
【原発問題のミニミニ解説 ３：ベースロード電源】 

 ＜2014.3.5 記＞ 

 

安倍政権は 2.25 に新たなエネルギー基本計画の政府案を決め、原発を「重要なベ

ースロード電源」と位置付け、原発再稼動の方針を明確にしました。これは、「昨年末

の経済産業省案で原発は『基盤となる重要なベース電源』だった。それを政府案では

『重要なベースロード電源』という技術的な用語を使って推進姿勢を強調しないよう

脱原発派に配慮」＜2.27 朝日＞したものだそうです。 

 

「ベースロード電源」とは、変動する電力需要（負荷＝ロード）のうち、日単位（昼

夜）でほとんど変動しない基底部分（ベースロード）を担う電源のことで、一般には

低コストで一定出力で長期間運転し続ける水力・地熱・石炭火力などの発電方式を指

します。一方、時間帯による中程度の電力重要変動は、出力調整が可能なガス火力（中

コスト：ミドル電源）が担い、さらに短時間・瞬間的な変動は、こまめな出力調整が

可能な石油火力（高コスト：ピーク電源）が担います。このように、技術的な出力調

整のし易さ（制御性）と燃料コスト（経済性）を考慮して様々な電源を組み合わせ（ベ

ースロード・ミドル・ピーク）、時々刻々の電力需要変動に対処します。 

原発は、安倍政権が言うまでもなく、これまでも電力会社が、「ベースロード電源」

に最適で、原発を含めた電源構成が「ベストミックス」だと宣伝してきました。水力・

地熱などは、原理的に出力をこまめに調整・変動させることが困難で、逆に「一定出

力・長期間運転」に適した低コスト電源（のんびり牛）です。それに対して原発は、

「低コスト」の欺瞞性はここでは言及しませんが、一瞬で出力が急変する核分裂（だ

から核爆弾が作れる）が物理的原理のため、出力の急変（核暴走）を人為的に制御し

てなんとか一定出力を維持しているに過ぎず（暴れ馬）、出力調整・変動が危険だとい

う技術的欠陥ゆえに「一定出力・長期間運転」するしかないので、他の「ベースロー

ド電源」と同列に論じることはできません。また、電力会社は、再生可能エネルギー

（風力や太陽光）が自然条件により出力変動することを理由に全量買取を拒んだりし

ていますが、それらを「ベースロード電源」と位置付け、中程度（ミドル）の変動分

＝不足分は他の発電方式で補うことも技術的には可能と思われますから、結局はコス

ト面も含めた電源構成の‘考え方・覚悟’の問題だと思います。 

 

では、原発を「ベースロード電源」と位置付けるような‘考え方・覚悟’も許され

るのでしょうか。いいえ、それは全くダメです。これまでも原発は、稼働率向上の名

の下に（＝経済性優先）、稼働率低下の“元凶”である長期の運転停止が必要な「定期

検査（本来は核燃料交換のため）」を短縮するため、運転中に検査する「供用期間中検

査（ＩＳＩ）」を増やしたり停止前から定検準備をしたりして、労働者被曝や検査ミス

による事故発生の危険性を高めたり（2004.8.9 美浜３・蒸気噴出事故（５人死亡・６



人重火傷）は停止前準備中）、定検間隔＝稼働期間を延長（現行 13 ヶ月から最長 24

ヶ月連続運転）するため、高燃焼度燃料（長く燃えるようウラン 235 の濃縮度を高め

た燃料）を導入するなどの“危険側への技術向上”が図られてきました（『鳴り砂』№

202､213､217､228､230 参照）。また、日常的にも、異常信号が発信されてもすぐには原

子炉を停止させず（止めると１日１億円の損失とも言われるため）、「監視強化」と称

して異常を放置・様子見する“運転管理”が常態化し、事故の拡大・深刻化を招いて

います（1989.1.6 福島二３・水中軸受リング脱落・再循環ポンプ破損事故が典型）。 

従って、原発を「重要なベースロード電源」と位置付ければ、単なる「再稼動容認」

に留まらず、何よりも「運転継続」が優先・正当化されることから、全体的には定検

期間短縮（検査手抜き）・長期連続運転（劣化放置）・燃料の高燃焼度化（制御性の悪

化）や、日常的には異常を放置する危険な運転管理が容認・推奨されることは確実で、

事故の危険性の増大が懸念されます。 

しかも、太陽光なら半日、風力なら数日～１週間程度、水力でも渇水期の１ヶ月程

度、全く発電できない時間が“不確実”にあることが考えられますが、原発は、“確実”

