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官僚同士の阿吽（あうん）の呼吸？
2015.2.18 規制委・資料５「別紙１」に、昨
年 11 月の国際アドバイザー（米英仏各１名）と
の意見交換を踏まえた今年 2.10 付助言が掲載
（仮訳）されていました。
さすがは“国が選んだ”メンバーで、７項目

の最初（福島第一原発の廃炉作業）から、汚染
水放出が環境破壊や健康被害にはつながらない
として、タンク貯蔵せずに積極的に海洋放出を
推奨していたのに、改めて筆者は驚かされまし
た。

でも、直後の 2.24 に、２号機由来の高濃度汚
染水の海（港湾外）への直接流出・約１年の情
報隠しを東電が公表し、地元漁業者や福島県の
批判を浴びたのは皮肉です。そもそも放射性物
質を「総量」でなく「濃度」で規制・許容する
こと自体、とりわけ福島原発事故のように大量
の放射性物質が広範に放出された場合には（百
歩譲って、少量の場合には、自然界での“希釈”
により影響が緩和されるとしても。実際には生
体濃縮により「希釈安全理論」は成り立たない
と考えますが。）、
“自然希釈・影響緩和”される

とは限らず、不適切だと思います（国際アドバ
イザーは「放出可能な汚染水」と表現し、
‘希釈
すら不要’と助言しているようですが）。
また、第７助言（作業員の放射線被ばく）に
おいて、事故中の被ばく線量を‘勘定に入れる
な’としている点は、軍隊（核部隊）が最終的
に事故対応に当たる米英仏（核保有国）では当
然なのかもしれませんが、あくまでも民間事業
者が事故対応・避難計画に当たる日本において
は認められないのではないでしょうか。

ところが、その 2.20 第７助言とドンピシャ・
歩調を合わせたかのように、厚労省は 2.20 検討
会で、従来の職業人の被ばく限度「5 年間
100mSv」を 9 カ月間で超えた福島第一の作業員
174 名の今後の線量管理を「生涯 1000 mSv」と
する報告書を今年 5 月にまとめ、当該作業員ら
を放射線業務に戻せるようにするとのこと＜
2.21 朝日＞。でも、
“174 名救済”の大義名分の
下、今後の原発再稼動・大事故発生に備え、全
ての原発の民間人（構内作業員）
「 数千～数万人」

に、さらに穿って考えれば、事故時に原発周辺
で避難・輸送等に関わるより多くの公務員や業
務従事者（民間人）に、高線量被曝（～1000 mSv）
を受忍させようとしているとも考えられ、この
“規制緩和”は決して見過ごせません。
それと同時に、規制庁と厚労省の“チームワ
ークの良さ？”にも驚きました。第４助言（人
的資源）で規制庁の人手不足（一部職員の大幅
残業＝モラールの問題）対策として「ノーリタ
ーンルールの撤廃」を掲げ、福島事故前の“規
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制の虜（これこそが真の『モラルの問題』だと
筆者は思いますが）”をもたらした‘規制行政へ
の一時出向・推進行政への復帰’を容認してい
ますが、自らの職場確保・拡大・出戻り出世に
腐心する官僚たちは大いに勇気付けられたに違
いありません。
上記以外の項目は“一長一短”ですが、都
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合のいいところだけを規制委が恣意的に忖度す
ることを許さず、実際に規制強化・安全性向上
につながる項目だけを徹底的に実施させるよう
にする必要があります。
＜2015.3.8 記：原稿数の関係で今号に＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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33-１の続編 経産省「事故確率半減論」と「ベイズ確率」
『気になる動き３３－１』で指摘したとおり、
経産省「発電コスト検証ワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）」（山地憲治座長）が「事故確率が半減」と
いう“虚構”に基づき「原発が最安」との結論
を了承し＜4.28 朝日＞、それを受けて経産省は
翌日“粛々と”原発依存率を 20～22％とする
2030 年電源構成案を提示しました＜4.29 朝日
＞。
筆者は全くの専門外ですが、最近は電力会社
も事故・故障確率等の説明時に言及する「ベイ
ズ確率（ベイズ統計）」について、分かりやすい
説明を見つけました。ベイズ確率の考え方は、
中学で習うような客観確率（サイコロで「１」
の目が出る確率は６分の１）を求めるため「サ
イコロを何十万回も振るような実験は事実上で
きない」ことから、
「最初は適当に決めた不正確
な確率（事前確率）から出発し、これを何らか
の実験や測定、観測などによって、もっと正確
な確率（事後確率）へと改良していこう」とい
うものとのことです＜小林雅一『ＡＩの衝撃

