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☆☆ 早くも「パンフ」の補充考察？ ☆☆
前号『鳴り砂』で宣伝したパンフ『事故初期
の運転操作・事故対応の検証』（カンパ 500 円）
の最大の魅力？は“未完成・不十分”という点
で、いくつもの“未解明点＝ツッコミどころ”
が満載なため、パンフ論考を足掛かり・踏み台
にして、さらなる事故検証を‘誰でもできる’
ところではないでしょうか（謙遜・自画自賛？）。
その証拠に、初稿完成（限定コピー配布）後、
自身で何度か読み返しては、いくつもの論点の
“補充・掘り下げ”が必要だと改めて感じてい
ます（資料の収集や読み込み不足＝時間不足を
痛感・反省しています）。
そのため、先日（3 月下旬と 4 月上旬）久し
ぶりに福島県立図書館に行き福島第一原発の
『原子炉設置（変更）許可申請書・添付書類』
を見直し、また、タイミングよくパンフを贈呈
した（押し付けた）原子力資料情報室・上澤千
尋さんからも資料提供を受け、特に筆者こだわ
りの１号機について、早くも追加考察しました。

きる」ので「常用所内電源はもちろん、外部電
源がかりにすべて喪失したとしても、発電所の
安全性をそこなうことはあり得ない」と明記さ
れていました。
「1.4.2 主要弁類の故障」のうち(1)の主蒸気
管 隔 離 弁 Ｍ Ｓ Ｉ Ｖ の 閉 鎖 や (3) の 主 蒸 気 止 め
弁・バイパス弁の同時閉鎖では、弁閉鎖に伴う
原子炉圧力上昇に対しては、まず「逃がし弁」
が作動して圧力上昇を抑え、ＩＣはその後に「設
定始動圧力 74.5kg/㎠ g が約 15 秒間続けば、作
動を開始し、原子炉の蓄積熱および崩壊熱を除
去する」とされています。(1)では、隔離弁は３
～７秒をかけて閉鎖され、最初の 10％閉鎖時点
で原子炉がスクラムされ、その結果、
「隔離弁閉
鎖時点での炉心崩壊熱量が非常用復水器の容量
以内となる」ように設計されているから、その
後の圧力上昇 15 秒後のＩＣ作動時にはさらに
崩壊熱は低下しているから問題なし、というこ
とのようです。(3)でも、弁閉鎖による圧力上
昇・ボイド消滅による中性子束高により１秒以
内にスクラムがなされるため、ＩＣ作動時には
崩壊熱は十分に低下しているとの想定です。
「1.4.4 給水喪失事故」による原子炉水位低
下の際は、約５秒後に原子炉が水位低によりス
クラムし、主蒸気の流出とスクラムによるボイ
ド消滅により 18 秒後には水位が約 1.5m 低下し、
その後も水位低下が続き「異常低水位に達すれ
ば隔離弁が自動的に閉鎖され、水位の低下はと
まり、崩壊熱は非常用復水器で除去される」と
され、ＩＣの特徴である‘水位減少なしでの冷
却’がなれるため、「燃料の露出は生じないし、
また、燃料からの熱除去は十分行なわれる」と
されています。
ただし、肝心のＩＣの具体的な作動に関する
記載はありませんでした。

★ＩＣ作動時の過渡変化、事故収束
（冷温停止）に至る経緯は？★
筆者が同図書館に行ったのは、異常（過渡）
時の非常用復水器ＩＣの作動実態を知るため、
以前は時間がなくチェックしなかった『添付書
類 10』を見たいと思ったためです。これは、
「パ
ンフ」で、地震後（津波・電源喪失前）に運転
員がせっかく自動起動したＩＣ２系統を手動停
止したことを批判しましたが＜78-81 頁、以下
同じ＞、
『添付書類８』に記載されている「原子
炉を冷却減圧した後、原子炉停止時冷却系にき
りかえて原子炉を冷温停止状態にすることがで
きる：8-6-(4)頁」のは、具体的に（設計時の想
定で）どの程度の時間がかかるものなのか、不
明だったからです。
さて、昭和 41(1966)年７月の（１号機）添付
書類 10 では、いくつかの過渡事象でＩＣ作動が
想定されていました＜注：この時点では、昭和
43(1968)年 11 月の変更申請で追加された高圧
注水系ＨＰＣＩは存在していません！＞。
まず、
「1.3.5 電源喪失事故」では、電源喪失
により原子炉がスクラムし、
「 スクラム後の原子
炉は非常用復水器によって冷却される」とし、
その際、
「非常用電源は、非常用ディーゼル発電
機および所内バッテリ系から供給することがで

★ＩＣ作動時の炉温変化が示す
「3.11 事故時のＩＣ不適切操作」！★
ガッカリしたのも束の間、上澤さんの資料（原
子炉安全専門審査会 72 部会資料（探したら福島
県立図書館にもありました）：72 部－３「重大
事故時の炉圧の減圧曲線」。以下「解析」）を見
たところ、「添付書類 10」の「1.主蒸気管破断
事故の安全評価 1.1 重大事故 の記述に関連
して、重大事故時の原子炉圧力の減圧について、
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図により説明したもの」と
のことで、なんと「ＩＣ作
動時の原子炉温度の経時変
化」のグラフが示されてい
ました（表題は「減圧曲線」
ですが、実際は「減温曲線」
です）。
そこで、筆者得意？のア
ナログ＝拡大コピーを定規
で測り炉温Ｔを読み取ると、
【下図表】（圧力Ｐは＜ 40
頁＞の Tetens 式で換算）の
とおり、
「ＩＣ１基」による
温度降下率（グラフの傾き）
は作動初期でも「30℃／時」
以下で、
「ＩＣ２基」でも「約 54.5℃／時」で、
東電が事故時にＩＣ２系統を手動停止した言い
訳にした「55℃／時」を超えることもありませ
ん（むしろ、そうなるようにＩＣの性能を設計
したものと思われ、当然かもしれません）。
ここで、添付書類 10 の「2.安全評価」の重大
事故・主蒸気管破断事故の記述を見ると、破断
後の圧力低下で隔離弁閉鎖信号が出て、弁が