に定検で３～４ヶ月間、事故隠しや同型炉事故や 3.11 大震災などで数ヶ月～１年以上

停止する可能性のある「不安定電源」であることが実証済みですので、その意味でも

「ベースロード電源」が務まるはずはありません。  （完） 

 

 

【参考資料】 

鳴り砂２０２：05.9.23 記 

＜『ムチ』とならない「抜き打ち検査」＞ 

 真の狙いは原発の「19 ヶ月連続運転」？ 

 05.9.16 朝日新聞は１面で、来年からの「原発抜き打ち検査導入」を報じました（以

下、引用は同紙１面と 10 面）。ただし、原発停止が必要な定期検査は抜き打ち不可能

なため、稼動中に行われる保安検査のみが対象とのことです。 

 現在の保安検査では、経産省原子力安全・保安院の検査官が「実務を円滑に進める

ため」「電力会社に検査日時や場所を事前通告し、電力側の社員も検査に同行する」の

に対して、「見直し後は原発内を熟知した検査官がいつでも自由に立ち入って調査で

きるため、保安院は『電力会社の日常の緊張感が高まり、事故につながるトラブルを

自分で見つける力が向上する』と期待する」とのことです。その一方で、「保安院や電

力業界内には、電力会社の意欲を高めるため、管理体制などが優秀な原発は定期検査

の間隔を２年程度に延ばす案なども出ている」ことから、同紙《解説》によれば、「今

回の改正は原発の監視体制を厳しくする一方、優良な原発には優遇措置を与え、いわ

ば『アメとムチ』の使い分けで電力会社の安全意識を高めることを目指す」ものとさ

れています。 

 本当でしょうか？ 



 

【甘い『ムチ』】 

 検査を行なう「原発内を熟知した検査官」が、原発という巨大システム全体も各部

分も“全て熟知”した検査官であるとは限りませんし、「いつでも自由に立ち入って調

査できる」範囲も原発稼働中には制限される（格納容器内には立入り不可能）ため、

「事故につながるトラブル」の発生しそうな重要な箇所・機器・配管などを調査でき

ない可能性が高く、さらに、検査官が行なう保安調査なるものも、配管肉厚やひび割

れ測定用の精密検査機器を持参し自ら計測することなど考えられませんから、結局は

外見で確認できるような蒸気・水漏れなどの不具合や一部の運転パラメータの変化な

どしかチェックできないはずです。そのため、東電・トラブル隠しや関電・美浜配管

破裂事故などの原因を「電力会社も保安院も発見できなかった」のと同様に、「抜き打

ち検査」という『ムチ』の導入によっても、電力会社が「‘外見で確認できるような’

トラブルを‘検査官が見つけるよりも早く’自分で見つける力が向上する」程度の“改

善”はなされても、それは真の国の監視体制の強化＝原発の安全性向上につながるも

のではありません。（悪く考えれば、電力が検査官より早くトラブルを見つけたら、そ

れを検査官にバレないように隠して、勝手に運転継続の判断を行うことも考えられ、

本当の意味での“改善”になるかどうかさえ怪しいものです。） 

 

【甘くない『アメ』】 

 それでは、国が考えている優良原発の運転期間＝定検間隔の延長という優遇措置は、

『ムチ』の代償としての『アメ』として機能するのでしょうか。 

 原発の定期検査は何のためにあるかというと、‘設備機器の健全性＝安全性の確保’

