
 

♨❀ 時間を持て余しているなら、規制委ガイド２つ ♨❀ 

別稿「女川２内部被ばく問題」完成後、「定期事業者検査」に関して“長沢解説（反

原発新聞 504）頼み”ではまずいと思い、規制委ＨＰで関係資料を探しました。 

その過程で面白そうな「ガイド」２つを見つけましたので、紹介させていただきま

す。外出自粛等で‘時間を持て余している’ときはご覧ください（短編ですが、難解

なお役人文書の一面もあり、頭の体操にもなると思います）。 

 

いずれも昨年末（令和元年）１２月２５日制定の『原因分析に関するガイド』

（https://www.nsr.go.jp/data/000304078.pdf）と『健全な安全文化の育成と維持に

係るガイド』（https://www.nsr.go.jp/data/000304077.pdf）で、今年４月１日施行の

最新版です。 

前者『原因分析ガイド』（全 10 頁）は、「原子力施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第２号。以

下「品質管理基準規則」という。）の第５２条第１項では、原子力事業者等に対して、

発生した不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、速やかに適切な

是正処置を講じることを求めている。」ことから、「原因分析に関する事業者の活動を

確認」する際の規制庁「審査官及び検査官が原因分析に係る要求事項等について、理

解を深めるために用いるもの」とのことです。後者『安全文化ガイド』（全 25頁）は、

同じく「品質管理基準規則」の「第４条第５項等では、原子力事業者等に対して、健

全な安全文化を育成し維持すること等を求めている。」として、「事業者の活動の確認」

を行う際に「審査官及び検査官が健全な安全文化の育成と維持に係る要求事項等につ

いて、理解を深めるために用いるもの」とのことで、いずれも規制庁職員（審査官・

検査官）向けのガイドのようですが、事業者チェック時の要点がまとめられており、

私たちが東北電力等をチェックする時にも（多少は）役立ちそうですし、一方で、国

の確認作業（表面をなぞる「スミヤ法」で複雑な部品の汚染状況を把握しようとする

ようなもの：別稿参照）の“抜け落ち・不十分さ”も分かると思います。 

 

『原因分析ガイド』では、「これまでのガイドラインでは、直接要因…を分析する

直接原因分析と組織要因を分析する根本原因分析に分けていたが、不適合の原因の分

析には、技術的、人的及び組織的要因並びにこれらの間の相互作用を考慮することの

重要性に鑑み、本ガイドでは…、発生した不適合が安全に及ぼす影響の程度を考慮し

て分析を行う」＜1.5 の（注記）＞とされ、最初に「発生した不適合に応じて適切な

原因分析を実施することを目的として、不適合が安全に及ぼす影響の程度等から、発

生した不適合をいくつかの等級に分類する」＜1.4(3)＞ことが求められ、その理由と

して、分類により「原因分析の実施体制、原因分析の手法、原因分析に投入する資源

の量等が決定される」＜2.「視点 1-1」の解説１＞ことを挙げています。筆者の読解

力では、“投入資源＝調査に要する人員・時間等”の節約のため、最初（原因究明前）



 

から‘安全に及ぼす影響は低い＝些細なミス’などと分類し、予断を持って分析する

ことを推奨しているように読めるのですが、誤読でしょうか。 

次に、「不適合が発生した系統、機器等の故障の状況（機器の脱落、機器の緩み等）、

関係する作業の実施者、関係する作業の実施時間帯【鳴り砂№257「魔のゾンビ・ゾー

ン」参照】、不適合を検知した時の運転状態（定期点検中、試運転中等）、不適合と関

係する要因（記憶の誤り、並行作業による混乱、手順書の改訂ミス等）などの共通し

ている複数の不適合」＜2.「視点 1-2」の解説２＞を明らかにすることは、「共通する

…原因によって引き起こされた不適合の再発が防止できることが期待される。さらに、

潜在的な不適合の発生の防止も期待できる」＜補足説明１＞ことから非常に重要だと

思いますが、これまでの女川原発以外の事故報告を含め、そこまできちんと原因分析・

報告した例を筆者は知りません。 

その理由は、「機器故障、人間とその周囲の環境（他の人間、機器、温度や照度、

手順書等）、要員同士のコミュニケーション」＜補足説明３＞などの要因を分析するに

は、「機器及び系統、自然現象、人的要因、組織的要因、リーダーシップ、マネジメン

ト、安全文化等」＜補足説明４＞の知識が必要で、「例えば、機器故障によって不適合

が引き起こされた場合には、当該機器の設計、構造、運転、保守等の技術的側面に関

する知識が必要である。また、コミュニケーションエラーや手順書の改訂ミス等とい

った不適合が関係する場合には、組織的側面に関する知識が必要である。さらに、人

間はどのような状況になるとどのような失敗をしやすいか、周囲との関係が不適切と

なった時にどのようにして失敗に追い込まれてしまうのか等人的側面に関する知識が

必要」＜同４＞などと列挙されていますが、この間の東北電力その他の事故報告（及

びそれらを容認した国の規制当局の姿勢）を見る限り、そのような広範な知識を有す

る「事故分析のスペシャリスト」はほとんどいないからではないでしょうか。だとす

れば、そのような「スペシャリスト」ではない電力社員でも正確な原因分析・事故報

告を行なえるような「ガイド」こそが必要で、その基本は「安全に及ぼす影響の程度

等から、等級に分類する」ような予断を持たず、生じた事態を正確・厳密・丁寧に（当

該作業員などからの直接の聴取も含め）把握することで、しかも「作業再開・運転再

開のため急いで～」というような背景要因にも目を向ける姿勢があれば十分です。 

 

そのこととも関係しますが、『安全文化ガイド』では、「健全な安全文化の育成と維

持に関するリーダーシップの発揮、健全な安全文化の育成と維持に関する取組、安全

文化に関する状態の評価及び改善、安全文化に関して組織内部で保持すべき能力とい

った視点から確認を行う」＜1.5＞方針が示されています。ちなみに、「分類 1-1：経

営責任者のリーダーシップの発揮」を求める規制庁の強い意志を示すため、（施行に先

立ち）別稿記載の柏崎刈羽（ＫＫ）『保安規定』に東電社長の「７項目」を“盛り込ま

せた”ことが推察されます。 

それはさておき、「視点 1-1-3（解説３）」では「「安全に関する責任」とは、職員が

自らの業務に責任を持ち、自身の業務や安全において果たす役割に当事者意識を持っ



 