10％閉じるとスクラム信号が出て、弁が完全閉
鎖するまでの８秒間（実際には３～７秒で閉鎖
する設計）に流出する冷却水は炉心上部水量の
70％のため炉心は露出せず、流出した炉水中の
放射能による被曝は基準以下、とのことですが、
原子炉が無事に「冷温停止（安全状態）」するこ
との記述はありません。その点を 72 部会で説明
したものと思われます。

ＩＣ １基

ＩＣ ２基

時間
炉温 T
炉圧Ｐ 温度降下率
時間
炉温 T
炉圧Ｐ 温度降下率
分
℃
MPa
℃／時
分
℃
MPa
℃／時
0
288
7.892
0
288
7.892
50
264
5.410
29.1
50
242
3.768
54.5
100
241
3.667
27.3
100
197
1.541
54.5
200
206
1.870
20.9
126
179
1.020
42.1
300
186
1.217
11.8
200
170
0.819
7.4
376
179
1.020
6.0
300
157
0.589
7.7
400
174
0.915
11.3
400
144
0.415
7.7
500
155
0.555
11.8
500
132
0.291
7.3
600
136
0.333
10.9
600
119
0.195
7.7
700
120
0.205
9.5
700
106
0.127
7.7
800
110
0.144
6.4
746
100
0.102
7.8
900
105
0.120
3.2
800
100
0.102
0.0
1000
100
0.102
2.7
900
100
0.102
0.0
1100
100
0.102
0.0
1000
100
0.102
0.0
＊温度降下率は、炉温変化を経過時間で割り１時間（60 分）換算したもの。後の表も同じ。
いずれにしても、解析では、ＩＣ１基で約６
時間冷却・減圧を続ければ、炉圧は約１ＭＰａ
（10 気圧）に低下し（炉温は約 180℃）、「停止
時冷却系ＳＨＣ」の起動が可能となり、1000 分
（16 時間 40 分）後には「冷温停止（100℃）」
へ導くことができ、また、ＩＣ２基なら約２時
間の作動で炉圧は約１ＭＰａとなり、同じくＳ

ＨＣ冷却で 750 分（12 時間 30 分）で「冷温停
止」可能と分かります。また、ＩＣ２基で「50
分間＝3.11 津波襲来前まで」冷却すれば、炉温
242℃（降下率は 54.5℃／時）、炉圧 3.77ＭＰａ
まで低下することが示されます。ちなみに、設
置許可上‘ＩＣはタンク水の補充なしに２基で
８時間冷却可能’とされているのも、上記解析
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と整合します。
一方、解析でのＩＣ冷却
タンク水の温度想定は不明
ですが、寒かった「3.11」
の水温（Ａ系 23.0℃、Ｂ系
23.6℃［文献 30：図２］）
は想定値より低温で冷却効
率が良かった（だから温度
降下率も大＜40-44 頁＞）
と考えれば、ＩＣ２基の継
続作動で 15 時 40 分頃には
１ＭＰａまで減圧できた可
能 性 が あ っ た は ず で ＜ 81
頁＞、そこまで原子炉を持っていっていれば、
その後の事故進展は大きく違っていたのではな
いでしょうか。
＜＊筆者は、3.11 の温度降下率が解析より大
きかった“真の原因”
（タンク水温以外）を究明
することが、非常に重要だと思います。例えば、
添付書類 10「1.4.2 (1)」の想定と順が異なり、
地震によりスクラムが先に生じ、外部電源喪
失・ＭＳＩＶ閉までの時間遅れの間に、解析想
定よりも崩壊熱が減少し（＋タービン側で除熱
もなされ）、ＩＣ作動時には発生熱量より冷却能
力が大きく上回る状態となっていたのでしょう
か？ いずれにしても、厳しい解析条件での温
度降下率（最低値）を上回る冷却能力を 3.11
に発揮したことは“安全側＝好ましいこと”で、
そう考えられなかった運転員はいかにＩＣにつ
いて無理解（根本的には東電の責任）だったか
が分かります。＞
実際には、津波襲来・全電源喪失によりＳＨ
Ｃ冷却（冷温停止）はできなかったと思われま
すが、それはあくまでも結果論で、運転員が地
震スクラム・ＭＳＩＶ閉後（津波前）に行なう
べき“適切な運転操作”は「ＩＣ２基の継続作
動＋ＳＨＣ冷却」だったことは明らかです。に
もかかわらず、初のＩＣ作動に単純に驚いた運
転員が（慣れ親しんできた“経済性優先”の「高
温停止＝早期運転再開」を意識して？ あるい
は圧力容器の脆性破壊＜49-51 頁＞を心配し
て？）、ＩＣの“本来の優れた機能”を理解せず、
２基とも手動停止するという不適切な操作を行
ない、事故の早期悪化・深刻化を招いたことは
明らかです。ちなみに、筆者の見解では、温度
降下率規定「55℃／時以下」は地震・スクラム
直後という異常発生後・収束前には遵守不要で
＜45-49 頁＞、運転員はただＩＣの作動を見守
り（異常発生時・非常用機器自動作動時の基
本！）、早期の冷温停止を目指して炉圧が約１Ｍ
ＰａとなったらすぐにＳＨＣに切り替えられる