人工知能は人類の敵か』pp.93-95 講談社現代新
書 2015.3.20：下線は筆者＞。
そうすると原発の事故確率などは正に「ベイ
ズ確率」でしか求めようがないことは明らかで、
スリーマイルやチェルノブイリの原発事故経験
を反映させた福島原発事故前の「事前確率」よ
り、福島事故後の‘もっと正確な’「事後確率」
が増大していることは、誰の目にも明らかです。
にもかかわらず、上記のように、経産省（御
用学者）は「対策を強化した分、事故が起きる
確率は半減」などという“希望的観測（＝憶測）”
（今回も地球環境産業技術研究機構・秋元圭吾
氏＜2.19 朝日＞の“学識”でしょうか？）を根
拠に、原発コスト「最安」論や原発依存率 20～
22％などを打ち出しましたが、それらは全て“エ
セ数学”に基づく（合理的根拠のない）虚言・
虚構でしかないことは明らかです。
＜2015.4.29 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

ミニミニコメント

― 再稼動申請の疑問１ 外部火災 ―
米軍）が墜落する確率が１０ － ７ [回／炉・年]
となるよう原子炉等からの隔離距離を算出し
（添付資料－６の添付－７）、その地点で満載し
た航空機燃料が燃焼した場合の温度上昇を求め、
原子炉施設外壁のコンクリート表面温度は最大
「１６９℃（民間航空機）」と、許容温度「２０
０℃」以下でしかなく、安全と評価しています
（p.37、p.添 6-14）。

東北電力 2015.3.19 資料 1-2-2 で説明されて
いる「実用発電用原子炉及びその附属施設の位
置、構造及び設備の基準に関する規則」
（設置許
可基準規則）第６条規定の「外部火災」に対す
る評価に疑問を感じました。
特に、評価が最も厳しくなる「航空機墜落に
よる火災」について、原子炉や重要施設の一定
範囲（標的面積）に各種航空機（民間・自衛隊・
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でも、
「評価にあたっては、対流および輻射に
よる放熱は考慮しないものとした」
（p.37）とし
ていますが、逆に、真夏の直射日光の影響（加
熱の継続）も十分に考慮しているのでしょうか。
また、壁面の初期温度を「５０℃」としていま
すが、真夏（カンカン照り・猛暑）の午後でも
それ以上には絶対にならないのでしょうか（規
制委が定めた「外部火災影響評価ガイド」自体
の問題にもなります）。ちなみに、「６５℃」に
達するという文献がありました＜地濃 茂雄「日
射に代えて赤外線を照射した場合のコンクリー
ト表面の温度上昇」コンクリート工学年次論文

集，pp.331-336,Vol.30，No.2，2008＞。それで
も最高「１８４℃」だから安全、と東北電力は
主張するかもしれませんが、他の要因を考慮し
ても本当に大丈夫なのでしょうか。
付言すれば、復水貯蔵タンクの許容温度（最
高使用温度）が「６６℃」との記述も気になり
ました。火災が無くても、自然の猛暑に対して
大丈夫なのでしょうか。
県検討会において、どなたか疑問を呈して欲
しいものです。
＜2015.4.29 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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ミニミニコメント

― 再稼動申請の疑問２ 監視設備 ―
東北電力 2015.4.2 資料 3-3 で説明されている
「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、
構造及び設備の基準に関する規則」
（ 設置許可基

