技術的災害とズ の原発危機
福島第一原発事故からの教訓

● 本章では「なぜ、運転開始後 40年 を経過 しようとしていた福島第一原
発 が2011年 3月 11日 に 働 き盛 りの炉"と して運転 されていたのか」 を
明 らかにするとともに、原発事業者や規制当局が津波被災当時に「当該原発
施設の耐用年数が十分に残 っている」 と認識 していたことが、即時廃炉を前
提 とした迅速な過酷事故対応 を妨げた可能性 を示す。
● 1970年 代前半に運転 を開始 した福島第一原発施設 は、新 しい技術体系
や安全基準の観点 か ら見ると、数多 くの深刻な問題 を有 していた。それにも
かかわらず、2000年 代半 ばに規制方針 が変更 された結果、運転開始時に設
定 された耐用年数 40年 を超 えて最長 20年 間の運転延長 が認 め られた。運
転延長申請の審査においては、当初技術 を前提 として顕著な経年劣化が生 じ
ていないかどうかだけが対象 とされた。一方、同時進行 して導入された新耐
震基準への対応 は、原発事業者の自主的な判断に委ねられた。
● 本章では、原発施設の運転延長認可が新耐震基準の遵守 を前提 としてい
れば、「当初技術の下で安全性 を維持すること」 と「新 しい技術 へ対応する
ことで安全性 を向上 させること」 を両立 させ、過酷事故の当座も合理的な意
思決定 を行えた可能性 があることを示す。

︱
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なぜ 、40歳 の福 島第 一 原発 は 3.11に 運転 されて い た の か
本章 では「 なぜ、運転 開始後411年 を経過 しよ うとして いた福 島第一 原発が
る。 さらには、原発事業者や規制当局が津波被災当時 に「 当該原発施設の耐用
年数が十分に残 っている」 と認識 していたことが、即時廃炉 を前提 とした機動
的な過酷事故対応 を妨げた可能性 を示 してい く。
まずは、規制当局 (経 済産業省原子力安全 。保安院)が 2CIC15年 に安全審査 を
前提 に原発 の耐用年数を40年 か ら最長60年 に延長する方針 を打ち出 した ことに
着 目しよう。規制当局は、運転 開始当初 に用 い られていた技術 を前提 として、
顕著な経年劣化が原発施設 に生 じていなければ、最長20年 の運転延長 を認める
ように規制方針 を変更 した。
通常、原発施設の減価償却や廃炉費用引当は運転開始か ら411年 で完了す るの
で、40年 を超えてさらに最長20年 間、原発 の運転 を継続 で きることは、原発事
業者 にとって資本 コス ト節約 の面 でメリッ トが きわめて大 きい。事実、運転開
始後40年 を迎えようとしてい る原発 を有 していた電力会社は、原発 の運転延長
の 申請の準備 に入った。東京電力 (東 電)も 、福島第一原発 1号 炉 (1971年 3
月運転開始)に ついて運転延長 を申請 し、2011年 2月 、すなわち、大震災到来
の前月には、2011年 3月 か ら10年 間の運転延長が認 め られていた。
規制当局 による原発施設の運転延長方針 は、
耐用年数が間近 に迫 っている
「引
退寸前 の老朽原子炉」 を、
耐用年数の 3分 の 1を 残す「 まだまだ使 える原子炉」
に変身 させたことになる。過酷事故状況 に陥る ことになる福 島第一原発 の 1号
炉か ら 3号 炉 が、 当事者 たちの間で原発事故 まで「 まだまだ使える原子炉」 と
位置づ け られていた結果、原発事故直後には「運転延長 申請 で安全性が事前 に
審査 された福島第一原発が この ような過酷状況に陥 るはずがない」 と認識 され
た。その裏返 しとしては、
「安全なはずの原発施設が過酷状況に陥ったの は、想

定外"の 状況が起 きたか らである」 と受け止め られた。

さらに状況を複雑 にしたのは、3月 11日 の津波被害が新 たな対応 を必要 とす
る 想定外"の 出来事 であ ったに もかかわ らず、新たな対応が即座 に展開され

