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『鳴り砂』2-092 号 別冊 2018 年 1 月 20 日 

 

乞うご期待？ 女川２の代替循環冷却系 
 

本稿では、2018.1.1『原子力資料情報室通信』

523 号の上澤千尋さんの解説論文「ＢＷＲの格

納容器の過圧破損対策」に刺激を受けて、女川

２の「代替循環冷却系」について検討してみま

す。これは、昨年 12.16 公開学習会でも言及予

定だったのですが、時間不足で端折りましたの

で、その埋め合わせも兼ねて、と思ったのです

が…。 

さて、上澤論文の通り（新聞等でも報じられ

ましたが）、炉心溶融後の格納容器の過圧破損対

策として新たに規制委・設置許可基準規則に盛

り込まれたのが、柏崎刈羽６・７で採用された

「代替循環冷却系」（ＢＷＲ対象）で、そのよう

な循環冷却に成功すれば「フィルターベント」

（による放射能放出）をしなくて済む可能性が

あります。 

まず、“本家”のＫＫ６・７では、「復水移

送ポンプ」を利用してプール水を循環させ、残

留熱除去系（ＲＨＲ）の熱交換器を利用（冷却

水を熱交換ユニット車両などの「代替原子炉補

機冷却系」から供給し、最終ヒートシンクであ

る海へ廃熱）して、熱交換・冷却したプール水

を原子炉や格納容器へ継続的に注水・除熱する

仕組みです【下図：2017.9.27ＫＫ審査書案「資

料 1-1」571 枚目】。ところが、同ポンプは「廃

棄物処理建屋」＜通信 13 頁＞に設置されている

ため、（炉心溶融後でおそらく高濃度に汚染さ

れた）プール水を原子炉建屋の外に取り出して

循環させる必要があり、「まるで、事故後の福

島第一原発で稼働している循環冷却装置のよう

で」＜通信 13 頁＞、そのためのポンプまでの新

設配管の健全性や、労働者被曝の問題が懸念さ

れます。特に、後者に関しては、配管自体が高

放射線源となるほか、もしも継目などから循環

水が漏洩した場合は、漏洩防止措置や除染（拭

取り）作業が非常に困難となります。 

   

 

一方、女川２では「代替循環冷却系ポンプ」

は原子炉建屋内に設置予定のようですが＜通信

14 頁＞、昨年末 12.26 審査時の計画では【資料

1-3-2】、2018.1 末に資料提出、2018.4 に審査

希望とのことですので、今は詳細不明です。 

ただし、女川２でも「復水移送ポンプ」（常

設代替交流電源設備からの給電を期待して）を

使用するのなら、確かにそれは原子炉建屋内に

設置されていますので【次頁上図：2016.9.15

審査資料 650 頁】、同ポンプを使用した代替循

環冷却を行なった場合、上記のＫＫ６・７で懸

念される諸問題は生じにくいのかもしれません。 

 

いずれにしても、今後の東北電力からの資料

提出を待ちたいと思います。 

 ＜2018.1.8 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 
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 雑感  ドローン vs米軍機 
 

昨年末＜12.27 朝日＞で、ハリス米太平洋軍

司令官が小野寺防衛相に「米軍施設上空でドロ

ーン『規制を』」要請したことが報じられました。

これは、15.9 の改正航空法で空港周辺の上空域

などでの無許可飛行が禁止され、16.3 のドロー

ン規制法で国の重要施設や原発上空の無断飛行

が禁止されたものの、「米軍専用施設の上空を常

時規制する対象にはしていない」ため、沖縄の

米海兵隊基地キャンプ・シュワブの上空をドロ

ーンが頻繁に飛んでいて、「米軍機と接触するお

それもあり非常に危険」で、「基地狙うテロ懸念」

もあるからだそうです。 

政府関係者曰く「米軍の専用施設の防護とい

う視点が二つの法律から完全に抜け落ちていた」

とのことですが、素人考えですが、「日米地位協

定の実施に伴う特例法により、改正航空法の関

連規定は米軍専用施設に適用され」ないなどの

“抜け落ち”は、むしろ日米安保条約による米

軍施設の『治外法権』に起因するものと思われ、

“自業自得”ではないのでしょうか。仮に、「米

軍施設（上空）」に国内法の諸規制が及ぶことに

なった場合、一番困るのは米軍だと思います。

そこは『治外法権』らしく、基地内上空に侵入

したドローンは‘無条件に破壊・撃ち落とす’