準規則）第３１条規定の「監視設備」の記述に
疑問を感じました。
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まず、
「１，２号炉中央制御室で監視、記録を
行うことができ」、「また、緊急時対策所でも監
視を行うことができる」とされ、
「測定値が設定
値以上に上昇した場合、直ちに１号炉中央制御
室に警報を発信できる」とのことですが、要す
るに、最初に１号炉を建設した際の（おそらく
有線のみでの）データ送信・監視システムを、
２号炉増設時に中央制御室を１，２号炉で共用
する「節約設計」にしたため、そのままにして
いる、ということです。そのせいで、２号炉再
稼動に当たっての暫定的な緊急時対策所となる
３号炉中央制御室でも、データは１号炉経由で
しかなく【図 2-1-3：有線・無線のいずれも】、
そのため「１，２号炉制御建屋内」の伝送サー
バや通信機器に不具合が生じると、２号炉緊急
時対策所（３号炉中央制御室）では監視ができ
なくなるという“共倒れ”が生じる可能性があ
ります。また、
「警報」も（最初に設置した）１
号炉中央制御室でしか発信しない設計のようで、
２号炉緊急時対策所（３号炉中央制御室）では
「警報発信」がなされない“不備”が放置され
ているのではないでしょうか。
２号炉緊急時対策所における監視システムの
『多重化』を図るためには、少なくとも、モニ
タリングポストから有線・無線の両方でデータ
を直接緊急時対策所（３号炉中央制御室）に送
信（＋警報発信）するようシステム改修する必
要があることは明らかです。その程度の費用・
手間を惜しんで２号炉再稼動を進めるなど、絶
対に認められません。
なお、事故時に重要な役割を担う放射能観測
車両（モニタリングカー）について、女川原発
には１台しか配備されていないとのことで、た
だし東通原発より１台、他の電力から１１台の
融通を受けられる旨の記述がありますが＜p.12
＞、3.11 当時のように女川原発周辺の道路が長
期間寸断される状況の中で、どのようにして“融
通”してもらうというのでしょうか。『多重性』
を図るため、費用を惜しまずに最低もう１台は
配備しておくことが必要です。
＜2015.5.10 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】
【３月】
23 日（月） 「女川原発の再稼働を許さない！
2015 みやぎアクション」、
「ふるさとを放射能
から守ろう！3.21 みやぎアクション集会宣
言」を東北電力に提出。12 名参加。
24 日（火） 東北電力、4188 件の設備点検記録
不備問題で再発防止策を発表。
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 38 回目の会合を原子力
規制庁で開催。重大事故事の通信連絡設備の
有効性などを東北電力が説明。
27 日（金） 石巻地方護憲平和センター主催で、
講演会『原発重大事故「実効性ある避難計画
とは！」』が、石巻労働会館 3 階ホールで開催。
講師は、末田一秀さん（自治労脱原発ネット
ワークアドバイザー）。
28 日（土） 加美町を考える会、末田一秀さん
講演会「原発のゴミのこれまでと、これから」
を、加美よつば農協中新田支店会議室で開催。
29日（日） 脱原発東北電力株主の会、株主提
案協力要請発送作業。9名参加。
31 日（火） 農協・宮城県協議会、東京電力に、
第 43 次分として 3930 万円の賠償金支払いを
請求。（24 日現在、第 1～42 次の請求総額は
329 億 3988 万円で、東電から支払われたのは
285 億 3483 万円で 86.6％）
規制委員会、２号機の適合性審査 39 回目の
会合を開催。竜巻対策を東北電力が説明。
東北電力、2015 年度核燃料輸送計画を発表。
震災後初めて 2 号機に新燃料集合体 120 体を
搬入予定。
【４月】
2 日（木） 規制委員会、２号機の適合性審査
40 回目の会合を開催。監視測定設備について、
モニタリングポストの電源は、非常用所内電
源に接続されていることや無停電電源装置お
よびガスタービン発電機から給電可能な設計
であり、外部電源喪失時でも電源復旧までの
間、機能維持できることを東北電力が説明。
5 日（日） みやぎアクション会議を生涯学習
センター（パルシティ）和室で開催。17 名参
加。
7 日（火） 規制委員会、２号機の適合性審査
41 回目の会合を開催。重大事故事のフィルタ
ー付きベント装置（ＦＢ）の運用方法を東北
電力が説明。規制委側は、福島原発事故を踏
まえ、ＦＢの成否確認方法や失敗時の対策を
求めた。

9日（木） 規制委員会、２号機の適合性審査42
回目の会合を開催。竜巻の安全対策に採用す
る計算モデルについて東北電力が説明。規制
委側は、別のモデルとの詳細な比較や竜巻の
不確実さを十分に考慮することを求めた。
10 日（金） 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、60 件が対応完了済みと発表。
12日（日） 日本基督教団東北教区・放射能問
題支援対策室いずみ、第14回甲状腺エコー検
査を丸森で開催。23人の子どもが受診。
原発問題を考える登米市民の会、
「 自然エネ
ルギーから未来がひらける？！～『里山資本
主義』に学ぶつどい」をみやぎ生協加賀野店
２階で開催。
15 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。
山元町、町内284カ所の空間放射線量の結果
を公表。除染目安毎時0.23μ㏜（年間１m㏜）
超が初めてゼロに。最高地点は0.21μ㏜（前
回0.38μ㏜）。
20 日（月） 女川原発 30 ㌔圏 5 市町、東北電
力と安全協定を締結。設備変更時の「事前了
解」は盛り込まれず、県と覚書。
21 日（火） 規制委員会、２号機の適合性審査
43 回目の会合を開催。一部重要設備が１、3
号機と共用していることの安全性を東北電力
が説明。
22 日（水） 規制委員会田中俊一委員長、海輪
東北電力社長と意見交換。
23 日（木） 「第４回女川原発２号機の安全性
に関する検討会」、パレス宮城野２階はぎの間
で開催。12 名傍聴。
25 日（土） 講演会「放射能汚染地図の“これ
まで”と“これから”」が、木村真三さん（放
射線衛生学者・獨協医科大学准教授）を講師
に、仙台市市民活動サポートセンター6F セミ
ナーホールで、放射能問題支援対策室いずみ
主催で開催。満席。
映画「日本と原発―私たちは原発で幸せで
すか？」の上映会が、せんだいメディアテー
ク７Fスタジオシアターで上映実行委員会主
催で開催。監督河合弘之さん（弁護士）が講
演。180名参加。
26日（日） 「女川原発を再稼動させない仙台
市民連絡会」結成集会、勾当台公園野外音楽
堂で開催。140名が参加。
「これでいいのか原発事故その後！―いま
わしい原発事故から４年、地域の今そして未
来は～豊かな大崎の大地と水を守り未来の子