て業務を遂行することをいう。ここでの責任とは、問題等が生じた際に、責任を追及

したり、非難したり、懲罰を行ったり又は不適合を起こした当事者を特定して責任を

負わせる趣旨のものではない」としています。これは、各種事故軽減のためのいわゆ

る『ヒヤリ・ハット報告』のように、報告者に不利益を課さずに（作業員が思わずヒ

ヤリとした・ハッとした）不具合・トラブルの事例を漏らさずに収集する姿勢の大切

さを、（職員＝電力社員に）示しているものと思われます。 

さらに、「経営責任者は職員の誰もが安全に関する責任を認識するようにしなけれ

ばならない。＜中略＞ 職員一人一人が「安全に関する責任」を持つと、気配りや、

些細なことへの注意、意欲向上ができるようになるだけではなく、事故やトラブルの

発生を低減することも期待できる。自らの決定が関係者に対する挑戦や論争となる場

合においても、正しい判断を行っている自信の下で、制約を感じることなく行動する」

＜補足説明６＞ことが大切として、「イエスマン」ではない人材を経営責任者が育てる

ことを事業者に求めています。でも、そう述べる「規制庁のお役人」自身が、‘関係者

に対する挑戦や論争’をいとわない姿勢を持っているのか、「関係者＝事業者」の場合

だけ「制約を感じることなく行動する」ような“上から目線”では、事業者が「気配

りや、些細なことへの注意、意欲向上ができる」ように導くことはできないと思いま

すし、同じことは東北電力の「社長」と「社員」の関係でも、「電力社員」と「協力企

業（元請・下請）」との関係でも、言えることだと思います。 

 

ちょうどこのタイミングで、3.26 女川２内部被ばくに関する東北電力の「4.13 報

告」が出ていますので、「ガイド」を参考に、原因分析の練習・安全文化の検証をして

みてはいかがでしょうか（別稿の筆者の分析の甘さをご指摘いただいても結構です）。 

＜2020.5.5 記 仙台原子力問題研究グループＩ＞ 

 

 

 

＜ＨＰ原稿には、過去の女川トラブル＋「ゾンビ・ゾーン」の原稿を参考添付＞ 

 



 

―最近の気になる動き ７９― 

▼ 女川原発１号機「12.4漏水」の的外れな原因究明！ ▼ 

廃炉が決まった女川原発１号機で昨年 12.4に発生した「復水補給水系の弁」からの

原子炉建屋内漏水について、東北電力は 1.18にようやく報告しました。でも、真相究

明しようとしない姿勢もしくは“真相究明できない技術力”は、福島原発事故におけ

る東電と全く変わらず、「確認ルール・確認方法の明確化」では再発防止はできません。 

漏水元の弁は、通常は「全閉」運用なのに、系統点検時に「効率的に水抜きを実施

するため、水抜き箇所の追加を検討し、水抜き作業時に「全開」、点検終了後の水張り

作業前に「全閉」とするよう、安全処置の変更を行なったうえで、水抜き作業を実施

した」が、「点検終了後の水張り手順を作成する際」の「１ 手順作成時」と「２ 作

業実施時」のミスで弁が「全開」のまま水張りしたため漏水したとのことで、その２

つのミスについて縷々弁明し、再発防止策を講じたとしています＜下線筆者＞。しか

も、最後は、意味不明な‘「現場力」のより一層の向上に取り組む’といったスローガ

ンを掲げて“オシマイ”で、これでは「安全に万全を期する」ことなど不可能です。 

第一の問題は、効率的水抜き手順作成が「社員Ａ」の“独断”でなされた可能性が

あることで、【事象発生の原因】「（３）管理職の関与」を見る限り、管理職Ａ・Ｂとも

「社員Ａ」の発案については一切確認していないようです（真偽不明。管理職擁護の

意図も？）。そして、「社員Ａ」に（独断で）効率的水抜きを発案させた‘作業時間短

縮・経済性優先’の「現場力」こそ、真の原因であることは明らかです。だからこそ、

1.18報告は、この効率的水抜き要請について一切言及せず、「安全処置リスト」や「色

塗り系統図」がどうのこうのと多言を弄し、“煙に巻いている”のです（筆者は、報告

書を一読しただけでは、「何言ってるのかわからない！」でした）。 

また、「社員Ａ」にしても、「水抜き作業時に「全開」」とする手順にしたなら、「水

抜き作業終了後」直ちに「全閉」とする手順にすればいいのに（すぐに復旧させるの

が鉄則では）、それを先延ばしにして「（系統全体の）点検終了後の水張り作業前に「全

閉」」とすればいいとしたこと自体が問題なのです。東北電力が思いついた下線部の「水

張り手順作成時」のゴチャゴチャした不明確さ（？）は根本原因ではないのです。 

そして、「効率的」水抜きが「社員Ａ」の発案・独断だったとしても、通常は「全閉」

運用の弁に「仮設ホース」が接続【赤吹き出し】されていたことに、誰一人違和感を

覚えなかったのだとしたら、そのよ

うな「現場力」こそ問題です。仮設

ホースで水抜き後、前述の通り本来

ならホースや養生用ビニールを撤去

し、弁を閉めて「復旧」させるべき

ですが、実際にはホース等がそのま

まだった（＝漏水経路となった）ことからすれば、水抜き後、誰も現場確認をしてい

なぜホースが？ 



 