よう、その準備をする（圧力計に注意を払う）
だけでよかったのです。

★逃がし弁ＳＲＶ全開・減圧時も、
やはり温度降下率規定は遵守不要！★
なお、同じ「72 部－３」には、「逃がし弁Ｓ
ＲＶ＋ＨＰＣＩ併用（ＳＲＶ作動に伴う水位低
下をＨＰＣＩで給水するという意味？）」と「逃
がし弁１個全開（ＨＰＣＩが追加される前は、
むしろこれだけで対応しようとした主要過渡変
化？）」の減圧曲線も示されています（先の図は
ＩＣ「冷却」が主役のため横軸は「炉温」です
が、右図はＳＲＶ「減圧」が主役のため横軸は
「炉圧」です）。
そこで、定規・拡大コピーで測ると【次頁表】、
前者の併用ケースでは、温度降下率は図にある
「55.6℃／時」程度と分かります。一方、後者
のＳＲＶ全開・急減圧では「200℃／時」以上と
なっており、やはり異常事象対応時・緊急減圧
時には温度降下率規定の遵守など考慮する必要
がないことは明らかです＜パンフ 45－49 頁を
補完すると、徴候手順書「６不測事態『急速減
圧』」でも、ＳＲＶやＨＰＣＩやＩＣによる急速
減圧時には「炉水温度変化率５５℃／ｈにとら
われる必要はない」と注記されています[１徴
候:6-1(C2)、6-3(C2)頁]＞。
なお、主蒸気管破断・隔離弁閉鎖後 30 分間圧
力変動がない理由は、女川１の場合「原子炉圧
力は逃がし安全弁、原子炉隔離時冷却系及び残
留熱除去系によって１日以内に大気圧まで減圧
される」ということからすれば、まずＳＲＶ（４
弁を順次開）による減圧＋ＨＰＣＩ（原子炉隔
離時冷却系ＲＣＩＣに代わるもの）による炉水
補充（水位維持）
・冷却によって崩壊熱による圧
力上昇を抑制（均衡）しているからでしょうか。
そして、30 分後からは（崩壊熱の低下により）
ＳＲＶ＋ＨＰＣＩの減圧（除熱）効果が相対的
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に大きくなり炉圧が低下し始め、
（ 併合ケースで
は約３時間後、全開ケースでは約１時間後）
177℃・約１ＭＰａに到達し、その後はＳＨＣに

時間
分
0
30
40
60
80
100
120
140
164
180
210
240

ＨＰＩＣ＋
逃がし弁
炉圧
ＰMPa
7.481
7.481
6.741
5.185
3.852
2.741
1.926
1.333
0.778
0.630
0.481
0.481

炉温 T
℃
284
284
277
261
244
225
207
190
168
159
149
149

切り替えて冷温停止（大気圧まで減圧：女川１
より短い１２時間で）、ということでしょうか。

温度降下率
℃／時

時間
分
0
30
35
40
50
60
63
80
100
120
150

0.0
41.0
49.3
52.2
55.4
53.1
51.2
56.9
31.1
20.1
0.0

★福島第一の特殊性＝安全弁の
「ドライウェル吹き出し」！★

逃がし弁
全開
炉圧
ＰMPa
7.704
7.704
5.926
4.667
2.741
1.333
0.815
0.630
0.481
0.444
0.444

炉温 T
℃
286
286
269
255
225
190
170
159
149
146
146

温度降下率
℃／時
0.0
203.8
174.4
177.3
208.7
418.2
35.8
30.1
8.7
0.0

（同４頁脚注２）とか、
「Ｄ／Ｗ吹き出し機能を
有するＳＲ弁が３つ」あり「Ｄ／Ｗ吹き出し機
能以外は、いずれも圧力容器からＳ／Ｃ側に蒸
気が流出する」
（同 16 頁脚注 36）などと「Ｄ／
Ｗ吹き出し機能」を有するＳＲ弁（＝安全弁）
に関する記載があり（同 4～33 頁）、確かに安全
弁は「ドライウェル吹き出し」と明記されてい
ました。
また、H23.6 日本政府ＩＡＥＡ報告書でも、
「原子炉圧力容器（以下「RPV」という。）につ
ながる主蒸気管には原子炉蒸気を圧力抑制室
（以下「S/C」という。）に排出する主蒸気逃が

また、今回申請書（１号機）を見直して初め
て気付いたのですが、主蒸気の「逃がし弁（Ｓ
ＲＶ：電磁式）」と「安全弁（バネ式）」の吹き
出し先が、逃がし弁（４個）は女川原発同様（た
ぶん他のＢＷＲでも）
「サプレッション・プール
（Ｓ／Ｐ）」でしたが、安全弁（３個）はなんと
「ドライウェル（Ｄ／Ｗ）」でした。
それで、他の資料を見直したところ、政府事
故調中間報告「資料Ⅱ－１」には記載がなく、
「資料Ⅳ－６」には
「排気管を通ってＳ
／Ｃ（＝Ｓ／Ｐ）に
蒸気が排出される」
との記載と、それに
対応した図がありま
した（＝誤認という
ことになります）。
一方、政府事故調
最終報告「資料Ⅱ－
１－１」では、１号
機の「ＳＲ弁には、
バネ圧によって開状
態となる安全弁機能
及びドライウェル吹
き出し機能のみを有
する 安全弁を含 む」
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し安全弁（以下「SRV」という。）及
び原子炉蒸気を PCV のドライウェル
（以下「D/W」という。）に排出する
安全弁が設置されている」（同Ⅳ-6
頁）とされ、
「表Ⅳ-2-1」にも安全弁
の吹き出し場所は（１～３号機とも）
「ドライウェル」、主蒸気逃がし安全
弁は「圧力抑制室」と明記され、
「図
Ⅳ-2-6」
（２・３号機も）にも示され
ています。でも、筆者が同図を公表
当時に見た時は安全弁Ａ～Ｃの配管
先端がＳ／Ｃにはつながっておらず
不思議に思っていましたが、まさか
どこにもつながらずに格納容器（ド
ライウェル）に直に吹き出す設計だ
ったとは想像できませんでした。
女川原発に慣れ親しんでいる？筆
者にとって、事故時の逃がし弁・安
全弁作動時に、放出される主蒸気中
の 放 射 能を プ ール 水 に通 す こと で
（最終的には「ベント放出」すると
しても）減少させるのは“当然”と
考えていましたが（ドライウェルの
温度上昇も抑制・緩和できる）、福島
第一では“安全思想”が違っていた
ことに今回初めて気が付き、とても
驚きました（前から認識していた方には‘何を
今さら’でしょうが）。
このことが3.11事故の進展にどう影響したの
か・しなかったのかは不明ですが（炉心が熔融
し圧力容器底部が抜けてしまえば‘どっち道同
じ’ですが）、１号機がコスト最重視で米国ＧＥ
（ゼネラルエレクトリック社）との「ターン・
キー契約」
（設計・建設はＧＥが行ない、東電は
完成後に‘鍵をもらい’運転するだけ）で建設
され、
「格納容器が小さく、建設費が安いという
のがセールスポイント」で「配管にしても圧力
抑制プールにしても、小さな容れ物のなかに複
雑な構造で収まっている」浅い知見に基づき設
計されたことに鑑みれば＜原子力資料情報室
「検証 福島第一原発事故」（2016.4.26七つ森
書館）：第３章①の西尾漠さん論文pp.98-107参
照＞、おそらく安全弁からの配管をＳ／Ｃまで
設置する“余裕”が物理的（空間的）にも経済