どもたちのために原発のない社会にしましょ
う～」が、田尻農村環境改善センターで、4.26
シンポジウム呼びかけ人主催で開催。60 数人
が参加。加美町長の猪股洋文氏が基調講演。
中川幸夫みどりの農協理事、阿部美紀子女川
町議員、山村康治大崎市議員、篠原弘典さん
がそれぞれ現状報告。
27 日（月） 株主の会、東北電力に株主 229 名・
311,300 株で「原発からの撤退」等の株主提
案（20 年連続）を提出し、記者会見。３名参
加。
村井県知事、定例記者会見で、
「 再稼働判断、
立地自治体で十分」と持論を展開。
東北電力、3 月に輸送船のクレーン故障の
ため延期になっていた低レベル放射性廃棄物
搬出を、5 月 12 日から六ケ所に海上輸送する
と発表。
30 日（木） 農協・宮城県協議会、東京電力に、
第 44 次分として 6365 万円の賠償金支払いを
請求。（20 日現在、第 1～43 次の請求総額は
312 億 5916 万円で、東電から支払われたのは
289 億 108 万円で 92.5％）
【５月】
2日（土）
鎌仲ひとみ監督作品「小さき声の
カノン―選択する人々」、フォーラム仙台で
上映開始。5月29日（金）まで上映予定。
7日（木） 住民運動連絡センター、平和ビル（旧
佐々重）前で女川原発再稼動STOPの署名行動。
8日（金） 東日本大震災復旧・復興支援みやぎ
県民センター等9団体、12,253人分の女川原発
再稼動STOP署名を県に提出。県議会棟１階で、
約30人が参加。署名提出は6度目、延べ12万684
人。
9日（土） 栗原ネットワーク、5月例会を、栗
原市民活動支援センターで開催。
10 日（日） 「女性ネットみやぎ ３周年のつ
どい」で、武藤類子さん（福島原発告訴団団
長）が「福島は今―原発事故は何をもたらし、
何を奪うのか―」と題して講演。会場は仙台
弁護士会館 4 階ホール、主催□子どもたちを
放射能汚染から守り、原発から自然エネルギ
ーへの転換をめざす女性ネットワークみやぎ。
約 180 名参加。
12 日（火） みやぎ・環境とくらし・ネットワ
ーク、茶話会「食べ物は今どうなってるの？
～放射能測定室から見えること言えること」
をフォレスト仙台ビルで開催。
「てとてと」運
営委員の北村保さんがお話し。
東北電力、女川原発周辺海域で 2014 年 11
月 17 日から 2015 年 2 月 1 日まで調査した追
加海上音波探査等の結果を発表。南東に走る
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活断層「F-6 断層～F-9 断層」は従来より 2
㌔長い約 24 ㌔に、また、敷地から断層までの
距離は従来より 3 ㌔遠くなる 8 ㌔と評価。
規制委員会、２号機の適合性審査 44 回目の
会合を開催。炉心損傷など重大事故時の起き
る物理現象を計算するための解析コードの妥
当性を東北・東京・中部・中国各電力が合同
で説明。
「第 133 回女川原子力発電所環境調査測定
技術会」、パレス宮城野 2 階はぎの間で開催。
2 名傍聴
13 日（水） 東北電力、１・3 号機でも計 474
件の設備点検記録不備があったと発表。
県、気仙沼市で採取したタラノメから 130、
160、190 ㏃/㎏の放射性セシウムを検出した
と発表。
14 日（木） 規制委員会、２号機の適合性審査
45 回目の会合を開催。地震や機器の破損など
で建屋内などに水が溢れる内部溢水の影響と
対策を東北・東京電力が合同で説明。規制委
側は、評価対象の抽出プロセスを確認する質
問。
15日（金） 「福島第一原発事故による被害の
実態と復興への道のり～事故後4年を経た相
双地域の病院からの報告」が、仙台市シルバ
ーセンター６Fで開催され、西病院(浪江町)
高塚事務長と小高赤坂病院(南相馬市)渡辺院
長が報告。みやぎ心のケアセンター主催。
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 4 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 60 件が対応完了
済みと発表。今回より、4 月 20 日付安全協定
締結により女川原発 30 ㌔圏 5 市町にも報告。
17 日（日） みやぎアクション会議を生涯学習
センター（パルシティ）創作室 1 で開催。
（空）