︲
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なかった ことである。原発施設 において過酷な状況が急速に進行する中にあっ
て も、
「 まだまだ使 える原子炉」 とい う建前が当事者 の間で生 き続 けた結果、
過酷事故へ の対応 を大 きく誤 らせて しまった。政府や国会の事故調査報告が明
らかに しているように、規制 当局や東電の事故対応では、事故状況がかな り深
刻化す るまで、将来 に向けて原発施設 を継続 して利用す ることが依然 として想
定 されてお り、即時廃炉 を前提 とした効果的な過酷事故対応が速やかに実行 さ
れなかった。
客観的にみれば、原発事故以前 の時点 にあって も、 6つ の原子炉 を有す る福
島第一原発 の 1号 炉 か ら 5号 炉 は 1)、 運転延長の対象 とすべ き状態 にはなかっ
た。第一 に、1960年 代 の萌芽期 の原発技術 に基づいていた こ とか ら、その後 に
間断な く進歩 して きた技術的知見か らみると改善すべ き点が多 く、運転開始後
も、改修 ・補修が繰 り返 されて きた。 第二 に、 当該原発施設は、2006年 に導入
された新耐震基準 (以 下、mC16年 基準)が 求める高い安全基準 を満 た していな
かつた。 第三に、運転開始後、パ ッチワー クのように修繕 。改修が繰 り返 され
て きたが、時間が経過す るとともに、そ うした複雑な修繕 。改修 の経緯 を正確
に理解 し、 当該原発施設に固有の 癖"を 熟知 した技術者が極端に少な くなっ
ていた。
本章 では、「東電が福島第一原発施設 の運転延長 を申請す る際に も、規制 当
局が、2006年 基準 の遵守を義務づ けておけば、今般 の過酷事故 の進行 も大 きく
変 わっていたので ないか」 とい う論点 を提起 してい く。通常 の原発規制行政 で
は、
既存原発施設 に遡及 して新規制基準 を適用することが困難であ る。 しか し、
当初 の安全審査が既存技術 を40年 間利用することを前提 になされていたので、
40年 間を超 えて運転延長をさせ る意向の既存原発施設に対 して、新規制基準 を

あ らためて求めるのは合理的な ことであろ う。
運転延長 の 申請では「運転開始 当初 の技術 を前提 として安全性が維持 されて
い るか どうか」が審査 される一方、新規制基準 の遵守では「新 しい技術 に対応
するこ とで安全性が向上 しているか どうか」が求め られる。現実の原発規制行

1)後 述するように、6号 炉は発電能力 も高い、 よ
の原子炉であった。

り新 しい タイプ (米 国GEttMark Ⅱ)
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政における既存原発施設への対応 は、両者が完全に切 り離 され、前者の安全性
維持だけが法的に強制され、後者の安全性向上は原発事業者の 自主的な判断に
委ね られてきた。その結果、資本 コス トの節約を指向す る原発事業者 は、前者
の観点だけで原発施設の安全性 を判断す る傾向が著 しく強かった。
上述の二つの側面で安全性が厳格 に求められていたとすれば、東電の経営者
は、
「福 島第一原発施設が2CX16年 基準 を満 たすために必要 となって くる追加的
な修繕 。改修費用」 と、
「運転延長 によって得 られる追加的な便益」を慎重 に
比較す ることによって、
運転延長申請 に関する意思決定を行 っていたであろ う。
福島第一原発の原子炉 (少 なくとも、1号 炉から5号 炉 まで)は 、①限定的な
発電能力や、②設備修繕・改修の経緯を熟知するベテラン技術者の不足 も合わ
せて考えると、耐用年数 年が経過 したところで廃炉にする決定 も十分に検討
された蓋然性が高い。
また、大地震が到来 した時点において、福 島第一原発の原子炉施設が「向 こ
う数年間で引退すべ き老朽原子炉」 とい う認識が当事者の間にあれば、あるい
は、そのような老朽原発施設の技術的な限界が当事者の間で十分に共有されて
いれば、
「福島第一原発 の技術状態を前提 とす ると、過酷事故に陥 ることも十
分に考えられる」 として、過酷事故が急速に進行す る事態 を 想定外"と 受け
取 ることもなかった。また、規制当局や原発事業者は、事故直後か ら即時廃炉
を前提 とした過酷事故への効果的な対応を速やかに決定で きたのではないだろ
うか。

2

産業技術 としての軽水炉発電技 術

(1)軽

2)