的にもなく、ドライウェルへの直接排気（重大
事故時には‘どっち道同じ’だから）という“手
抜き”がされた可能性があるのではないでしょ
うか。＜同様の格納容器内配管の節約（経済性）
優先の短縮施工が、再循環系配管へのＩＣドレ
ン配管接続の‘無断変更’の原因だったと筆者
は推察：「鳴り砂№238」や「パンフ（68頁脚注
44）」参照＞
資料を見るたびに新たな発見があり、パンフ
（考察）の不十分さを思い知らされますが、3.11
事故の真相究明のためには、より一層の資料の
読み込みと分析が必要だと思っています。
『 鳴り
砂・パンフ』読者からの批判・教示も大歓迎で
す。
＜2018.4.16 了＞
（仙台原子力問題研究グループ Ｉ）

気になる動き…でなく、「パンフ」の補充考察（その２）
ＮＨＫ・ＥＴＶ特集「僧侶たちの原発事故」
を見たら、
（ 汚染廃棄物の中間貯蔵施設建設のた

めの墓地閉鎖に伴う）大熊町の墓からの遺骨移
転で、東電関係者が測定して 13000 CPM（カウ
5

ント毎分）以上は持ち出し禁止で、汚染の低い
一部のお骨だけを取り出す（先祖を分断・置去
りにするような）場面が映されていました。で
も、放射線防護に詳しいはずの東電なら、
「鉛や
タングステン製の骨壺」
（ 汚染の程度により壺の
厚さ＝重さを変えればよい）に入れれば‘全て
のお骨（先祖）を持ち出せる（その後土に還ら
せることは困難になりますが）’ことを知ってい
るはずです。でも、‘お骨を土に還らせるため’

ではなく、おそらく「コスト」（当然東電負担）
がかかるから“科学的知見”を語らず＝特製骨
壺を提供しないものと思われ、東電には未だ（事
故の責任をとって）避難者の精神的被害を少し
でも減らそうという姿勢・誠意がないことが気
になりました。柏崎刈羽原発再稼動の前に、や
るべきことは沢山あるはずです（今ならまだお
墓に残された高汚染のお骨回収が可能だと思い
ます）。

★☆福島原発事故は、適切な初期対応で
軽減できた（防げた）？☆★
それはさておき、福島原発事故は、１号機の
早期の炉心熔融・水素爆発がその後の２・３号
機の事故の進展に深刻な悪影響を与えたことは
明らかで、だからこそその真相究明が重要だと
思います。特に筆者は、１号機で地震後に自動
起動した非常用復水器（ＩＣ）２系統を運転員
が手動停止したのが本当に不可解で、
「 温度降下
率遵守」という東電の弁明は“詭弁”だと思っ
てきました。そのため「パンフ」では、温度降
下率を計算し、ちっとも「遵守」されていない
実態を示しました＜パンフ：41,43 頁＞
また、別稿で多少の補充をしましたが、本稿
でさらに追加の考察をしたいと思います。
（ ＊＜
＞はパンフの頁、[ ]はパンフの引用文献番号）

分（0.0042 MPa/秒）より 7.13 MPa に達するの
は 9 秒後の 14:52:42 で、その時点から 15 秒経
過しＩＣが自動起動した 14:52:57 には 7.19MPa
（図と整合）と計算され、ＳＲＶ作動圧の
7.27MPa には到達しておらず（7.13 MPa から 33
秒後の 14:53:15 にようやく 7.27MPa）、15 秒以
上の時間的余裕で、ＳＲＶに先立ちＩＣが自動
起動（その後は減圧）したことが裏付けられま
す。これは、原子炉圧力（Ｎ／Ｒ）のデジタル
データ（14:52:59 に 7.106394MPa）と比べても、
大きな違いはありません[16:33 枚目]。
一方、２号機では 14:48:56～14:52:26 の間に
6.26～7.35MPa と変化し、上昇率 0.31 MPa/分
（0.0052 MPa/秒）で圧力上昇から４分程度で、
３号機では 14:49:00～14:51:24 の間に 6.30～
7.20MPa に、上昇率 0.38 MPa/分（0.0063 MPa/
秒）で圧力上昇から３分半以内に、それぞれＳ
ＲＶが作動し始めていることが示されます
[10：15 枚目,11：1 枚目]。すなわち、ＭＳＩＶ
閉後の圧力上昇に対し、約３～４分でＳＲＶに
よる減圧が始まることが分かります。
その後、２・３号機では、ＳＲＶ作動による
原子炉水位減少に対し、運転員による隔離時冷
却系ＲＣＩＣの手動起動が“バラバラ・不統一”