●指定廃棄物最終処分場を
めぐる動き
【３月】
22 日（日） 大和町下原周辺住民約 480 名、反
対集会を吉田小で開催。浅野元・大和町長も
参加。
27 日（金） 「放射性廃棄物最終処分場建設に
反対する宮城県連絡会」（3 市町の現地住民
団体で組織）、環境省（東北地方環境事務所）
に「フォーラム開催と現地調査の中止、構想
の撤回と特別措置法の根本的見直し」を要請。
【４月】
1 日（水） 猪股加美町長、定例記者会見で「説
明会より、濃度と現在の県内保管量の調査が
先」と批判。
5 日（日） 「環境省と考える指定廃棄物の課
題解決に向けたフォーラム～一時保管が続く
稲わらなどの安全な処理に向けて～」が、
「ア
リバイ作り」のため、環境省主催で、TKP ガ
ーデンシティ仙台で開催。県民約 160 名が参
加し、建設反対や特措法見直しを求める声。
11日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原
ネットワーク、４月例会を、栗原市民活動支
援センターで開催。藤原寿和さん（廃棄物処
分場問題全国ネットワーク事務局長）が「新
たな被害者を出さないために、核のゴミをど
う処分・管理すべきか？」を講演し討議。約
40名参加。
14 日（火） 望月環境相、「最終処分場」の名
称を「長期管理施設」に変更すると表明。
15 日（水） 佐藤勇栗原市長、定例記者会見で
「名称変更はまやかし」と批判。
16 日（木） 加美町、環境省に「濃度と保管量
の調査、白紙撤回と特別措置法の根本的見直
しを求める」要請書を提出。
17 日（金） 東日本大震災復旧・復興支援みや
ぎ県民センター等 5 団体、環境省へ「指定廃
棄物の最終処分場問題に関する住民説明会・
公開討論会開催に関する申し入れ」。10 名参
加。
24 日（金） 美里町の 9 団体でつくる「放射性
指定廃棄物最終処分場候補地の白紙撤回を求
める会」、詳細調査への反対を国に申し入れる
よう県に求める 4079 人分の署名と請願書を
提出。
【５月】
（空）
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●大飯を止めろ！女川再稼働するな！
子供を守れ！汚染はいらない！みやぎ金曜デモ
In 仙台
（略称：脱原発みやぎ金曜デモ）
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

【５月】
1日（金） 第131回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
勾当台公園野外音楽堂から犬１匹（チョモラ
ンマ）と60名の市民が参加。

【３月】
29 日（日） 第 126 回「日曜デモ」、錦町公園
から 40 名の市民が参加。汗ばむくらいの暖か
な仙台の街を歩きました。
【４月】
3 日（金） 第 127 回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
勾当台公園野外音楽堂から荒天の中 40 名が
参加。
10 日（金） 第 128 回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
勾当台公園野外音楽堂から 50 名の市民が参
加。冷たい雨が降る中、今日は初めての参加
の方や、沖縄の方がいらっしゃって、
「基地に
も原発にも反対！」との檄。
17 日（金） 第 129 回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
勾当台公園野外音楽堂からワンちゃん１匹＋
60 名の市民が参加。けやきの若葉が美しい仙
台の街を脱原発を訴えて歩きました。
26日（日） 第130回「日曜デモ」は、14時集合、
勾当台公園野外音楽堂から、快晴の空の下、
70名の市民が参加。沿道から、市民や外国の
方から手を振っていただきました。ベトナム
の若い方の参加も。

8日（金） 第132回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
元鍛冶丁公園から50名の市民が参加。
15日（金） 第133回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
肴町公園から犬一匹と50名の市民が参加。フ
リートーク中に降り出した雨は、デモ中に結
構な降りになりましたが、元気に脱原発デモ。

◆（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
◆（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
◆（仙台長町地域）第3水曜日脱原発ながまちア
クション：仙台・長町・蛸薬師境内集合後デモ
行進17時半
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