などの自衛措置を講じるしかないのではないで

しょうか。 

なお、「日本国内の基地上空を飛び放題の現状

に、米軍は以前から強い懸念を示していた」と

のことですが、国内の「原発・核施設上空」を

含む訓練空域外でもオスプレイ等の（ミサイル

を搭載した？）米軍機が「飛び放題」であるこ

と（飛行禁止規定がなく、さらに最近は「部品

落下・墜落のし放題？」であること）こそ、ド

ローンによるテロ攻撃以上に「非常に危険」な

状態であることは明らかです。また、沖縄での

例をニュースで見る限り、オスプレイ・ヘリコ

プター等の墜落・不時着地点は一時的に『治外

法権』・米軍管轄となるようですが、もしも米軍

機が原発・核施設敷地内に墜落・不時着した場

合、事業者や地元自治体（警察・消防）等によ

る事故対応に支障は一切生じないのでしょうか。 

付言すれば、“乱発気味”の「Ｊアラート（ミ

サイル発射警報）」が、単なる周辺国（北朝鮮）

に対する危機意識・排外感情を煽るための宣伝

材料（プロパガンダ）としてではなく、真に一

般市民・住民の安全確保を考えて発信されるも

のなら、少なくとも、ミサイル（部品）落下に

よる被害が懸念される（ミサイル攻撃対象の一

つと考えられる）運転中の原発・核施設をきち

んと「緊急停止（遅くとも３～４秒で可能）」さ

せるべきことは明らかで（使用済燃料プール等

に貯蔵中の核燃料の被害は防げませんが）、政府

がそのくらいの真剣な姿勢・状況分析をした上

で警報を出さない限り、実効性・真剣味のある

警戒・退避行動など誰も行なわないのは当然で

す。一方、このような日々変化する周辺国・ミ

サイル情勢による各種の“経済性損失”を回避

したいなら、原発を廃炉にするしかありません。 

 ＜2018.1.7 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 
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【女川原発アラカルト】 
【11 月】 

18日（土） 女川原発の再稼働に反対する東

松島市民の会、原発問題学習会『どうなっ

ているの「避難計画」！？』、山下司郎氏（市

民の会代表）と長谷川博氏（東松島市議会

議員）が現状と問題点を報告。矢本赤井市

民センター1階和室、21名参加。 

23日（木・祝） 県と30㌔圏7市町、避難等措

置をメインとする県原子力防災訓練を実施。

住民向けに初めて休日にも訓練を開催。住

民約400人と日本原子力研究開発機構・東北

電力・自衛隊など23機関の約400人が参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 日（土） 日本キリスト教団東北教区放射

能問題支援対策室いずみ、『飯舘の今』を聴

く会、講師□伊藤延由さん、東北教区セン

ター「エマオ」3 階。32 名参加。 

27日（月） 脱原発をめざす宮城県議の会（会

長 佐々木功悦）、公開勉強会『「安全対策」

は、機能する保証がない－女川原発の原子

力規制委適合性審査』、講師 舘野淳氏（元

中央大学教授・核燃料化学・原子力研究所

出身）、県議会1階第一応接室。県議20名＋     

 