なかった（＝図の人物は“嘘”で、机上で「社員Ｂ」が考えただけ）と思われます。 

他にも、当該弁・仮設ホース・溜め升経由の排水が地下２階より下のドレン（排水

路）になぜ十分に流れなかったのか（配管がサビ等で詰まっていたか流下抵抗が大き

かった？）、地下２階の（溢れ出た）点検口はなぜ開いていたのか（閉め忘れていた？）、

地下１階の溜め升から溢れた排水はなぜ地下２階に滴下したのか（3.11・4.7 地震や

乾燥収縮による「ひび割れ」による床の水密性低下が原因？）など、説明が全くなさ

れていない（意図的に無視された？）ことが多々あります。 

宮城県の技術会・協議会や安全性検討会などにおいては、廃炉予定の１号機という

ことで決して“大目に見る”ことなく、２号機の再稼動を目指す東北電力の技術力の

実態を解明するために、きちんと議論・検証してほしいと思います。 

 ＜2019.1.20記 仙台原子力問題研究グループＩ＞ 

 

 

 



 

―最近の気になる動き ７２― 

☂☂ 3.27漏水・作業員被水：東北電力の事実確認不足！ ☂☂ 

今年 3.27女川２管理区域で発生した「漏水＋作業員３名被水」トラブルについて、

東北電力は、＜4.5お知らせ＞に続いて、6.8県の第 12回安全性検討会でも「関連報

告」＜資料-3＞を行ないました。 

後者によると、原子炉建屋地下３階で、フィルタベント装置の設置工事における計

器類のケーブル干渉作業に伴い設置していた仮設の排水ポンプの取り外し＜4.5 お知

らせ＞の際、液体廃棄物処理系に通じる出口弁が「開」のまま「仮設ホース」の接続

部を外したため、配管内に溜まっていた水の一部（５リットル）が、残水受けのため

に用意していたビニール袋から跳ね返って漏洩した、というもの。原因は、「本来、作

業前に閉めるべき「出口弁」が開いた状態で仮設排水ポンプの取り外し作業が行なわ

れたために、残水量が多くなり漏えいに至った」としています。 

まず、図では（＜4.5お知らせ＞でも）、仮設ホースの接続部より右側（ポンプ側）

には水がないように記載されていますが、これは、接続部がポンプより高所にあって、

外した瞬間にポンプ側ホース内の水はポンプやその先の貯水槽（地下３階：手元の設

置許可申請書では「廃液収集槽」は地下２階ですが？）に自然流下するということで

“省略”したのでしょうか。あるいは、電力お得意の“単純間違い”でしょうか。 

 

一方、図から判断すれば仮設ホースには逆流防止弁は効かないようですが、接続部

の左側（出口弁側）ホースも、弁が閉まっていれば、ホース接続部の先端を下げて空

気を入れない限り、物理的には接続部を外してもホース内の水は出てこないはずで、

その場合は“多少の水こぼれ”が予想されるだけですから、それに備えてのビニール

袋の用意で十分だったと思われます。 

ところが、出口弁が開いていると、液体廃棄物処理系の排水先がおそらく高所（１

階の脱塩装置？）にあるため、同処理系に通じる長い配管内の水が逆流・流下して「残

水量が多くなり」、（水量も勢いも）ビニール袋では間に合わず、「袋から跳ね返った残

水」が現場周辺に溢れたのは当然です。ただし、最悪、同処理系に通じる配管内の残



 

留水が全て流下した可能性もあったはずですが、漏水量が５リットルで済んだという

ことは、現場作業員（協力企業）が異常（水の噴出？）に驚いて接続部をすぐ元に戻

す（再接続）など迅速に対応したおかげではないのでしょうか（そのような下請作業

員の好判断・好処置を東北電力は“称賛”してもいいのではないでしょうか）。 

それに比べ、東北電力の社員の行動は、実に“不可解”です。共用設備グループは

計測制御グループから「１仮設排水ポンプの取り外しを依頼」され、その取り外し作

業を協力企業へ「２依頼」したはずなのに、協力企業から「３作業開始を連絡」され

た時に、「【原因②】仮設の排水ポンプの取り外しまでは行わないと思い」ながら作業

を「４許可」したと説明しています。東北電力内での出口弁の開閉管理の“責任のな

すり合い【原因①】”以前に、最も肝心な‘作業内容（仮設排水ポンプの取り外し）の

確認・共有’自体が全くなされていなかったということで、そのことこそ今回の漏水・

被水トラブルの“最大の問題”だと思います。 

 

真に有効な再発防止対策を講じようとするなら、まずは正確な事実確認、それに基

づく真摯な原因究明が必要ですが、そのいずれも東北電力はできて（して）いません。 

まずは、「１と２の依頼」の正確な内容と、仮設ポンプ・ホース「取り付け時の両

グループ間でのやりとり」や、「５作業着手」のための『作業手順』の具体的記述と

それを誰が作成したのかなどの事実関係を明らかにして欲しいと思います。また、出

口弁（や逆流防止弁）と作業現場（仮設ホース・ポンプの設置場所）との正確な位置

関係などについても、公表して欲しいと思います。 

確かに、『作業手順』に「出口弁閉を確認する」と明記されていたとすれば、直接

確認しなかった協力企業作業員の完全な落ち度【原因③】となりますが、この段階で

出口弁の確認を行ない「開」を確認したとしたら、その後の「閉」作業などにより今



 

回のトラブルは“未然防止”できたと思いますが、その代りに【原因①・②】という

重大な問題点が“見過ごされた”はずで（そのような『ヒヤリ・ハット事象』を逐一

報告・改善するような体制（下請も含め）を東北電力は採っていないと思われますの

で）、そのことを考えるなら、むしろ今回のトラブルが起こって“幸い”だったのでは

ないでしょうか。 

ただし、前記のとおり、事実確認が不十分なままでは、東北電力が打ち出した追加

（補強）対策①～③（作業範囲の明確化・相互確認の徹底・基本動作教育）は、アリ

バイ作り的・形式的対策に過ぎず、しかも「作業中：管理職が担当者の基本動作の実

施状況を直接確認および指導を実施」＜資料-3：３頁＞というような、協力企業作業

員の『作業手順』に従った作業を現場で東北電力の管理職が直接確認・指導すること

など考えられませんから、まさに“絵に描いた餅”にしか過ぎません。 

＜2017.7.5 記 仙台原子力問題研究グループＩ＞ 

 