のためではなく、第一義的には‘運転継続に必要な燃料補給＝燃料棒交換’のためで

す。火力発電の場合、重油などの燃料を間欠的にタンクに補給しさえすれば、ボイラ

ーへの燃料供給は連続的に行えるため、基本的には何年でも連続運転が可能です。と

ころが、日本の原発の大半を占める軽水炉では、密閉された原子炉内にウラン燃料を

連続供給することは不可能なため（注：黒鉛炉では可能）、定検時に原子炉を開け、“燃

え尽きた”燃料棒を“新品”と交換することが必要不可欠なのです。そのため、例え

ばウラン濃縮度約３％の“新品”なら 25～30 ヶ月の燃焼が可能なことから、以前の「年

に一度の定検」というサイクル（８～９ヶ月運転、３～４ヶ月定検）では３～４サイ

クル分に当たるため、定検時に 1/3～1/4 の“燃え尽きた”燃料棒を交換していました。

また、稼働率＝経済性の向上を図った現行の 13 ヶ月間隔の定検サイクルでは、より長

期間燃やせるように、ウラン濃縮度は 3.5～４％にまで高められてきています（高燃

焼度化）。 

 ということは、例えば「13 ヶ月×３サイクル」の運転計画の原発に、突如国が“ご

褒美”として２年間の連続運転を認めてあげても、1/3 の燃料棒は 13 ヶ月で‘計画通

り’燃え尽きますので、‘計画外の運転継続’はできないのです。電力にとっては「自

動車が優秀だから、ガス欠でも給油しないでさらに走らせなさい」と言われるのと同



じで、“現状では”有難味は全くありません。 

 

【『アメ』を甘くする秘策】 

 にもかかわらず国は、何故それを『アメ』と考えているのでしょうか。国は、定検

時の燃料交換の必要性を知らないほど原発に『無知』なのでしょうか。 

 いいえ、国も電力も、“現状では”有難味がなくとも、有難味が出るように“現状を

変える”秘策を隠し持っているのです。 

 電力会社にとっての究極の経済性向上策は、原発の稼働率の向上、すなわち連続長

期運転化＝定検間隔の長期化です。しかも、19 ヶ月連続運転可能な高濃縮度（＝高燃

焼度）燃料は、既に開発済みです（『鳴り砂』177 号参照）。 

 ですから、今回の「抜き打ち検査」導入は、国と電力が一体となって、現行の 13

ヶ月運転に代わる「19 ヶ月連続運転」という秘策（＝これこそが本当の『アメ』）を

導入するための“隠れ蓑”であることは明らかです。なぜなら、検査導入前＝ご褒美

前から「19 ヶ月運転」用に炉心設計を変更し、高濃縮度燃料を装荷しておかないと、

優良として長期運転が認められても、原発自体が対応できないからです。「19 ヶ月運

転」の一般化・日常化を前提として初めて、たまたま検査で引っかかった原発には『甘

いムチ』として現行の 13 ヶ月運転などに“運転短縮”を命じ、大半を占めるはずの“優

良原発”には‘計画通り’の 19ヶ月運転を認める、という茶番劇が可能となるのです。 

 

 原発の長期運転の一般化・日常化は、ウラン燃料の高濃縮度化（＝高燃焼度化）に

よる炉心性能・制御性の悪化をもたらし、また、「事故につながるトラブル」をこれま

で以上に軽視・無視して運転強行する事態をもたらすなど、安全性をより一層低下・

悪化させるものでしかありません。また、アメリカで実施されているご褒美としての

「検査期間の短縮で原発の稼働率が上がる措置」なども、定検の第二目的の？、しか

し原発の安全上は最も大切な‘設備機器の健全性確保’を危うくするものでしかあり

ません。このように、今回の「抜き打ち検査」導入は、‘百害あって一利なし’です。 

 

 