市民8名＋県原対課1名＋記者3名＋東北放

送2名。 

  仙台市環境影響評価審査会、レノバ（東

京）が仙台港に計画している木質バイオマ

ス発電所のアセスメント方法書を審議し、

市民の不安払拭に努めるよう求める答申案

をまとめた。 

28日（火） 「第143回女川原子力発電所環境

保全監視協議会」、パレス宮城野。市民2名

＋3名傍聴。 

29 日（水） 東北文化学園大学総合政策学部

特別講座 VIII『震災後の地域づくりと原発

問題』、11/29「宮城での市民共同発電の取

り組み」NPO きらきら発電・市民共同発電

所理事長水戸部秀利氏、その後 12/7「日本

の原子力の歴史を問う」仙台原子力問題研

究グループ・放射能問題支援対策室いずみ

顧問篠原弘典氏、12/14「原発をめぐる訴訟」

原発メーカー訴訟弁護団共同代表島昭宏氏、

12/21「甲状腺の異常と放射線被ばく－チェ

ルノブイリから福島まで」てらさわ小児科

院長寺澤政彦氏、1/18「女川原子力発電所

の問題点」篠原弘典氏。 

  県、角田市島田島内と同市毛萓大森、栗

原市栗駒松倉、丸森町大内青葉西と同町耕

野岩で9～23日に捕獲されたイノシシと栗

原市栗駒稲屋敷で26日に捕獲されたニホン

ジカの肉から140～640㏃/㎏の放射性セシ

ウムを検出したと発表。 

原子力規制委員会、沸騰水型原発の重大

事故対策として、原子炉を冷却する新たな

装置の設置を義務化することを正式決定、

新規制基準を改正。 

30 日（木） 原子力規制委員会、女川原発２

号機の新規制基準の適合性審査 97 回目会

合を原子力規制庁で開催。規制委、津波が

防潮堤（海抜 29 ㍍）を越えた場合でも炉心

損傷を防ぐ方策を検討するよう指示。 

  東北電力原田宏哉社長、記者会見で、事

業持ち株会社とその傘下に送配電部門の子

会社を置く持ち株会社制に、2020年4月に移

行する方針を発表。また、宮城県が課す核

燃料税を運転停止中の女川原発からも徴収

可能にする県の方針について、11月上旬に

合意したことを明らかにした。 

環境省、県内全域の河川や沿岸計71地点

の公共用水域で7～9月に実施した放射性物

質モニタリング結果を公表。河川周辺の土

壌から阿武隈川羽出庭橋（丸森町）の左岸

で3260㏃/㎏の放射性セシウムを検出。底質

では、七ヶ宿ダムのダムサイトで2350㏃/
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㎏検出。水質は全地点で検出下限値（１㏃/