水炉 とは

20H年 3月 11日 に私たちの社会が福島第一原発の深刻な事故 に接 して、当然
なが ら原発技術 自体が産業技術 としての適格性を著 しく欠いているとい う見方
が強まってきている。そこで以下では、本論を展開す る前 に、世界 の商用原発

2)産 業技術 としての軽水炉発電技術の可 能性 については、齊藤
してほ しい。

(2011、

2012a)を 参照

り
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若

の標準的な技術 である軽水炉発電が産業技術 として成 り立つのか どうかを、
千、技術的な議論 を織 り込みなが ら、あ らためて検討 してい きたい。

軽水炉発電 とは、冷却材 と減速材 の両方に純水 (軽 水)を 用 いている原発 で
ある。冷却材 とは、
炉心 にある核燃料で発生 した莫大なエ ネルギー を受け取 り、
それを発電 ター ビンに伝 える媒体 である。福島第一原発 タイプの軽水炉発電は
沸騰水型 と呼 ばれ、加圧 されて沸点が280度 程度になった水 が核燃料 に触れて
蒸気 となって発電 ター ビンを直接回す タイプである。
軽水炉発電 の もう一つ のタイプである加圧水型 の場合 は、核燃料 に触れる水
が さらに加圧 されていて、沸騰するこ とな く水 の ままでエ ネルギー を運ぶ。そ
うして運ばれたエ ネルギーで普通 の水 を沸騰 させ、発電 ター ビンを回す。
一方、減速材 とは、炉心 においてウラ ン235の 核分裂反応 の連鎖 (臨 界 と呼
ばれてい る)を 促す媒体 である。 ウラ ンを燃料 とす る核分裂反応 とは、ウラ ン
235が 外部 か ら 1個 の中性子 を取 り込 んで複数 の放射性物 質 に分解す る ととも

に、外部に 2個 か ら 3個 の中性子を放出す る化学反応 である。核分裂の際 にエ
ネルギー を発す るが、莫大なエ ネルギー を得 るため には、核分裂反応 の連鎖、
すなわち、臨界状態 を生 じさせ る必要があ る。
臨界 とは、ある核分裂か ら放 出された中性子が ウラ ン235に 取 り込 まれて新
たな核分裂が次 々 と引 き起 こされる状態 を指 している。ただ し、核分裂で飛 び
出 して くる中性子 は、速す ぎてウラン燃料 に まば らに存在す るウラ ン235に 出
会 いに くい。そ こで、原子炉内の水が、 中性子 の速度を減速 させる役割 を担 う
ことになる。

(2)一 次冷却 系 の 仕組 み
非常 に乱暴に言 って しまうと、軽水炉発電 とは、炉心 にあ る核燃料

(ウ

ラン

燃料)を 通過する水 の量 と速度 をコン トロール しつつ、中性子 の速度を調整 し
なが ら核分裂反応 を制御す るとともに、核分裂反応 で生 じた莫大なエ ネルギー
を発電 ター ビンに伝達す る発電技術である。以下、福島第一原発 と同 じ沸騰水
型に議論 を絞 って、一次冷却系 と呼 ばれている炉心 を巡る水 の循環 を説明 して
い こ う。
原発施設の主要建造物 は、原子炉建屋 とター ビン建屋 である。原子炉建屋内
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には、炉心 (核 燃料 の東)を 収 める圧力容器、 さらに圧力容器 をす っぽ りと収
めてい る格納容器がある。一方、 ター ビン建屋 には、発電 ター ビンが設置 され
てい る。
圧力容器 の中では、核燃料の東がす っぼ りと水 に浸か ってい る。圧力容器の
注水 日か ら入って きた (270度 と沸点 よ り低 い温度の)水 は、炉心 の核分裂反
応で生 じたエ ネルギーで蒸気 となって蒸気 日か ら出てい く。蒸気 日か ら出て き
た蒸気 (290度 )は 、原子炉建屋か らター ビン建屋 にわたって発電 ター ビンを
回転 させる。発電 ター ビンを回 した蒸気は、復水器 と呼 ばれる場所 において大
量の海水 を用 いた熱交換 で冷却 される。冷却 された水 は、 ター ビン建屋か ら原
子炉建屋 に送 られ、注水口を通 じて圧力容器に戻 って くる。
沸騰水型軽水炉 の 自然な姿 とは、① 一次冷却系 で水力Ч順調 に循環 してお り、
②圧力容器内の核燃料 の東が常に比較的低 い温度 (270度 )の 水 に完全 に浸か っ
ている状態 を思 い浮かべ ておけば、大枠 の ところで間違 いがない。
一次冷却系 の稼働 に欠かせ ないのは、
一次冷却系 の水 を循環 させ るポ ンプ (以
下、循環ポ ンプ)と 復水器 で冷却 に用 い られる大量 の海水 を海か ら引 き込み、
再 び海 に放 ち出すポ ンプ (以 下、海水取水ポ ンプ)で あ る。 もう一つ欠かせ な
いのは、循環ポ ンプと海水取水 ポ ンプの動力源 となる交流電源 である。
ここで、産業技術 として軽水炉発電 をみた場合、い くつかの優 れた特性 があ
ることを指摘 してお きたい。
１■