鳴り砂２１３：07.8.26 記 

＜「命よりも電力供給優先」の国・電力会社＞ 

 経済性確保の切り札？ 「24 ヶ月連続運転」 

 国・東電が、柏崎刈羽原発全７機の中越沖地震・運転停止による「首都圏停電危機」

を煽った直後の 8.24、経産省が来年４月から「原発２４ヶ月連続運転」を導入する方

針であることが報じられました（朝日）。具体的には、電力会社が「各原発の機器ごと

の寿命を調べて保全計画書を提出」し、国が「計画書に基づいて安全上問題ないかを

評価し、13,18,24 ヶ月の３段階で次の定検までの期間を判断する」という『原発稼働

率＝経済性の向上策』です。 



 『鳴り砂』202 で述べたように、原発の定期検査は‘設備機器の健全性＝安全性の

確保’のためではなく、第一に‘運転継続に必要な燃料補給＝燃料棒交換’のためで

すから、単純に考えれば、濃縮度を上げた（高燃焼度）燃料を装荷しさえすれば、原

子力潜水艦が数年間も無寄港で軍事行動を継続できるの同様に、連続運転は可能です。

ただし、05年 9月は、一応「原発の抜打ち検査」導入（ムチ）のご褒美としての「19

ヶ月運転」（アメ）を認めるというもの（茶番劇）でしたが、今回は、「機器の寿命」

がありさえすれば「24ヶ月運転」を認めるという、安全性向上の建前すらかなぐり捨

てた“大盤振る舞い”です。 

これまで“予想外”の「配管の破裂・穴開き」「再循環ポンプのひび割れ」などが

繰り返されてきたことから明らかなように、配管の減肉や機器の劣化について国・電

力会社は正確に把握・予測できていません。今回の発表直後、「命よりも電力供給を優

先する方針」と泉田・新潟県知事が批判したように（8.25 朝日）、そのような現状（低

精度の検査と机上の計算）で「機器の寿命」が保証されても、原発の安全性が保証さ

れたことにはなりません。 

 さらに、定検への作業集中を緩和（＝定検自体を短縮）するためにポンプ等の運転

中点検を認め、作業員被曝低減効果が期待できるとも述べていますが（8.24 朝日）、

運転中点検は、ちょっとした手順ミスなどにより予想外の異常事態を自ら発生させる

可能性を増大させ、04美浜３蒸気噴出事故のような被曝労働・労働災害発生の危険性

を一層増加させるものでしかありません。 

 「電力の安定供給」にも寄与せず、国からも莫大な資金援助を受けていながら、な

お超長期の連続運転でしか経済性を確保できないことを自認した原発は、もはや通常

の発電方法としては完全に失格です。 

 

 

鳴り砂２１７：08.6.25 記 

【短信】‘百害あって一利なし’の原発ノンストップ運転！ 

 5.29 の県の 110 回女川原発環境保全監視協議会で、『鳴り砂 №213』で指摘した、

定検間隔延長による２４ヶ月連続運転を狙う原子力安全・保安院の『新検査制度』の

説明（原子力発電所における検査制度の充実 H20.5）があったようです（傍聴した兵

藤さんからの資料）。 

 点検間隔“短縮”の具体例として「ポンプの分解点検頻度は１回／４年」から「１

回／３年」に変更というように、より安全に配慮したように見える説明があります

（p.21）。しかし、これまでは「最長１３ヶ月運転＋３～４ヶ月の定検」のため、「１

３＋４＋１３＋４＋１３＝４７ヶ月≒４年」に１回検査をする体制だったものを、こ

れからは１８ヶ月？運転の“ご褒美”を考慮した「１３＋５＋１８＝３６ヶ月＝３年」

とか、原子炉停止間隔の変更例（p.36）に挙げられている１５ヶ月運転を想定した「１

５＋５＋１５＝３５ヶ月≒３年」に１回検査をする体制＝長期連続運転に対応した頻

度に修正しただけ、と‘勘ぐる’こともできます。その一方で、従来は１年程度（１



３ヶ月）で交換していたグランドパッキンなどの消耗品は、実績で４年程度の耐久性

があるとして、その間交換不要として「点検間隔の延長」＝連続運転１８ヶ月・２４

ヶ月（p.19）の正当化を図っています（p.22）。その結果、p.36 の右下に筆者が加筆

解説？したように、「停止間隔＝運転時間の長期化」と「定検＝起動停止＝部品交換回

数の減少」により、電力には大きな経済的利益がもたらされることになります。 

 今回の制度変更理由の一つとして国は、過去１０年間の計画外停止から、「状態変化

に伴う故障の発生」＝定検をするから作業ミスで故障する！という『原因』を解明し

たとして（pp.26-27）、「定検周期の最適化により」計画外停止を「低減できる」と（p.27）、

原発運転の長期化を“安全確保のため”と正当化しています。しかし、定検時の作業

ミスは、定検「周期」の長短とは関係なく、定検「期間」の短縮化＝短期間に多数の

作業を深夜・早朝構わず詰め込んで強行するという現在の定検工程が『最大の原因』

となっていることは、誰が見ても明らかです。また、計画外停止をもたらす「経年劣

化・故障」も、運転の長期化により、運転中に進行・出現する確率は高くなることは

明らかです。このように屁理屈を付けて、ただひたすら運転長期化＝経済性向上のみ

を目論む新検査制度の導入は、‘百害あって一利なし’です。 

 と、ちょうどこの原稿を書いていたら、6.25 の朝日新聞で、24日の国の検討会で定

検間隔一律１３ヶ月を最長２年に延長できる新制度の省令案が了承され、「公布は今

夏以降で、それから３ヵ月後に施行される」という報道がなされました。このような

経済性だけをひたすら追求する原発のノンストップ運転・暴走に、一刻も早くブレー

キをかける必要があります。 

 