 

 

 



 

―最近の気になる動き ６９― 

☢☢ 11.28女川１海水漏洩、その他のトラブル続発 ☢☢ 

12.17公開学習会で取り上げましたが、トラブル続きの女川原発でまたもや11.28に

海水漏洩がありました（１号機）。その後、他の原発でもトラブルが続発し、12.7規制

委でも問題となりました。 

○石渡委員 １つ。先週の会議の最後にも申し上げたのですけれども、先週は11月28日に女川の

１号機で冷却用の海水が原子炉建屋の中で漏れたというのがあって、それについて、こういうこ

とがあっては困りますねという話をして、更田委員からも、ちょっとたるんでいるのではないか

という御意見があったと思うのです。実は、その日、11月30日、前回の会議があった日に、敦賀

の２号機で一次冷却水が漏れて、作業員10人が放射性物質を含んだ水を浴びてしまったというこ

とがありました。それから、12月４日に福島第一の使用済燃料プールの二次冷却系のポンプが止

まったと。それから、12月５日、次の日、同じ福島第一で３号機の冷却水の注入が止まったと。

福島第一はいずれも単純な人為的なミスだという話です。こういうふうに続いていますと、非常

に心配なのですね。気を引き締めてやっていただかないと、小さなミスが大きな事故につながり

かねないと思いますので、…ぜひ長官からも各原子力発電所に、気を引き締めてやるようにとい

いますか、そういう指示をしていただいた方がいいのでは…。（下線筆者） 

それを受け、清水原子力規制庁長官が、同日付で（各原子力規制事務所長宛に）注

意喚起しました。 

平成２８年１２月７日に開催された第４７回原子力規制委員会定例会合において、委員から、

女川原子力発電所２号機、敦賀発電所２号機等で水漏れ等のトラブルが連続して発生しているこ

とに言及があり、各事業者に対して気を引き締めて取り組むことを注意喚起するようご指示があ

りました。つきましては、現在実施中の保安検査終了時等の適切な機会を捉えて、事業者に対し、

委員の問題意識をしっかりと受け止めて、施設の運転・保守管理に気を引き締めて取り組むよう、

注意喚起してください。（同） 

ここで、長官が（実際には文章を起案・チェックしたお役人らが揃いも揃って）女

川原発の１号機と２号機を間違えているのはなんとも“締まらない”話ですが、この

間女川原発では１～３号機のいずれでもトラブルが続発していますから、‘当たらずと

も遠からず・何号機でも同じ’といったところでしょうか。 

 

閑話休題、それらのトラブルに対し、私たち自身が気をつけなければならないこと

は、「単純な人為ミス」として軽視し（気を緩め）、本質を見誤ることだと思います。 

例えば、12.5東電資料によれば、12.4福島第一・使用済燃料プール循環冷却二次系

設備停止では、最初にＡ系で吸込圧力低警報が発生し手動停止、その後Ｂ系を起動す

るも同じく吸込圧力低警報発生・手動停止せざるを得なくなり、結局二次系冷却が完

全停止となりました。原因は「1号機使用済燃料プール代替冷却系の一次冷却系ポンプ



 

（Ａ）の軸受け冷却水（共用の二次冷却系ににより供給）配管のベント弁が「開」状

態」だったためで、「12月4日15時頃運転員が月1回の定例ﾊﾟﾄﾛｰﾙにて、当該ﾎﾟﾝﾌﾟのﾍﾞ

ﾝﾄ弁廻りの確認作業を実施しており、意図せず触れた可能性がある」（下線筆者）と

いう程度の“些細な原因”とされ、翌12.5の３号機・ポンプ停止も「定例点検を実施

していた協力企業作業員がよろめいて左肘を3号機復水貯蔵タンク(ＣＳＴという)炉

注水ポンプ（B）のスイッチにぶつけ、スイッチのカバーが破損」（同）とされている

ため、“作業員の腕や肘”に注目が集まりますが（？）、12.4の“些細な”トラブル

で２系統あった二次系冷却が“共倒れ”したことを、東電も規制庁も重視・教訓化す

べきなのではないでしょうか。 

 

同様に、本題の11.28女川１・海水漏洩も、＜12.13東北電力報告＞の「Ｄ（デー）」

を「Ａ（エー）」と聞き間違えたという（笑って済ませたくなる）説明や、今後は「航

空無線等で用いられているアルファベットの読み方を使用…（例：Ａ＝アルファ、Ｂ

＝ブラボー、Ｃ＝チャーリー、Ｄ＝デルタ…）」という再発防止対策に“妙に納得”

してしまいそうですが、注目すべきポイントは別だと思います。（＊そもそも「Ｄ（デ

ィー）」を「デー」、「Ａ（エイ）」を「エー」と発音する作業員に、アルファ、ブ

ラボー、チャーリー、デルタ…を新たに覚えさせるよりは、映画の「エー」、ビー玉

の「ビー」、椎茸の「シー」、デートの「デー」、胃腸の「イー」、絵筆の「エフ」、

爺さんの「ジー」、などと復唱させる方がいいのでは…。） 

 
 またまた閑話休題、今回の海水漏洩は11.25と11.28の二日間の作業の結果であり、



 

それぞれに問題を抱えています。 

 まず11.25＜別紙1/2＞のとおり、東北電力は、(2)・(3)：運転員②が運転員①から

の「Ｄ」閉の報告を「Ａ」と聞き違え「Ａ」欄に「閉」を記載したことについて、運

転員①の‘発音の悪さ’もしくは②の‘耳の悪さ’が【原因１】としたようで、前述

の「アルファ～デルタへの読み方変更」を講じるとしていますが、それは彌縫（びほ

う）策にしか過ぎません。（＊実際の記載方法は分かりませんが、その意味では「開・

閉」を漢字で記入することも間違いの原因となりますので、もしもそうなら、「○・

×」などの単純表記を採用すべきです。） 

 また、【原因２】として(3)・(5)で運転員②が「当該弁を直接確認しなかった」こと

を東北電力は強調しています。右側の概要図（平面図）を見る限り、確かに②による

開閉確認は簡単そうですが、そうならば①・②の二人で一緒に弁の前で開閉確認・記

録をすればよかったはずです。でも、例えば、実際には配管等が入組み、弁の開閉確

認は狭い足場階段を上がらないとできないとかの‘作業環境の劣悪さ’がなかったの

かどうか、現場写真などで検証する必要があります。関連して、二人に上下関係があ

り、①が弁の開閉確認に動き回り②は動かずに記録、というような‘役割分担・分業’

