キャンパス北門か

ら約80名手加.,

県蔑会大慶災復旧･復興対策調査特別委員

会､県漁協､県農協中央会､県森林粗合連合

会に原発r見評故事｣の意見聴放｡

県､初めて､東京電力と連輯体制について

の発雷｡

県､仙台帝南部海域のイシガレイの出荷自

粛(1月から要請)を解除したと発表.

県､東松島市浜市沖で捕れたタロダイから
170 Bq/kFの放射性セシウムが検出されたと

発表｡
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