㍑）以下。 

【12月】 

1 日（金） 石巻市、女川原発重大事故想定

の広域避難について、県内 25 市町村と住民

避難に関する協定を締結。さらに、7 日に

涌谷町、21 日に気仙沼市と締結。 

亘理町、町議会 12 月定例会に、東電が町

に 1667 万円（うち人件費 1570 万円）を払

うとする原子力損害賠償紛争解決センター

の和解仲介手続き（ＡＤＲ）受け入れに関

連する議案を提出。 

  仙台市、石炭火力発電所の立地抑制に向

けた、全国初の行政指導方針「杜の都・仙

台のきれいな空気と水と緑を守るための指

導方針」を策定、施行。 

2 日（土） さようなら原発 in いしのまき 

2017、石巻中央公民館大ホール。第Ⅰ部 講

演会「3.11 後の子どもの健康－無責任な国

を前に、地域の大人と子どもで、なにがで

きるか！－」講師 大谷尚子さん（養護実

践研究センター代表）、第Ⅱ部 パネルデ

ィスカッション、第Ⅲ部 市内パレード、

実行委主催。約 100 名参加。 

3日（日） みやぎアクション会議、仙台市青

葉区中央市民センター第１会議室。22名参

加。 

  佐藤清吾さん著『津波のあとの十三浜－

復興への道のり－』出版記念パーティー、

石巻市北上町「ビッグバン」、60名参加。 

ドキュメンタリー映画『新地町の漁師た

ち』（山田徹監督）、仙台市桜井薬局セント

ラルホールで劇場上映。15 日まで。 

4 日（月） 東北電力女川原発所員、女川町

と石巻市の約 3900 戸を回る「こんにちは訪

問」。22 日まで。 

6日（水） 経済産業省資源エネルギー庁・原

子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）、高レベ

ル放射性廃棄物の地層処分に関する意見交

換会、TKPガーデンシティ仙台（AER内）21

階ホール21。33名が参加、安全性に疑問の

声。 

  東北電力、10月に岩手県内で運用を開始

した特別高圧送電線の北上東線（長さ20㌔）

の新設工事で、送電鉄塔の基礎の寸法が社

内基準を超過していたにもかかわらず、基

準値に収まる値に改ざんしていたと発表。

同日、経済産業省に報告。 

7日（木） 女川町、女川原発重大事故想定の

広域避難で、全町民受け入れ先となる栗原

市と避難に関する協定を締結。 

9 日（土） 新日本婦人の会古川支部、「チェ

ルノブイリの今、福島の今」、講師 守友裕

一さん（福島大学大学院特任教授）。大崎市

図書館多目的ホール。ヒロシマ・ナガサキ

「原爆と人間」展同時開催（8 日～9 日）。 

核戦争を防止する宮城医師・歯科医師の

会、映画「風が吹くとき」上映会、宮城県

保険医協会研修ルーム。 

12 日（火） 東北電力、県・女川町・石巻市

ならびに登米市・東松島市・涌谷町・美里

町・南三陸町に 11 月分の女川原発の点検状

況報告。2014 年 4 月に女川原発放射性固体

廃棄物貯蔵プールで確認された水漏れは、

東日本大震災などの揺れによってプールの

濾過水路にほこりなどが詰まり、水位が上

昇したことが原因だったと発表。 

東松島市、女川原発重大事故想定の広域

避難に関する協定を仙台市と締結。 

13 日（水） 政府、県内のニホンジカ肉の出

荷制限を指示。27 日、県、全頭検査を条件

に石巻市の食肉処理加工施設に対する制限

が解除されたと発表。 

16 日（土） みやぎ脱原発・風の会、公開学

習会 vol.11「女川原発 ハイロ（廃炉）へ

のイロハ」、講師 石川徳春さん（仙台原

子力問題研究グループ）、仙台市市民活動

サポートセンター6 階研修室。27 名参加。 

  女川原発の再稼働を許さない石巻地域の

会、学習会「『代替循環冷却装置』って何？

規制委の適合性審査で、女川原発の安全は

保証されるのでしょうか」、講師 舘野淳氏

（元中央大学教授・核燃料化学・原子力研

究所出身）、石巻市水産総合振興センター3

階大会議室。 

石炭火力発電を考える市民学習会、「石炭

火力と環境・健康１」、広瀬俊雄医師、塩釜

マリンゲート３F。 

19 日（火） 規制委適合性審査 98 回目会合。

建屋内部の火災や竜巻への対策などを議論。

規制委は、落雷対策の追加説明を指示。東

北電力は、今後の審査対応のスケジュール

の見直し案を示し、主要な論点の説明を終

えたい時期について、来年 5 月に先延ばし

した。 

レノバ（東京）が石巻工業港に計画する

木質バイオマス発電所（出力 7万 4950㌗）、

海水冷却から空冷方式に変更し、住民向け

説明会、石巻グランドホテル。約 50 人参加。

20 日、東松島市コミュニティセンターで開

催。 

23日（土） 放射能問題支援対策室いずみ「第
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45回甲状腺エコー検査」、角田市市民センタ