★ＩＣ自動作動の検証・確認★
「パンフ」32-36 頁で、3.11 地震後にＩＣ２
系統が自動起動したのは、８ヶ月前（2010.7.7）
に逃がし弁ＳＲＶの設定圧（72.7 気圧）よりＩ
Ｃの作動圧（71.3 気圧・15 秒）が低く変更され
たことに言及しましたが、その点をまず確認し
ます。
原子炉圧力[20:35 枚目]を“定規”で読み取
ると、主蒸気
隔離弁ＭＳＩ
Ｖ閉鎖後の
14:49:03 か
ら 14:52:33
までの 3.5 分
間に圧力が
0.9MPa 上 昇
し 7.1MPa に
達しているの
で、その上昇
率 0.25 MPa/
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になされていますが＜19-21 頁＞、一方、１号
機では、ＩＣ自動起動で水位は維持されるため、
運転員は特に何もする必要はなかったのです
（高圧注水系ＨＰＣＩの手動起動もこの段階で
は不要）。

まで、何もせず２時間程度冷却・減圧を続けて
いればよかったのです。
それができなかったのは、前記８ヶ月前の変
更（ＩＣが作動しやすくなった重大変更）を手
順書に具体的・詳細に反映（改訂）させず、運
転員にも変更を周知徹底せず、さらにＩＣの特
性（ＳＲＶとの相違）を踏まえた操作訓練・教
育なども一切行なわず、にもかかわらず「第 26
回定検」を 2010.10.15 に終了させ営業運転を再
開させたという、東電の‘安全性確保後回し’
の姿勢が根本にあったことは明らかです。

★ＩＣ優先作動への変更の不徹底
（教育訓練不足）が事故原因！★
そもそも、東電も繰り返し解説しているよう
に、原発の異常時の基本対応は「止める・冷や
す・閉じ込める」で、「地震対応手順（第 22 章
22-1）」において、大規模地震発生時は特にその
ことが強調され＜19 頁＞、さらに「動作を期待
する系統・機器が運転不能となる恐れがあるた
め…健全な系統・機器により原子炉を冷温停止
する」と明記されており＜17 頁＞、スクラム（止
める）成功後の次の目標は「冷やす」であり、
別稿記載の通り、冷温停止（水温 100℃以下）
に向け停止時冷却系ＳＨＣが起動する約１MPa

★地震対応手順（第 22 章）も約１年前の
“付け焼刃・お飾り”！★
さらに、本稿作成の過程で、東電が手順書を
十分にチェックしていないことが分かりました。
例えば、１号機「第 22 章」の「2.操作のポイン
ト」[6-1：22-1-2 頁]で、

そもそも「残留熱除去系ＲＨＲ」がないのにＲ
ＨＲでのＳ／Ｐ冷却を指示し（代わりに格納容
器冷却系ＣＣＳを使用する設計）、さらに「221 (E)外部電源喪失」でも、「隔離時冷却系ＲＣ
ＩＣ」がないのにその「手動停止」や「再起動」

を指示していたり、ＣＲＤポンプをＢからＡへ
手動切替の指示をしているのに、その後に‘ポ
ンプ（Ｂ）で…’と記載しています[6-1：22-1
E-13頁]。

一方、２・３号機では、ＲＨＲでのＳ／Ｐ冷
却のほか、
「隔離時冷却系ＲＣＩＣ」の「手動停
止・再起動」が指示され、ＣＲＤポンプＡ→Ｂ

「手動切替」と整合する‘ポンプ（Ｂ）で…’
と正しい記載がなされています[6-2・6-3：221E-13頁]。
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‘真実は細部に宿る’ではありませんが、要
するに東電は、少なくとも１号機では、3.11事
故前に一度も地震対応手順書を用いた教育訓練
を行なってこなかった！のだと思います。ある
いは、手順書は本来「ステップ毎にチェックし
ながら操作」するもので、訓練もそのように行
なわれるものと思いますが、これまで運転員（や
指導員）の誰一人として上記“間違い”に気づ
かなかった？ それも“怖い話”ですが…。
と書いていて、フッと気になったのが、同手
順書の改訂日で、１号機：2010.2.11、２号機：
2010.1.23、３号機：2010.3.18でした。そのた
め、直観的に、最初に改訂した２号機の手順を

１号機用にも“丸写し”し、
（１号機をよく知ら
ない机上の手順書作成者が）微修正したものの、
見逃し・修正漏れがあったのだと推定しました。
一方、３号機は、２号機と同型なので、
“ 丸写し”
しても特に問題は生じません。
でも、2010の改訂前からＲＨＲ・ＲＣＩＣが
記載され続けていたのなら、やはり問題は深刻
だと思い、改訂履歴を調べたところ、さらに驚
くべき事実が判明しました。
そもそも「第22章」は、上記改訂日（１：20
10.2.11、２：2010.1.23、３：2010.3.18）に各
号機で「新規作成」されたものだったのです。

だから、『適用状況について』[9-1]で、東電
本部（報告作成者）すらその存在を十分認識し
ておらず、検討対象に取り上げることができな
かったか、あるいは、手順を作成したものの一
度も教育訓練をしないまま（あるいは読み合わ
せ程度の“机上訓練”をサラッと行なっただけ
で）
「第26回定検（～2010.10.15）」を終わらせ、
営業運転を再開したら５ヶ月後に運悪く3.11地
震に遭遇してしまい、同手順書に即した対応が
（当然）できなかったという事実・真相を“隠
すため”一切言及しなかったと考えれば、筆者
がパンフで指摘した疑問＜17-19頁＞もきれい
に氷解します。地震対応手順に従った対応を3.
11時点で東電に求めることは、そもそも間違い
だったのです。

行なってはいたものの、実際に機能させるため
に必要な運転員の教育訓練を“後回し・疎か”
にしていたことは明らかで（定検終了・再稼動
の 発 電 ス ケ ジ ュ ー ル が 最 優 先 ）、 そ れ が
2011.3.11 福島原発事故の原因になったと確信
しました。
ちなみに、残る課題は、＜パンフ 78-81 頁＞
に示したＩＣ自動起動後約１時間の冷却により、
津波後・全電源喪失以降に、事故の「拡大防止」
が一定程度できたのではないか、さらに言えば、
炉心損傷なしに事故の収束（冷温停止移行）が
できたのではないか、という“仮説”の検証で
す。
さらなる真相究明のため、上記の無謀な確
信・仮説に対する多くの反論・批判と、少しの
ご支援を期待します。
＜2018.5.3 完＞
（仙台原子力問題研究グループ Ｉ）