冷却材 と減速材 の両方が軽水であるために、技術的に取 り扱 いやす い媒
体 であ る軽水 の循環 を調節す ることで、臨界状態 (核 分裂反応 の連鎖)
をコン トロールす ることがで きる。

2. 何 らかの理由で水が著 しく高温 となって冷却材機能が失われると、減速

材機能 も同時に低下 して核分裂反応が抑制 される点で、軽水炉発電 には
核分裂反応 を自動安定化 させ る性質が備わっている。
3.

循環 ポ ンプや海水取水ポ ンプの維持や交流電源 の確保 な ど、沸騰水型軽
水炉発電の根幹 となる一次冷却系 の安全性 を保 つために必要 となって く
る措置を比較的少数の対象 に絞 り込む こ とがで きる。
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(3)過 酷事故 時 の原子炉
軽水炉原発は、過酷事故時において も機動的な対応 をとりやす い。交流電源
喪失や海水取水ポ ンプ損傷 などの理由で一次冷却系 が機能 しな くなると、圧 力
容器の蒸気 口が遮 断され、原子炉が発電 ター ビンか ら隔離 された状態 となる。
原子炉が隔離 された上で、バ ッテ リー な どの直流電源で も稼働す る非常用炉
心冷却装置 (emergency core coohng systemの 略でECCSと 呼 ばれてい る)が
起動 して、
応急的に炉心 の冷却 を維持す ることがで きる。図 6‑1に 示す ように、

ECCSの 水源 としては、最初、原子炉建屋上部 にある復水貯蔵槽 の水が、それ
が枯渇す ると、格納容器下部の圧力抑制室プールの水がそれぞれ用 い られる。
ただ し、ECCSに よって原子炉 を冷温停止状態 (圧 力容器内で核燃料 を満 た
して い る水 の温 度が 100度 以下 にな る状 態 )に まで もって くるため には、

ECCSの 最終的な水源 となってい る圧力抑制室 プール

(格 納容器の底部 に位置

してい る)の 水 (加 圧 してい ないので、沸点 は10Cl度 )を 冷却す る補助的な冷
却系が機能 してい る必要があ る。 こうした補助的な冷却系 も、非常用 ポ ンプで
取水 した海水 で熱交換 が行 われる。
仮 に、電源喪失や非常用海水取水ポ ンプ損傷 で補助的な冷却系が復旧で きな
い場合 、ECCSの 最終的な水源 となってい る圧 力抑制室 プールの水 が沸騰 し、

ECCSの 冷却機能 は数 日間で失われて しまう。

ECCSが 機能不全 に陥ると、圧 力容器内の水 が蒸発 し、炉心が露出 し、 さら
には、溶融す る可能性 がある。 こうした炉心溶融のプロセスでは、圧 力容器内
に大量の水素や水蒸気が発生す るので、水素爆発や水蒸気爆発 の可能性 も出て
くる。水素爆発や水蒸気爆発 を未然 に防 ぐためには、ベ ン トと呼 ばれる措置で
圧力容器内の水蒸気 を原子炉建屋外部 に放出す るとともに、原子炉建屋外部か
ら圧 力容器内 に向けて大量の水 を注入 し続けなければならない。
冷却材 (水 )が 圧力容器か ら喪失す るような万が一の場合で も、冷却材が水
であるこ とは、産業技術 としての適性 にか なってい る。い ざとなれば、原発が
いっ
立地する海ullか ら海水 を汲み上げて、
原子炉 に注水 をすればよい。 ただ し、
たん海水 を注入 した原子炉 は使 い物 にならな くなるので、海水注入 は廃炉 を前
提 としなければな らない。
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図