 

「鳴り砂」２２８：2010.8.9 記 

【短信：定期検査短縮化へ一歩“前進”…その代償は？】 

 ８月９日に東北電力は、国の「新しい検査制度」の導入に応じて、定期検査の短縮

化へ向けての第一歩を踏み出したようです。 

これは、定期検査期間と運転期間を合わせて一つの「保全サイクル」と考え、その

間に「保全計画」に基づき必要な点検・補修を行なうというもので、「プラント特性に

応じたきめ細かい検査を行う制度」と美辞麗句で説明していますが、実際には、運転

中の検査（供用期間中検査：ＩＳＩ）の比率を高めることで定検中の検査項目を少な

くし、定検の短縮化・運転の長期化を図り、稼働率の上昇（＝経済性の向上）を目的

としたものに過ぎないと思われます。今回の女川２の「保全計画（第１１保全サイク

ル）」では、第１１回定検後の運転期間を１３ヶ月としていますが、今後は最長２４ヶ

月（２年）までの運転長期化が図られることは確実です。そのため、これまでは定検

中に実施されていた様々な検査が運転中に移され、同時に、定検中の検査がより一層

短縮されることにより、人為ミスや機器の共倒れなどの危険性や労働者被曝の危険性

が増すものと思われます。 

事実、09.2.19 女川１・ＥＣＣＳ誤作動事故では“単なる”水漏れ補修時の「業務



の輻輳」や「深夜作業」が背景要因として挙げられており、09.3.23 女川１・制御棒

誤挿入事故でも、本来は「原子炉停止時」に行なうべき空気抜き作業を「原子炉起動

中」に行なったことが原因となっています。また、04.8.9 美浜３の配管破断蒸気噴出・

作業員死傷事故（５名死亡・６名重火傷）でも、定検期間短縮のために運転中に作業

員を原子炉内部で定検準備作業に当たらせていたことが被害の発生・拡大につながっ

たこと指摘されています（作業員が入っていなければ、蒸気噴出事故だけで済んだ可

能性大です）が、運転中に検査のため原子炉内に入る機会が増大すれば、それだけ労

働者の被曝や事故遭遇の可能性が大きくなります。 

“東北電力の経済性にしか一利”なしの定検短縮は、“百害”しかありません。 

 

 

「鳴り砂」２３０：2010.11.20 記 

【短信１：東通１で定検短縮化への“慎重な第一歩”？】 

 『鳴り砂 228』で述べた「定検短縮化・連続運転長期化」について、東北電力は、

国内で初めて東通１で実施することを 10.15 に公表しました。来年２月に定検に入り、

その後４ヶ月で定検を終了させ、６月から「16 ヶ月連続運転」するとのことです。国

は最長 24ケ月の延長を認めていますが（ただし制度導入から５年間は 18 ヶ月）、今回

東北電力は、機器の点検間隔を「26ヶ月」としても問題のないことを確認と“豪語”

した上で、現状では（現在装荷中の濃縮度３．７％燃料では）燃料交換を 18ヶ月で行

なう必要があるため、「慎重に考えて 16 ヶ月とした」と述べています。 

『鳴り砂 202、213』でも指摘しましたが、原発の定検は‘運転継続に必要な燃料補

給・交換’が第一の目的で、その間を利用して“ついでに”設備・機器の点検・交換

を行なうものです。国の新制度では、定検短縮化を図るため、定検期間と運転期間を

合わせた「保全サイクル」間に検査・点検・補修を行なえばよいということにして、

原発停止中でなければできない検査以外は極力運転中の検査（ＩＳＩ）に回すように

計画され、机上では「26 ヶ月」間隔でも大丈夫とされていますから、連続運転に必要

な燃料の濃縮度を増やしさえすれば 24ヶ月連続運転を実現できるわけで、今回は高濃

縮度燃料の準備がなかっただけで、“慎重に考えて 16ヶ月”としたわけではありませ

ん。 

しかも、今回も別稿で指摘しましたが、運転中検査の増加は、繰返される初歩的ミ

スによる原発への深刻な影響や、労働者被曝の危険性を増加させるものでしかありま

せん。さらに、これに“味をしめて”24ヶ月連続運転用の燃料を使用し始めると、中

途半端な運転中断を避けるため、東北電力お得意の「多少の異常があっても運転継続

優先」という対応が常態化し、危険性をより一層増大させることになるのは明らかで

す。 

 