ー。検診医溝口由美子医師（光ケ丘スペル

マン病院小児科・仙台市）。48名が受診。 

原発ゼロをめざす塩釜地域連絡会総会、

講演「女川原発再稼動をどう止めるかー正

念場の2018年度のたたかい」多々良哲氏、

塩釜市公民館２階会議室。 

26 日（火） 規制委適合性審査 99 回目会合。

東日本大震災で地震への剛性（変形しにく

さ）が低下した原子炉建屋について議論。

規制委は、基準地震動を受けた場合の剛性

低下をシュミレーションし、耐震設計にど

う反映させるか示すよう指示。 

【2018 年 1 月】 

4 日（木） 東北電力原田社長、仕事始め式

のあいさつで、女川原発 2 号機の再稼働を

重点項目に掲げた。 

10 日（水） 南三陸町、女川原発重大事故想

定の広域避難に関する協定を登米市と締結。

女川原発 30 ㌔圏広域避難の枠組み整備が

完了。 

11 日（木） 脱原発仙台市民会議、女川原発

事故時の仙台市の避難計画について、仙台

市本庁舎 2 階危機管理室防災計画課で質疑。

8 名参加。 

県、山元町坂元と栗駒市栗駒松倉山田、

同市栗駒松倉若木で昨年12月5、8、16日に

捕獲されたイノシシから130、330、560㏃/

㎏の放射性セシウムをそれぞれ検出したと

発表。 

12日（金） 規制委適合性審査 100回目会合。

東北電力は、基準地震動（最大 1000 ガル）

を超える揺れが起きる発生確率を説明。規

制委は、評価手法を追加し、より詳細に結

果を示すよう求めた。 

14日（日） 女川原発再稼働を止める「新た

な県民運動」へ向けた相談会、エルパーク

創作アトリエ。33名参加。 

17 日（水） 女性ネットみやぎ、一番町仙台

フォーラス前で街頭宣伝と「女川原発再稼

働 STOP 署名」行動。 

  今年 7 月 16 日に期限を迎える、核燃料サ

イクル政策の基盤となる「日米原子力協定」

の自動延長が決定。ただ、自動延長後は日

米いずれかの通告で 6 ヶ月後に協定が終了

できるため、不安定な状態に。 

（空） 

 

 

 

●脱原発みやぎ金曜デモ 
女川原発再稼働するな！子供を守れ！ 

汚染はいらない！みやぎ金曜デモ In 仙台 

https://twitter.com/miyagi_no_nuke 

http://twipla.jp/events/27716 

主催□みやぎ金曜デモの会（代表 西） 

e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com 

 

【11 月】 

24 日（金） 第 255 回「金曜デモ」、稼働か

ら 40 年を超える日本原子力発電東海第２

原発の運転延長申請に抗議し、落ち葉舞う

晩秋の仙台で元気に脱原発を訴え、元鍛冶

丁公園から 30 名の市民が参加。 

【12 月】 

1 日（金） 第 256 回「金曜デモ」、師走に入

り晩秋というより初冬の寒さの中、元気に

女川原発廃炉を訴え、元鍛冶丁公園から 40

名の市民が参加。 

8 日（金） 第 257 回「金曜デモ」、女川原発

は東日本大震災をはじめ、何度も大きな地

震に見舞われた「被災原発」であることを

忘れるわけにはいきませんと、元鍛冶丁公

園から 35 名の市民が参加。 

15 日（金） 第 258 回「金曜デモ」、12 月 13

日の広島高裁伊方原発３号機運転差し止め

仮処分決定－高裁では初めての画期的判決

と喜び、元鍛冶丁公園から 40 名の市民が参

加。 

22 日（金） 第 259 回「金曜デモ」、関西電

力は大飯原発 1 号機と 2 号機を廃炉に踏み

切り、福島原発事故以降 14 機もの原発が廃

炉になり、やっと日本でも原発の廃炉の時

代が到来したと訴え、元鍛冶丁公園から 40

名の市民が参加。 

【2018 年１月】 

5日（金） 第260回「金曜デモ」、危険な原発

の再稼動はやめて欲しいと2012年夏から始

めて、今日で260回目、今年もよろしくと、

元鍛冶丁公園から40名の市民が参加。 

14日（日） 第261回「日曜デモ」、勾当台公

園野外音楽堂から40名の市民が参加。「新年

旗開き」仙台市市民活動サポートセンター6

階セミナーホール。18名参加。 

 