6‑l ECCSの 仕 組 み

ター ビン建屋から注水ロヘ

注 )1
2

3
4

ECCSの 水源は、当初、①貯水槽に貯えられた水、それが枯渇すると、②圧力抑制室プールに貯えられ

た水が用 い られる。
交流電源の喪失や 海水取水ポ ンプの損傷 で一 次冷却系 が機能不全に陥ると、 原子炉が ター ビンか ら隔離
されるとともに、圧力容器の蒸気日か ら出て くる蒸気は圧 力抑制室プール に逃が され、そこの水で冷や
される。冷やされて水に復す ると、圧力容器の注水日か らふたたび原子炉に戻 される。
圧力抑制室 プールの水 は、蒸気日か ら逃が された蒸気で温め られるが、非常用海水取水ポ ンプか らの 海
水 を用いた熱交換で冷却 される。
仮 に非常用海水取水ポ ンプが損傷 し補助的な冷却系が機能不全 に陥ると、圧力抑制室 プールの水が 高温
とな り、ついには沸騰する。プールの水の温度が上昇す るにつ れて、ECCSの 冷却能力は失われてい く。

(4)福 島第 一 原発事故 の 簡単 な経 緯
20■ 年 3月 11日 に福 島第一 原発事故 で起 きた こ とを簡単 に振 り返 って教 よ

う。 まず、午後 2時 46分 の地震直後、運転中だった 1号 炉か ら 3号 炉 の原子炉
は、速やかに制御棒が挿入 され 自動停止 した。 しか し、原発施設外 部か ら供給
されていた交流電源が失われたために一次冷却系が停止 した。 3つ の原子炉が
発電 ター ビンか ら隔離 されるとともに、ECCSが 起動 した。 この 間、 ター ビン
建屋 にあった非常用デイーゼル発電機 によって交流電源が確保 で きた。
午後 3時 41分 に津波の襲来を受ける と、 ター ビン建屋 にあった非常用 デ イー
ゼル発電機 は冠水 し、交流電源 を完全 に失 った。原発施設 は、わず かな直流電
源 しか確保で きない状態 に陥 った。 また、一次冷却系 の稼働 に必要な海水取水
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ポ ンプばか りで な く、ECCSの 最終的な水源 となる圧力抑制室 プールの水 を冷
却す るのに必要な非常用海水取水 ポ ンプ も津波によって致命的な損傷 を受けた。

4節 (4)項 で詳 しくみてい くよ うに、圧力抑制室 プールの水 を冷却す るシ
ステムの復 旧の見通 しがない ままに、ECCSの 冷却機能に徒 らに依拠す る状態
が続 いた結果、炉心溶融、炉心貫通、格納容器損傷 と事態が深刻化 した。その
過程 で大量 の水素が発生 したために、1号 炉 と 3号 炉 では水素爆発 が生 じ、 2
号炉 で も格納容器が爆発で破損 した。
深刻 な事態 が急速に進行す る間、原発施設の厳 しい技術的制約 と事前の過酷
事故訓練不足 か らベ ン ト操作 に手間取 るとともに、東電や規制当局の側 で 2号
炉 と 3号 炉 の即時廃炉 を前提 とした海水注入の意思決定がなかなかで きなか っ
た。その ために、
機動的な事故対応 を速やかに実施に移す こ とがで きなか った。