いずれにしても、東電は、「事故の拡大防止」
に重要な手順書の改訂・新設を“それなりに”
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【女川原発アラカルト】
【３月】
18 日（日） きらきら発電・市民共同発電所公
開学習会「利雪について～雪国の省エネ戦略」、
横山孝男氏（山形大学大学院名誉教授）、仙台
市市民活動サポートセンター研修室 5。
富谷市、水素セミナーを市役所で開催、市
民約 200 名参加。東北大金属材料研究所の河
野龍興特任教授が水素エネルギーの利活用方
法を報告。
20 日（火） 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 108 回目会合を
原子力規制庁で開催。東北電力、今後の審査
対応スケジュールを見直し、全ての審査項目
の説明を終えたい時期を、5 月末から 7 月末
に 2 度目の延期。
環境省、県内全域の河川や沿岸計54地点の
公共用水域で1～2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3420㏃/
㎏の放射性セシウムを検出。底質では、仙台
港地先海域の内港で367㏃/㎏検出。水質は全
地点で検出下限値（１㏃/㍑）以下。
「仙台港の石炭火力発電所建設問題を考え
る会」、郡和子仙台市長に、石炭バイオマス混
焼火力発電所「仙台高松発電所」の撤退や凍
結を求める意見を表明するよう要望。
22 日（木） 規制委適合性審査 109 回目会合。
東北電力、運転中の事故による炉心損傷防止
策で、原子炉の停止機能を失った際の対応を
説明。
23 日（金） 規制委適合性審査 110 回目会合。
東北電力、最大 1000 ガルに設定した基準地震
動を上回る揺れが起きる確率について評価方
法を改善し、改めて説明。規制委、
「おおむね
妥当」との判断を示した。
25 日（日） 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、「第 48 回こども甲状
腺エコー検査 in 加美」、中新田公民館、主催
/放射能汚染から子どもを守る実行委員会 in
加美。検診医/寺澤政彦医師（てらさわ小児科･
仙台市）。69 名受診。
29 日（木） 原田宏哉東北電力社長、定例記者
会見で、女川 2 号機の安全対策工事完了時期
の延期の方針を表明。また、東海第 2 原発の
再稼働を目指す日本原子力発電に対する資金
支援に関し、
「方向性を決めた」と語った。東
京電力が建設中の東通原発の共同事業化の報
道は否定。
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規制委適合性審査 111 回目会合。東北電力、
全交流電源喪失時の対策として、蓄電池を 3
系統で運用する方針を示し、敷地内の保安電
源や送電線の信頼性も説明。規制委は、おお
むね了承。
30日（金） 東北電力、女川・東通原発の新燃
料、低レベル放射性廃棄物、使用済燃料の輸
送が全て「なし」とする、H30年度核燃料輸送
計画を公表。
31日（土） 脱原発東北電力株主の会、株主提
案協力要請発送作業。6名参加。
【４月】
1日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第49
回甲状腺エコー検査in かわさき」、川崎町川
内北川コミュニティーセンター（旧川崎保育
所）、主催/センス･オブ･ワンダーかわさき子
どもの広場、後援/川崎町。検診医/溝口由美
子医師（光ヶ丘スペルマン病院小児科･仙台
市）。58名受診。
3 日（火） 規制委適合性審査 112 回目会合。
建屋内部に水が溢れた場合の影響評価を継続
審議。規制委は、説明資料の充実を求めた。
5 日（木） 日本原子力発電、規制委の東海第 2
原発審査会合で、安全対策資金 1740 億円につ
いて、東京電力と東北電力から支援の意向が
示されたと正式に報告。
9 日（月） 「みんなで決める会」呼びかけ人
会議、御譜代ビル 306。
10 日（火） 四国電力、石炭バイオマス混焼火
力発電所「仙台高松発電所」の建設計画から
の撤退を記者会見で発表。
「考える会」の共同
代表長谷川公一氏、計画を継続させる住友商
事に事業からの撤退を求めた。
11 日（水） 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 3 月分の女川原発の点検状況報告。
12 日（木） 規制委適合性審査 113 回目会合。
東北電力、1、2 号機で共用している中央制御
室に壁や扉を設け、それぞれの制御室に分
離・独立させ、両機の指揮命令系統を明確化
する方針を説明。規制委、運用が変わり影響
が及ぶ全体像を説明するよう指摘。
14 日（土） 「女川原発再稼働の是非をみんな
で決める県民投票を実現する会（みんなで決
める会）」
（ 多々良哲代表）第１回賛同者会議、
仙台市シルバーセンター6F 第 2 研修室。約 70
名参加。
放射能から子どもたちを守る栗原ネットワ
ーク学習交流会、栗原市市民活動支援センタ
ー2F。
15 日（日） 脱原発仙台市民会議、「市民が問