◆（旧古川地域）脱原発大崎demo金曜行動・

毎週金曜17時半集合・あさひ中央公園 

◆（塩釜地域）塩釜脱原発デモ・毎週金曜17

時半集合・下馬駅裏宮城民医連事業協前17時

45分デモ出発 

https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716


6 

 

◆（仙台長町地域）原発も戦争もＮＯ！たい

はくアクション・第3水曜日17時半～蛸薬師境

内集合後デモ行進 

◆（岩沼市）原発ゼロ岩沼歩き隊  毎月第 3

金曜 14 時～岩沼駅東口広場 

 

●汚染廃棄物「試験焼却」を

めぐる動き 
【11 月】 

23日（木・祝） 放射能を拡散させる『一斉

焼却』をスルナ・サセルナ市民集会実行委

員会、第4回市民集会、大崎市図書館多目的

ホール、約110名参加。市内パレード、約50

名参加。国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）

駐日連絡事務所宛に「世界農業遺産で放射

能汚染廃棄物焼却は不適切です」申し入れ

書を21日付けで郵送。 

24日（金） 市民集会実行委、大崎地域広域

行政事務組合に「貴組合が放射能汚染廃棄

物の焼却処分を行なわないよう要請します」

要請書を提出。 

27 日（月） 大崎地域世界農業遺産推進協議

会（会長・伊藤康志大崎市長）、市民集会実

行委に申し入れ書の取り下げを求める抗議

文を郵送。 

【12 月】 

2 日（土） 放射能汚染廃棄物の焼却に反対

する県南連絡協議会・放射能汚染廃棄物『一

斉焼却』に反対する宮城県民連絡会、放射

能汚染廃棄物「試験焼却」反対！県南総決

起集会、大河原駅前コミュニティセンター

「オーガ」2 階イベントホール。大河原を

はじめ県南各地や県北栗原や大崎など県内

各地からも、会場あふれる 140 人が参加。

約 100 人が町内デモ行進。 

7 日（木） 村井県知事、県議会定例会一般

質問で、県が予定した試験焼却の年内開始

を見送る方針を表明。 

8 日（金） 登米市、400 ㏃以下のほだ木を林

地に還元する実証実験最終となる土壌の放

射能セシウム濃度の測定値（3 月 205 ㏃、5

月 192 ㏃、７月 230 ㏃、9 月 213 ㏃、11 月

242 ㏃）を発表。18 年度から処理する方針。 

12 日（火） 農林水産省、「大崎耕土」がＦ

ＡＯの「世界農業遺産」に認定されたと発

表。国内 9 地域目で、東北では初認定。 

13 日（水） 石巻市、河南一般廃棄物最終処

分場に焼却灰を埋め立てる方針について、

住民から個別に話を聞く意見交換会を河南

母子健康センターで開催。15 日～17 日も。 

21 日（木） 大崎市、4 日に最終処分場のあ

る三本木地域住民代表らに、同地域にある

汚染廃棄物のみを試験焼却する案を提示し、

拒否されていたことが分かった。 

27 日（水） 焼却問題を考える富谷市民の会、

黒川地域行政事務組合議会浅野元理事長に

「放射性汚染廃棄物を焼却（400 ㏃/㎏以上）

及びすき込み等による土壌還元（400 ㏃/㎏

以下）の理事会方針」の白紙撤回を求める

要請書」を提出。 

村井知事と石巻、大崎、仙南、黒川の 4

広域行政事務組合代表の亀井紘石巻市長、

伊藤康志大崎市長、滝口茂柴田町長、浅野

元大和町長が県庁で会合。「年内着手」「一

斉開始」を断念し、来年 2 月上旬から各圏

域で試験焼却を「順次開始」する方針で合

意。 

【2018 年 1 月】 

12 日（金） 「放射能汚染から美里を守る会」

（代表コスタリカ人の農家ルイス・フェル

ナンド･レオンさん）、相沢清一美里町長に、

試験焼却実施に反対する町民 500 人分の署

名簿を提出。 

（空） 
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