3

原発施設 の新陳代謝 の 困難 さについ て

(1)原 発施 設 の運転 延 長 方針 の 深刻 な影響
民間電力会社 (原 発事業者)が 軽水炉発電を開始 した1970年 代初頭 は、原発
施設の耐用年数は40年 と設定 されていた。減価償却や廃炉費用引当の期間も、
運転開始後40年 間 と決 め られていた。 よ り正確 には、運転開始後30年 が経過す
る前 に、規制当局か ら原発設備 の点検 を受 け、40年 間の うちの最終 10年 間の運
転が認め られるとい う段取 りであった。
規制当局 は、20∞ 年代 の米国政府 の方針変更 に追随 して、原発施設 の耐用年
数を延長する方針 を決定 した。具体的な手続 きとしては、対象原発施設 につい
て高経年化対策報告書 の提出を前提 として、10年 間の運転延長が三度 まで可能
となった。す なわち、事実上、原発施設 の耐用年数が、40年 か ら60年 に延長 さ
れたわけであ る。
運転開始か らの4Cl年 間で償却や引当が完了 した後 に も、原発施設の運転が継
続 で きる事態 は、電力会社に とって資本 コス トの大幅な節約 になる。上述 の方
針変更 は、原発事業者が既存原発施設 の運転 を延長す るインセ ンテ イプを著 し
く強める結果 となった。
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表 6‑1
1号 炉
2号 炉
3号 炉
4号 炉
5号 炉
6号 炉

福島第一原発の運転の歴史
(460万 kW)
(784万 kW)
(784万 kW)
(784万 kW)
(784万 kW)
(1100万 kW)

1971年 3月
1974年 7月

1976年 3月
1978年 10月
1978年 4月
1979年 10月

福島第一原発 は、表 6‑1に 示す ように、1971年 3月 よ り運転が開始 された。
特 に、1971年 3月 に運転が開始 された 1号 炉は、1970年 3月 か ら運転が開始
された敦賀原発 1号 炉 (357万 kW、 沸騰水型)、 1970年 11月 か ら運転が開始 さ
れた美浜原発 1号 炉 (34.0万 kW、 加圧水型)と ともに、 日本 の商用原発 施設
として最 も古 い世代に属 してい る。
東電 は、上述 の政府 の方針転換 を受 けて、福島第一原発 1号 炉 の運転延長 を
申請 した。2010年 3月 には、20年 間の運転延長に向けて技術評価書が東電か ら
原子力安全委員会 に提 出された。その結果、2011年 2月 には、2011年 3月 25日
に運転 開始後40年 を経過す る 1号 炉 につ いて、
10年 間の運転継続が認可 された。
す なわち、1号 炉 は、東 日本大震災が襲 った前月に10年 間の運転延長 申請が認
め られたばか りだった。
原発施設 にとって40年 の耐用年数が短す ぎるとは一概 にい えない。 しか し、
次節で詳述す るように、
1970年 代前半に運転が開始 された原発施設については、
技術面、安全面、人的資源面において、で きるだけ早 い タイ ミングで施設 を抜
本的に更新す る必要があった。一方、運転延長 申請 にお ける審査 では、運転当
初 の技術 を前提 として、顕著な経年劣化が生 じていないか どうかが対象 となっ
た。その結果、最先端 の技術や最新 の安全基準 の観点か らは深刻 な技術的な問
題 を抱 えていた原発施設であって も、運転延長 申請が認可 されたのである。
政府 による原発施設 の運転延長方針 は、最先端 の技術や最新 の安全基準 の観
点か らすれば耐用年数が 間近 に迫っている「引退寸前の老朽原子炉」 を、耐用
年数の 3分 の 1を 残す「まだまだ使える原子炉」に変身させたことになる。
本節 と次節 では、 こうした政府 の方針転換が、以下の二点で、原発事業者 の
原発 リス ク管理においてイ ンセ ンティプを著 しく歪めて しまった こ とを明 らか
に したい。

第6章 技術的災害としての原発危機
1.

ぜ75

1970年 代前半 に運転が開始 された原発施設は、技術面、安全面、人的資

源面 で大規模 な更新投資の必要性 に迫 られていたのに もかかわ らず、原
発事業者は、運転延長の経営上のメリッ トを積極的に活かすために原発
施設の抜本的な更新 を先延ば しに した。
2. 原発施設で過酷事故が進行 してい る最中にあって も、原発事業者や規制

「 まだ まだ使 える原子炉」 を継続的 に使 う方針 を堅持 し、廃炉
当局 は、
を前提 とした機動的な事故対応 を先送 りにした。
す なわち、様 々な事情 か ら抜本的な設備更新 の必要性が高か った老朽原子炉
について政府が安易に運転延長 を認めた ことが、原発事故が起 きる事前 には、
原発事業者の抜本的な施設更新 の インセ ンティブを大 きく歪めるとともに、過
酷事故が起 きた事後 には、原発事業者や規制 当局の機動的な事故対応 の イ ンセ
ンティプを著 しく歪めた ことを明 らかに したい。