う！仙台市は女川原発と どう向き合うの
か？」、仙台市戦災復興記念館 4 階第 1 会議室、
「大株主仙台市に求めること」篠原弘典氏、
「仙台市の防災・避難計画」広幡文氏。約 50
名参加。
17 日（火） 規制委適合性審査 114 回目会合。
東北電力、原子炉建屋への地震動の評価方法
について「基準地震動の評価に適用出来る」
と妥当性を強調。規制委は「もっと論理的に
説明すべきだ」と指摘。
21 日（土） 「女川原発の再稼働に反対する東
松島市民の会」総会 ＆ 原発問題学習会、
「み
んなで決めよう！再稼動の是非」 講師多々良
哲氏、東松島市コミセン 2F 会議室。約 60 名
参加。
24日（火） 加美町、パシフィックパワー（東
京）と共同出資で、地域新電力会社「かみで
ん里山公社」を設立。公社社長は猪俣洋文町
長。
25日（水） 「女川原発ＵＰＺ住民の会」総会
（涌谷町）、2015年4月締結の5市町村と東北電
力の安全協定に再稼働「拒否権」を盛り込む
よう訴える方針を確認。「みんなで決める会」
多々良哲代表が講演。約50名参加。
26日（木） 東北電力、女川2号機の安全対策工
事の完了時期を2018年度後半から20年度に延
期すると正式発表（3回目）。19年度完了予定
の東通原発の安全対策工事も延期する方針を
表明（4回目）。
また、特別高圧送電線への接続希望事業者
が負担する設備工事費を誤って算定し、過大
請求していたと発表。調査した2015年～17年
度の3年間で過大請求した工事は72件、過大請
求額は計8471万円。→5月16日、経済産業省電
力・ガス取引監視等委員会、東北電力に電気
事業法に基づく業務改善勧告。
27 日（金） 株主の会、東北電力に株主 214 名・
255,600 株で「脱原発会社宣言」等の 6 議案
の株主提案（23 年連続）を提出し、県庁で記
者会見。6 名参加。
郡仙台市長と原田東北電力社長、仮想発電
所（バーチャルパワープラント、ＶＰＰ）技
術を活用し、市内の指定避難所に設置した太
陽光発電の蓄電量を、常に最適な状態に制御
する全国初の実証実験の基本協定を締結。
【５月】
8 日（火） 規制委適合性審査 115 回目会合。
東北電力、防潮堤を越える巨大津波が発生し
た場合でも、電源損失や炉心損傷を回避する
各種対策の有効性を重ねて強調。また、
「緊急
時対策所」を免震構造から耐震構造に変更し
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た経緯や運用計画を説明。
9 日（水） 県、栗原市で 4 月 26 日に採取され
た野生コシアブラ 3 検体から 220～390 ㏃/㎏、
野生タラノメ 2 検体から 130、210 ㏃/㎏、丸
森町（旧耕野村、旧丸森町、旧小斎村以外の
地域）で 4 月 25～27 日採取された野生タケノ
コ 5 検体から 110～220 ㏃/㎏の放射性セシウ
ムを検出したと発表。
10 日（木） 規制委適合性審査 116 回目会合。
東北電力、有毒ガス防護について評価結果を
説明。規制委、評価方法などに疑問を示し、
再回答を求めた。内部火災対策で耐火実験の
結果も提示し説明したが、継続審査に。
「第145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。25名中
17名の委員と原子力規制庁職員など23名が出
席。市民2名＋2名傍聴。
あいコープ脱原発委員会のメンバー、岩手
県軽米町の「十文字チキンカンパニー」バイ
オマス発電所を見学。
11日（金） 脱原発仙台市民会議、郡仙台市長
宛に、東北電力株主総会で株主の会が提案す
る脱原発関連議案に賛成するよう求める要請
書を提出。仙台市は、発行株数の1％、約520
万株所有する大株主。
13 日（日） エネシフみやぎ・生活協同組合あ
いコープみやぎ、自然エネルギーによる地域
再生フォーラム～「おだやかな革命」上映会
＆渡辺智史監督トークイベント、せんだいメ
ディアテーク 7 階スタジオシアター。約 180
名参加。
放射能問題支援対策室いずみ、
「 第50回こど
も甲状腺エコー検査in いしのまき」、石巻市
中央公民館、主催/子どもの健康を考える会・
いしのまき。検診医/寺澤政彦医師（てらさわ
小児科･仙台市）。56名受診。
14 日（月） 原発ゼロをめざす塩釜地域連絡会、
学習会「みんなで決めよう！女川原発再稼動
の YES or NO」県民投票の意味と実現への手
立て、講師 多々良哲さん（みんなで決める
会代表）、塩釜市公民館。
15 日（火） 宮城県保険医協会、公害対策学習
会「女川原発の再稼動の是非を問う県民投票
の実現をめざして」 講師・多々良哲さん（み
んなで決める会代表）、宮城県保険医協会研修
ルーム。
16 日（水） 県、気仙沼市で 4 月 27 日、大和
町で 5 月 5 日に採取された野生コシアブラか
ら 220、110 ㏃/㎏、栗原市で 4 月 29 日に採取
された野生タラノメから 140 ㏃/㎏の放射性
セシウムをそれぞれ検出したと発表。

県、丸森町で4月19日に捕獲されたイノシシ
から270㏃/㎏の放射性セシウムを検出したと
発表。
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。
17 日（木） 規制委適合性審査 117 回目会合。
東北電力、運転中の原子炉における炉心損傷
防止対策と使用済燃料貯蔵槽における燃料損
傷防止対策の有効性評価を説明。規制委、い
ずれもおおむね了承。
（空）

フトすることが時代の流れです！と、東北大
学片平北門前から 20 名の市民が参加。
27 日（金） 第 276 回「金曜デモ」、東北電力
は、前日、女川原発 2 号機の再稼働の時期を
2 年延期し 2020 年度以降にすると発表しまし
たが、もはや延期ではなく、廃炉を選択すべ
きではないでしょうか？と訴え、元鍛冶丁公
園から 35 名の市民が参加。
【５月】
11日（金） 第277回「金曜デモ」、新緑薫る仙
台市中心部を、女川原発再稼働反対－廃炉を
求めて、錦町公園から35名の市民が参加。
18日（金） 第278回「金曜デモ」、肴町公園で
集会、25名の市民が参加。激しい雷雨の為デ
モ行進は中止に。