がなかったのかどうかも、再発防止のために調べておく必要があると思います。 

 さらに、それ以上に重要な【原因】は、(4)・(5)：運転員①からの「Ａ」開の報告

に対し、既に「Ａ」欄には「閉」記載があったのに、その段階で“あれっ？”と疑問

を持たず、空いていた「Ｄ」欄に「開」と‘穴埋め’した、運転員②の職務姿勢・い

い加減さだったのではないでしょうか。また、概要図（平面図）の弁の配置から見て、

運転員①が「Ｄ⇒Ｂ⇒Ｃ⇒Ａ」の最短コースで確認したのに対し、運転員②が「（デー）

Ａ⇒Ｂ⇒Ｃ⇒（エー）Ｄ」の順と勘違いした可能性はありますが、そもそも熱交換器

自体・近傍に「Ａ～Ｄ」の表記・プレート掲示がなされていれば（まさか核防護（テ

ロ対策）上の理由で意図的に非表記？）、運転員②が「当該弁を直接確認しなかった」

としても運転員①がどの弁を確認したかが一目瞭然のため、「Ｄ」と「Ａ」を取り違え

て記録することはなかった（ありえなかった）のではないでしょうか。 

 

11.28＜別紙 2/2＞においても、運転員②が、(1)閉のはずの「Ｄ」が「開」記載に

なっていることに気付いた時点や、(3)実際に「Ｄ」が「閉」状態だったのを運転員③・

④から報告を受けた時点で“あれっ？”と思わず、さらに、運転員②あるいは「上長」

が、25日に実際にどれか「開」状態の弁があったからこそ「開」の記録が残されたは

ず！と考え「Ａ～Ｃ」を再確認（あるいは運転員①に「開」だった弁の有無を確認）

すべきなのに、そのような「異常・おかしさ」に疑問を感じない運転員や上長の質が

問題だと思います。 

 東北電力は、「３．通水前における弁状態の確認手段が不明確」だったとして、再発

防止策として「弁の開閉状態を示した「配管系統図」を作成し、弁状態の確認前に「通

水手順書」との整合性を確認する。」としていますが、それだけでは、今回のように

「Ｄ開」記録が整合していないと調査しても、「Ｄ閉」を確認したらそれで問題なし



 

（Ａ開は放置）とする対応が繰り返されるものと思われます。１つの異常に気付いた

時に、類似の異常の有無を再チェックできるような作業環境・時間的余裕などを確保

しない限り、早期作業終了目的での場当たり的対応しか期待できません。 

 

しかも、東北電力は、4.8に東通１で同様の「弁の閉止忘れ」で漏水を引き起こし、

再発防止を誓っていたのですが＜2016.4.15報告＞、女川１で漏洩が再発（東北電力は

12.13報告で言及していませんが）したのは、単なる“気の緩み”でしょうか。 

    

＜2017.1.9 記 仙台原子力問題研究グループＩ＞ 



 

「鳴り砂」２５９用 原稿２ 

 

◆女川１停電、“文学的”対策で事故は防げない！◆ 

前号『鳴り砂』で報告した女川原発１号機での 2015.9.29・9.30連続停電事故につ

いて、12月 24日東北電力は、再発防止策を含む「最終報告？」を公表。 

電力ＨＰ文書によれば、それぞれの担当者が「図面を見誤り」、さらに作業確認の

「ルールが不明確、役割分担・責任者が不明確」だったことが原因とされ、再発防止

策は「実践的な教育を継続的に実施する」ことと「ルールの改善、検討体制の明確化」

とのこと。「見誤った」から「見誤らないよう教育する」、「不明確」だったから「明確

にする」、という予想通りの“文学的”対策では、事故は繰り返されるだけです。 

おそらく次の宮城県検討会等でも同様の説明がなされると思われますが、前号で指

摘した非常用ディーゼル発電機関係の作業と所内停電をもたらす可能性のある作業の

同時実施禁止規定の有無（全電源喪失の可能性）も含め、きちんと調査・検証して欲

しいと思います。 

 

そして、同日の規制委との面談資料（全 16 頁）によれば、１回目停電は「複数あ

る回路図面のつながりを一部見間違えたため、準備していた…インターロックを除外

するアイソレは必要ないと誤認した」とのことですから、背景には、誰かが必要と考

えて準備した手順を、現場で別の人間が変更することが許される「一人（無確認）作

業体制」であったことや、「準備していた…アイソレ」を不要として作業時間・手間を

短縮する“工夫（手抜き）”が評価されるような体制になっていたなどの問題があった

のではないでしょうか。また、前号＜付記＞でも述べましたが、計測制御回路では「ヒ

ューマンエラー防止対策」として実施していた図面色塗りを、電気制御回路では「適

用範囲外」にしていたということですから、東北電力が同じような作業に対して一貫

した安全性追求・ヒューマンエラー防止の姿勢を持っていないこと（手抜き）こそが

“真の原因”であることは明らかです。しかも、今後は電気制御回路についても色塗

りすると記載していますが、よく見ると「計測制御回路と同様に設備の重要度に応じ

て」＜下線筆者＞という限定付き（手抜き）のようですから、次は‘設備の重要度の

判断を誤ったため色塗りがされず…’との弁解がなされる事故が、計測制御回路や電

気制御回路で起きるものと思われます（もちろん、その際の再発防止策は‘重要度の

判断を誤らないようにする’です）。 

東北電力は、「二人作業体制」や「全作業での色塗り」などの手間や費用のかかる

再発防止対策を行なう気は全くなく、だからこそそれらを導き出すような“真の原因

究明”（ヤブヘビ）を行なうつもりなど全くないのです。 

 