(2)古 い原発施 設 の 新陳代 謝 の必 要性
①

原発技術 の進歩

1970年 代初頭 に運転 が 開始 された福 島第一原発施設 を支 えて いた技術体系

は、そ もそ も商用原発 の萌芽期 の ものであった。 また、その技術体系 は米国の
技術開発 に大 きく依存 していて、 日本の厳 しい 自然環境 を十分 に考慮 した 自主
技術 とは言 い難 かった。特 に、福 島第一 原発 の 1号 炉か ら 5号 炉 は、米国GE
社が開発 したMark I型 と呼 ばれる最初期 の商用原発施設 であ った 3)。 以下で
は、経年劣化や老朽化 とい う観点ではな く、設備設計の背後 にある安全思想 の
古 さ"も 含めて、原発施設を支える技術体系の 古 さ"を 考えてい く。
地震・津波被災を考慮していなかった施設配置

第一 に、
福島第一原発の施設配置は、
地震や津波の被災が考慮 されていなかっ
た。繰 り返すが、 こうした不適切な設備配置の背景には、福島第一原発の基本
設計を当初担当 した米国GE社 が津波被災をまった く想定 していなか った事情
3, 6号 炉 につい ては、Mark

Ⅱ型 と呼 ばれる新 しい世代 の原子炉が用 い られて いた。
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がある。
具体的には、一次冷却系 を根本か ら支える交流電源 と海水取水ポ ンプ、補助
冷却系 を支える非常用海水取水 ポ ンプは、地震や津波 に対 してあまりに無防備
であった。耐震性 に劣 る送電施設 は地震で壊滅的なダメー ジを受 け、外部か ら
供給 される電源を失った。福島第一原発 のいずれの原子炉 において も、非常用
デ イーゼル発電機は、原子炉建屋 に比べ て海側 に近 く、強度 も劣 るター ビン建
屋 に配置 されていたために冠水 して、交流電源 を完全 に失 って しまった。
一次冷去口
系 の中核的な装備である海水取水 ポ ンプ も壊滅的な被害 を受 けた。
さらには、圧力抑制室 プールの冷却系 を支 える非常用海水取水 ポ ンプ も、海側
に防備が十分で ない ままに設置 されていたために、早期修復不能なほどの深刻
なダメー ジを受けた。
福島第一原発か ら南方10キ ロの所 に位置する福島第二原発 の 4つ の炉 と比較
す ると、彼我 の違 いは歴然である。1980年 代 に運転 を開始 した福 島第二原発で
は、施設外部か ら供給 される外部電源が確保 されるとともに、非常用 デ イーゼ
ル発電機 も原子炉建屋 に設置 されていた こ とか ら、冠水 を免れた。 また、補助
的な冷却系 を稼働 させる非常用海水取水 ポ ンプ も、比較的頑丈な建屋 に守 られ
てお り、大津波 によるダメー ジが修復可能な範囲 にとどまった。
古い非常用冷却装置

第 二 に、 福 島第 一 原発 で 最 も古 い 1号 炉 は、 非常用復水 器

(Isolation

Condenserの 略でIC、 あるいは、イソコンと呼ばれることも多 い)と い う非常
に古 い タイプのECCSIこ 頼 っていた4)。 非常用復水器 は電源を喪失 して も稼働

し、圧力容器からの蒸気を原子炉建屋 内の空気 だけで冷却 した水 を再 び圧力容
器 に戻す シンプルな装置である。非常用復水器は、そ うした簡易な仕組みのた
めに冷却能力 も弱 く、冷却持続時間も6時 間程度 と、非常 に短い。