●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
【３月】
25 日（日） 「さよなら原発！2018 in みやぎ
～福島事故から 7 年 STOP ! 女川原発再稼働」、
仙台市勾当台公園野外音楽堂、福島・県内各
地・県民投票運動・脱原発をめざす宮城県議
の会からの発言、主催 3.25 集会実行委員会
（よびかけ みやぎ金曜デモ、みやぎアクシ
ョン、女性ネット）。約 350 名の市民参加。第
271 回「日曜デモ」に 220 名が参加。
30 日（金） 第 272 回「金曜デモ」、震災から 7
年、この間私たちは原発の電気を全く使わず
に暮らしてきました、このまま「原発のない
東北の復興」を、みんなの手でつくりだしま
しょう！と、勾当台公園野外音楽堂から 30
名の市民が参加。
【４月】
6 日（金） 第 273 回「金曜デモ」、小雨まじり
の花冷えの天気の中、女川原発再稼働やめよ
うと声を上げ、錦町公園から 30 名の市民が参
加。
13 日（金） 第 274 回「金曜デモ」、東日本大
震災で被災した女川原発、東海第二原発の再
稼働をともにストップさせましょう！と、勾
当台公園野外音楽堂から 35 名の市民が参加。
20 日（金） 第 275 回「金曜デモ」、安全対策
や使用済燃料の処理に莫大な費用のかかる原
発よりも、今こそ再生エネルギーの拡大にシ
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◆（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
◆（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
15 時～岩沼駅東口広場

●汚染廃棄物「試験焼却」を
めぐる動き
【３月】
19日（月） 仙南地域広域行政事務組合、仙南
クリーンセンター（角田市）にほだ木計１㌧
が搬入。20日から試験焼却を開始（～24日）。
20日（火） 「放射能汚染廃棄物の焼却に反対
する仙南の会（会長 長谷川進）」、試験焼却
開始に抗議し、焼却中止を求める文書を組合
に提出。
23日（金） 大崎地域広域行政事務組合議会、
試験焼却関連予算を計上しない一般会計当初
予算を可決。
26日（月） 黒川地域広域行政事務組合、大和
町吉田に新焼却施設が完成。4月以降、試験焼
却開始に向けた準備を本格化。
29日（木） 仙南クリーンセンター（角田市）
近くのモニタリングポストで、午前10時10分
～午後1時40分、空間線量が基準値（0.23μ㏜
/h）を超える0.6μ㏜/hを計測。30日、環境省、

当日は試験焼却をしていないとして、機器の
不具合との見解を公表。しかし、23日午前2
時頃にも0.3μ㏜/hを記録していたことが判
明。
【４月】
4 日（水） 「放射能汚染から天平の郷土を守
る涌谷の会」「放射能汚染から美里町を守る
会」、大崎地域広域行政事務組合管理者の伊藤
康志大崎市長宛に、試験焼却実施反対の署名
簿 1403 人分を提出。
12 日（木） 「仙南の会」約 20 名、
「基準値を
超えたら試験焼却を中止するとの約束を守る
べきだ」として、組合に試験焼却中止の申入
れ。
環境省、モニタリングポストが誤作動した
のは、内部の通信機器が発した電波が原因だ
ったと発表。
13 日（金） 「放射能汚染廃棄物処分を考える
河南の会」（岡田孝共同代表）など 2 団体 5
名、亀山紘石巻市長に、焼却と埋め立ての中
止を求める文書と 3234 人分の署名を提出。
15 日（日） 焼却処理に反対し隔離保管を訴え、
大崎市長選に、8 日告示の 1 週間前に無所属
での立候補を表明した加藤幹夫氏が、14,774
票を獲得し健闘。
16 日（月） 15 日当選した伊藤康志大崎市長、
試験焼却関連の補正予算を市議会 6 月定例会
に提出する意向を表明。
18日（水） 「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」、
大崎市に、住民向け放射能勉強会の参加対象
を広げるよう求める申し入れ書を提出。
色麻町、汚染牧草のすき込みによる減容化
実験を開始。
19 日（木） 大崎市、三本木公民館で、住民向
け勉強会を開催。最終処分場周辺住民約 50
人が参加。市民団体も傍聴。
20 日（金） 大崎市、古川地区の焼却施設周辺
の行政区代表らとの意見交換会で、5 月末か
らの住民説明会開催を説明。
21 日（土） 「放射能汚染廃棄物問題を考える
大崎の会」、池田こみち氏（環境総合研究所顧
問）講演会、吉野作造記念館。約 30 名参加。
22 日（日） 放射能汚染廃棄物「一斉焼却」に
反対する宮城県民連絡会、
「 放射能の拡散スト
ップを求める宮城県民集会」およびデモ行進、
宮城県民会館 601 号室。約 80 名参加。
23日（月） 仙南地域広域行政事務組合、仙南
クリーンセンター（角田市）に堆肥約１㌧を
搬入。24日から2回目の試験焼却を開始（～28
日）。
12

25 日（水） 「県民連絡会」6 名、県に仙南の
試験焼却中止の申し入れ書を提出。
29 日（日） 「仙南の会」、放射能汚染廃棄物
「焼却問題学習会」、講師大槻憲四郎氏（東北
大学名誉教授・理学研究科地学専攻）、バグフ
ィルターやモニタリングポスト及び処分場の
問題点等、大河原駅前オーガ 2Ｆイベントホ
ール。65 名参加。
【５月】
1 日（火） 「放射能汚染廃棄物の焼却処分に
反対する石巻地域の会」、石巻市議選（13 日
告示、20 日投票）を前に、立候補予定者 38
人（回答者 7 人）を対象にしたアンケート結
果を公表。焼却処分反対 4 人、女川原発再稼
働反対 4 人。
9 日（水） 大崎市、試験焼却に関する住民説
明会を 6 月 2 日に 3 地区で開催すると発表。
10 日（木） 「市民集会実行委」、伊藤大崎市
長に、試験焼却関連議案提案凍結の申し入れ
書を提出。
16 日（水） 黒川地域行政事務組合、大和町吉
田の環境管理センターで、22 日に試験焼却を
開始する方針を表明。
大崎市、鳴子温泉上原地区で汚染牧草のす
き込み減容化実験に着手。予定していた牧草
の種まき作業は延期。
（空）
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