同様に、同資料で２回目停電の記載を見ると、「計画外作業」ということで「電気

グループと発電管理グループ」などの複数（多数）の人間が合同チームとして作業の



 

検討を行なったようですが、「発電管理グループ（運転支援）担当者」が「回路図面の

記号が示す内容を見間違えて、必要なアイソレを見逃し」、同グループ（運転支援）の

副長もアイソレ不足に気づかず（図面色塗りなどのエビデンス（証拠）なし）、電気グ

ループ副長はアイソレ不足手順書のレビューを十分に行なわず、発電課長もアイソレ

不足手順書が作成されたことに（業務が輻輳して）気づけず、保安運営委員会（何名

参加？）における審議でも十分確認されず、電気グループは発電管理グループ（運転

直）にアイソレ不足手順書を提出し、発電管理グループ（運転直）の発電課長は作業

を許可した、ということ。（＊何が何だかよく分かりませんが！）結局のところ、最初

に（初歩的）ミスが発生すれば、途中の誰もどの段階でもミスを発見・訂正できなか

ったという事実（人為ミスの連鎖・共倒れ）は重要・深刻です。そして、再発防止策

として「計画外作業に関するアイソレ確認」の証拠を残すことにするのは当然として、

「計画外作業手順の検討における役割・責任分担を明確にするプロセスを定め」、さら

に手順検討を合同で実施する場合は「合同チームに参加した以外の者で確認するプロ

セスを定め」るとしていますが、上記の保安運営委員会などは、そのような第三者的

確認プロセスではなかったのでしょうか（そのような対策が有効には機能しなかった

ことが証明されたのではないでしょうか）。 

また、１回目・２回目停電とも、作業担当者やその直近の上司が、電源全体の基本

（１電源のみの接続となるよう各種遮断器が作動）や現状（２号機から受電中）を理

解し、当該遮断機投入により２号機側の遮断器が作動する可能性を認識して（疑って）

いれば、図面を見間違えてアイソレ不要と一度は思えても、そのこと自体がおかしい・

不自然と気付けたのではないでしょうか。同様に、他の再チェック者・組織も、‘アイ

ソレは当然なされるべきもの’という常識を持っていたら、アイソレを実施しない手

順に疑問を感じ、見直し・再確認がなされたのではないでしょうか。 

 

ザルのような対策をいくつ重ねても、“水漏れ”を防ぐことはできません。 

＜2015.12.27 記 仙台原子力問題研究グループＩ＞ 

 



 

「鳴り砂」２５８用 原稿１ 

 

◆女川１で二度の停電、全交流電源喪失の危険性も！◆ 

2015.10.13 東北電力は、女川原発の９月の月例報告で、法令で国に報告すべき「ト

ラブル」はなかったとする一方、「その他」１号機で 9.29「所内電源喪失＝停電」が

あり「非常用ディーゼル発電機」が自動起動し、その復旧過程でも 9.30 に再び「停電」

があったことを公表（その後、規制委ＨＰを見たら、東北電力は停電直後に規制委に

面談し、9.30 に二度報告書を提出し、10.6にも報告書を提出していたことが判明）。 

 

同月例報告によれば、電気系統の工事に伴う装置確認試験のため 9 月 29 日 14：39

に遮断器（Ａ）を投入（電気回路に接続）したところ、14：40に１・２号機間の電源

融通用遮断器（Ｂ）が開放（遮断）され、（工事のため２号機から受電していた）１号

機の所内電源が停電①。そのため非常用ディーゼル発電機が（設計通り）自動起動し、

非常用電源は確保された。停電①により使用済み核燃料プール冷却用ポンプが停止し

たが、15：16に非常用電源で同ポンプを再起動（幸い、プール水温は変化なしで、放

水口モニタは一時欠測・別モニタで監視継続、とのこと）。翌 30日の 0:33までに１号

機常用電源が２号機からの受電を再開したため、非常用ディーゼル発電機を停止させ

るため 1:29 に常用・非常用電源間の遮断器（Ｃ）を投入したところ、またもや１・２

号機間遮断器（Ｂ）が開放され（＝２号機からの受電が不能となり）、１号機の所内（常

用）電源が再び停電②（非常用ディーゼル発電機は運転中のためプール用冷却ポンプ

に問題はなし）。20:48にようやく復旧作業完了。 

原因は、いずれも、遮断器（ＡやＣ）投入に先立ち、他の遮断器（Ｂなど）を作動

させないための「電気的に隔離する処置が不足」していたためと記載されていますが、

まず筆者には、隔離（アイソレーション：ISOLATION）に対して「不足」と表現するよ

うな程度問題で語ることが理解できません（隔離されたか・されていないか、のどち

らかしかないはずです）。 

その点について、10.6 報告では、停電①では「アイソレが、図面の確認が不十分で

あったため、実施されなかった」、停電②では「図面の表記を見誤ったことから…アイ

ソレが漏れた」と記載されています（下線筆者）。両文章とも『主語』が抜けて（意図

的に隠されて？）いますが、「いずれのミスも、作業員が図面を見誤ったことが原因」

＜10.14 朝日：下線筆者＞であることは明らかで、なおかつ「隔離が不足」していた

のではなく「隔離されていなかった」というのが真相です。東北電力の、自ら積極的

に真実を明らかにしようとしない姿勢には、毎度うんざりさせられます。 

 

すると、停電①・②をもたらした「作業員」は同一人物か別々か、電力社員か下請

けか、どの程度の経験・スキルがあったのか、その「同一作業員もしくは①・②の各

作業員」が“なぜ図面を見誤った”のか、作業をダブルチェックする別の作業員（ら）



 

を用意していなかったのか（単独作業だったのか、ペア作業か）など、東北電力の『作

業管理体制・人為ミス防止対策』を具体的に検証する必要があると思います。 

このことは、今回の停電と同質の、女川１～３全ての地震後設備健全性確認点検で

判明した「記録不備＝作業管理体制不備」問題でも、東北電力は、実際の作業員（ら）

の行動・役割などを具体的に明らかにしない（隠した）まま、意味不明の再発防止対

策（スローガン）を羅列しただけで“幕引き”しようとしていますが（鳴り砂№256

別冊「気になる動き 36」）、そのようないい加減な対応を許してはならないと思います。 

ちなみに、今回の停電の再発防止対策は、「図面の色塗り等を行い、確実に確認で

きるルールとし、その変更について関係者への教育を実施する」および「アイソレの

検討および確認は、通常の確認体制に加えて、工事メーカを含めて実施する」＜10.6

報告＞とのことですが、高速増殖炉「もんじゅ」で、92 年試験運転開始時から最重要

機器の 15点が一度も点検されておらず、その原因は「当時の担当者が分類の基準の解

釈を誤ったり、点検に使う図を作る際に色分けを間違えたりしたため」とされている

ことに鑑みれば＜10.22 朝日＞、「色塗り等」の“小手先の対策”、「ルール・教育」な

どの“口先の対策”は、工事の早期再開対策でしかありません（それで東北電力は十

分“満足”なのでしょうが）。時間がかかっても事実・原因を徹底究明することこそ、

真の安全性確保・再発防止対策構築への“近道”なのです。 

 

さらに、今回の停電事象を受けて真に検証すべきは、非常用ディーゼル発電機の点

検作業と今回のような停電（所内電源喪失）をもたらす可能性のある作業・試験を‘決

して同時に行なわない’という明確・厳密な規定（保安規定？）が設けられているの

かどうか、だと思います。そうでなければ、福島原発事故の引き金となった「全交流

電源喪失（所内電源喪失＋非常用ディーゼル発電機起動不能）」が、非常用ディーゼル

発電機の点検作業中（隔離時）に、それと無関係に行なわれるちょっとした作業・試

験（その際の作業員の単純ミス）により、簡単に生じる可能性があるからです。 

 

次回の「県検討会」では、地震後点検の不備問題に今回の停電問題を加えて、十分

に議論・検証して欲しいと思います。 

＜2015.10.24 記 仙台原子力問題研究グループＩ＞ 

 

【11.8付記】 

 さらに東北電力は＜10.9 報告＞を規制委へ提出していました。 

その中で、停電①では、計測制御回路のアイソレでは図面に色塗りやマーキングを

することになっていたが、電気制御回路のアイソレではそうなっていなかったため担

当者が図面を見誤り、さらに、担当者が類似作業の経験から図面確認が不十分なまま

アイソレ不要と考えていた、とのこと。どうして１つの作業で行なうことを、他の作

業では行なわなくていいと“省力化＝手抜き”をするのでしょうか。また、経験＝安

全と言えないことが示されたことを、東北電力は深刻に受け止めるべきです。 



 

停電②では、ここでも全て『主語』がなく（意図的に？）責任の所在が曖昧にされ

ていますが、計画外の作業で（地震後点検ミスでも同じような弁解をして、現在は対

策済みだったのでは？）管理職の指示も不明確だったため、相互（複数の人間が関与？）

確認が不足しトリップ条件の見誤りに気付かず、図面の色塗りもしなかったため、(担

当者が？)アイソレ抜け落ちに気付かなかった、とのこと。別紙３「暫定対策」を見る

と、今後は８名（うち工事メーカー２名）が関与するようにしたようですが、今回は

相互確認した２名＋不明確指示を出した管理職（色が塗られていない図面では再チェ

ックできない、あるいは図面は見ない）くらいしか関与していなかったのでしょうか。 

 いずれにしても、東北電力は、『主語』＝「責任の所在・問題点」が曖昧な文書・資

料を検討会に提出するような“失礼・時間の無駄”はしないで欲しいと思います。 

 

 



 

ＨＰ用に図を添付 

 

 

 

 

 



 

「鳴り砂」２５７ 原稿 

―最近の気になる動き ３９― 

▼▼ 魔の「ゾンビ・ゾーン」 ▼▼ 

早ければ今年８月中旬に“3.11後初”の再稼動（原子炉起動）を目論む九電・川内

原発１号機で、７月７日（から１０日まで）、１日約４０体、計１５７体の燃料集合体

の装荷作業が「２４時間態勢」で始まり、装荷終了後には、同じく再稼動に向けての

事故対応訓練・保安検査・使用前検査等が予定されているとのこと＜7.7 テレビ報道

や 7.8朝日＞。規制委の検査官による立会・検査等は通常の業務時間内（日中）に行

なわれることが多いと思われますが、そのための（下請・孫請による）準備は“夜を

徹して”行なわれるであろうことは、経費節減・稼働率向上のための「定検短縮」の

際に２４時間作業が常態化されていたことからも、当然予測がつきます。そのような

工程を計画・立案する電力社員や、工程表を目にしているはずの規制委委員や規制庁

の役人も、自身の問題としては考えないから（他人事）、作業員（生身の人間）に２４

時間態勢で各種作業を“強いる”工程に、何ら疑問を感じないものと思われます。 

ところで、筆者がより気になったのは、＜7.8朝日＞で“たまたま”（あるいは編集

者が意図的に？）隣に載っていた「深夜残業 翌日は遅出」という見出しの方で、「前

の終業から次の始業までの間に一定の休息を取らせる『勤務間インターバル』の取り

組みが、大企業で増え始めた」という記事です。すでに欧州連合（ＥＵ）はインター

バル『１１時間以上の確保』を企業に義務付けているとのこと。通勤・食事・風呂な

どを考えれば１１時間でも十分な休息・睡眠を確保できないかもしれませんが、記事

曰く「働きすぎ」（正しくは「働かせすぎ」だと思いますが）の防止には一定の効果が

ありそうで、労働力確保（雇用促進）にもつながると思われます。それ故、経費節減

第一の経営側は昨冬の労組側提案に反対し、法案化には至らなかったとのこと。 

 

さて、ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｽﾄﾛｶﾞｯﾂ『ＳＹＮＣ（シンク） なぜ自然はシンクロしたがるのか』

（ﾊﾔｶﾜ･ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ文庫＜数理を愉しむ＞ｼﾘｰｽﾞ、2014.2）には筆者が魅かれた「ホタル

の一斉発光」などの興味深い現象がいくつも載っていますが（＊シンクロナイズド・

スイミングでおなじみの「シンクロ・シンク（同調・同期）」です）、その一つに「人

間の注意深さ」と「体温」との相関関係がありました＜第３章＞。（労働人口の大半の

ように）午前６～７時頃に起床する「２４時間周期」に同期がなされている場合（＊

何かで「もともとのヒトの体内周期・体内時計は２４時間よりも長い」、「朝日などの

光で２４時間周期に（微）調整されている」という話を聞いた方も少なくないのでは）、

「体温が最低値を取る午前４時から６時付近で注意力が最低になる」として、「フィー

ルド研究から…午前３時から午前５時にかけての時刻で、労働者の電話や警告信号に

対する反応速度が一番鈍く、計器の数字の誤読が一番起こりやすくなる。この時間帯

は、目を覚ましているには適さないのだ――ことに、単調ではあるが重要な仕事をし



 

なければならない場合は最悪」

として、「この時間帯を『ゾン

ビ・ゾーン』と呼んでいる」と

のことです（＊目を開けて仕事

しているのに、実際には（低体

温のため）意識・注意力が低下

しているので、ホラー（恐怖）

映画に登場する「ゾンビ（動き

回る死者）」状態になってしまう

時間帯、ということ）。そして、

ヒューマン・エラー（人為ミス）

と結びついたスリーマイル島原

発事故、チェルノブイリ原発事

故、インド・ボパールでの有毒ガス漏出事故、アラスカでのタンカー原油流出事故な

どが、いずれも深夜に起きていることを指摘しています＜pp.133-134、pp.156-157、

図は p.172＞。 

おそらく誰もが“常識的に”深夜から明け方にかけての交通事故（居眠り運転）や

作業ミス（居眠り作業）の多発を感じていると思いますが、低体温・注意力低下がヒ

トの体内周期から必然的に生じることを考えれば、原発という“超危険物”において

は、安全性確保最優先でヒューマン・エラーの潜在的要因（リスク）を大幅に低減さ

せるため、魔の「ゾンビ・ゾーン」をまたぐ２４時間態勢での作業は、とりわけ多数

の作業員が関与する再稼働準備（や定検）では完全に止めるべきだと思います。８時

間２交代制では 1.5倍の時間が、６時間３交代制なら 1.33倍の時間がかかると電力会

社が“最初から覚悟・計画”しておけばいいだけの話で、安全にとっても作業員の生

活リズムにとっても、とても好ましいものになります。ただし、原発が２４時間（ベ

ースロード）運転をする限り、特に運転員の「ゾンビ・ゾーン」当直をなくすことは

できず、万一の人為ミスの影響・危険性は火力発電等の２４時間運転とは比較になり

ませんから、やはり再稼働しないことが一番の安全対策です。 

 

なお、福島原発事故では、吉田所長以下の不眠不休の“英雄的行為”が一部海外メ

ディアで称賛されたようですが、筆者はそれに大きな違和感を覚えていました。それ

は、以前読んだｼﾞﾑ･ﾗﾍﾞﾙ、ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｸﾙｰｶﾞｰ『アポロ１３』（新潮文庫、1995.6）で、事

故後から地球に帰還するまでの間、ＮＡＳＡの危機対応が（筆者の記憶では）「３チー

ム体制」（管制主任・メンバーがきちんと交代）で適切・的確に行なわれたことが強く

印象に残っていたからです。後者は国家の威信をかけた「宇宙開発」で、前者は営利

目的・経済性優先の「発電事業」だからという違いで片付けるべきではなく、事故時

にも全員がいつも通りに力を発揮できる体制（休息確保・疲労回復策）を講じる重要

性を認識していたかどうかという「安全文化」（の成熟度）の違いに起因するものだと



 

思います。 

女川２再稼動にあたって東北電力は、2015.3.17 規制委資料 1-4-2（重大事故等対

策の有効性評価 成立性確認 補足説明資料：3.10の改訂？）で、各種重大事故時の

必要要員数・作業項目・時間等を示し、例えば、「図 6-4(2) 崩壊熱除去機能喪失（残

留熱除去系が故障した場合）」時には、運転員７名（Ａ～Ｇ）と重大事故等対応要員２

０名（うち協力会社要員５名）中１１名で作業可能としていますが、運転員Ｂは６８

時間（以下）の作業が想定されています。また、「図 6-6 LOCA時注水機能喪失」時に

は、運転員７名と重大事故等対応要員２０名全員で作業に当たる計画ですが、対応要

員Ａ～Ｆは６時間３０分（以下）の作業後に２３時間３０分（以下）の作業を行なっ

たり、対応要員Ｄ～Ｆはさらに？３６時間（以下）の作業も担うことが想定されてい

るようです。また、『鳴り砂№255 短信追記』で言及した 2015.2.10 資料 2-1の補足

説明資料８記載の重大事故等対応要員３７名は、１６名の「休憩・仮眠をとるための

交代要員を考慮」したとされていますが、放射性物質拡散抑制（対処要員３５名）の

うちのシルトフェンス設置作業は「重大事故等対応要員の交代要員にて対応する」と

されていることから、十分な休憩・仮眠は保証されていません。 

ヒューマン・エラーの潜在的要因になる重大事故時の長時間作業の可能性に対し、

東北電力は、実際の運用においては非常召集による発電所構外からの参集も期待でき

るとし＜3.17 資料の補足 6-1＞、だから交代可能と弁明しているつもりのようですが、

地震・津波時に“陸の孤島”と化す可能性の大きい女川原発では、そのような想定は

不適切です。 

女川には不眠・不休の“事故処理ヒーロー（＋放射能汚染）”など決して要りませ

んから、（女川・東通）原発再稼動を断念することで東北電力自体が“安全ヒーロー”

となって欲しいものです。  ＜2015.7.26 完 仙台原子力問題研究グループＩ＞ 

 