1号 炉 では、
地震発生後 3時 間半で炉心が露出し始めた (11日 午後 6時 10分 )。
炉心溶融プロセスがそ こまで早かったのは、1号 炉に備えられていた
非常用復
水器をうまく起動で きなかった事情を無視できない。実のところ、1号
炉 の非
常用復水器は、1971年 の運転開始後、一度も起動 したことが
な く、原発施設の
運転員 も稼働マニュアルに習熟 していなかった 5)。
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ただ し、冷却能力が著 し く劣 る非常用復水器 を稼働 で きた として も、炉心溶
融 を食 い止めることがで きたか どうかは疑わ しい。『政府事故調 。中間報告』
では、1号 炉 で非常用復水器 の操作 を誤った こ とが急速な炉心溶融 プロセスの
引 き金になった と結論 している。 しか し、た とえ非常用復水器が正常に稼働で
きた として も、その冷却能力 の低 さを考 えると、事態 の進行が どれほど変 わっ
たのかにわかに判断で きない。 よ り根本的 には、非常用復水器 のように古 い タ
イプのECCSに 依拠 した 1号 炉 を稼働 させていたこと自体が問題 だったのであ
ろ う。
古い設計思想
第三に、1号 炉か ら 4号 炉 までの施設配置が まった く同 じであった。 4つ の
炉が南北 に配置 され、原子炉建屋や ター ビン建屋 の配管 の具合、非常用デイー
ゼル発電機、非常用海水取水 ポ ンプの設置個所 も基本的に同 じであった。 この
ような施設状態であれば、東方の海側か らの負荷 に対 して、 4つ の施設が同様
の ダメー ジを被 るのは当然であろ う。その結果、地震発生時 に運転中だった 1
号炉 か ら 3号 炉 は、溶融 プロセスの速度に違 いがあったとはい え、同 じような
プ ロセス を経過 した。
さらに問題 だったの は、 4つ の原子炉が狭 い敷地 に窮屈 に立地 していた こと

4)

5)

若干新 しい原子炉 で あ る 2号 炉や 3号 炉 に設置 されたECCSで は、 あ る程度 の電源 で
稼働す る高圧炉心注水系 と、電源が な くて も稼働す る原子炉隔離時冷却系 が設置 され
てい た。 1号 炉 には高圧炉心注 水系が備 え られて い たが、津波到来以 降、 い っさいの
電源が失われて高圧炉心注水系 を活用で きなかった。 一方 、2号 炉 では、 原子炉隔離
時冷却系 が稼働 した。 3号 炉 では、 当初、原子炉隔離時冷却系 を稼働 した上で、後 に
高圧炉心注水系 に切 り替 え られた。なお、高圧炉心注 水系 も、原子炉隔離時冷却系 も、
それ らの水源 としては、最初 は原子炉建屋上部にある復水貯蔵槽 の水 が、そ してそれ
が枯渇す る と、格納容器下部 の圧力抑制室 プールの水 がそれぞれ用 い られる。高圧炉
心注水系や原子炉隔離時冷却系 は、非常用復水器 に比べ て冷却能力や冷却持続時間が
はるか に優 れて い る。
「政府事故調 ・ 中間報告』 (IV章 3節 )で は、停電 の ため に中央制御室 の計器 で非常
用復水器 の動作確認 がで きなか ったことを問題視 してい る。 しか し、非常用復水器 は
起動すれば、非常 に大 きな騒音 を発生す る装 置 なので、計器で作動 を確認す るまで も
ない。現場 の運転員 たちが非常用復水器 の操作 に習熟 してい なか った ことのほ うが問
題だ ったのであ ろ う。
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である。
仮 に隣 り合 った原子炉 と原子炉 の間に十分なスペースの余裕があれば、
事故対応 の機動性が もっと確保 されたであろ う。
この ように画一的な施設配置 になっていたの も、福島第一原発 の 古 さ"に
起因 して時代遅れ となった安全思想に基づいて設計 されていたか らである。 よ
り新 しい安全思想では、一方向の負荷 に対 して同様の ダメー ジを受けない よう
に配置 に多様性 を持 たせるとともに、柔軟 な対応が とれるように作業 スペー ス
が確保 されてい る6
低い発電能力
最後に、1970年 代前半 に運転開始 をした原発の発電能力が低 い とい う点 も指
摘 したい。定格電気 出力でみる と、福 島第一 原発 の 1号 炉 は46.0万 kW、

2号

炉 か ら 5号 炉 でそれぞれ78.4万 kWに す ぎない。 1号 炉 と同時期 に運転 を開始
した敦賀原発 1号 炉 (1970年 3月 運転 開始)も 35.7万 kW、 美浜原発 1号 炉 (1970
年11月 運転 開始)は 340万 kWで ある。現在、運転可能 な原発で発電 能力が一
番高 いのは、2CX15年 1月 に運転開始 をした浜岡原発 5号 炉 で、138.0万 kWの 定
格電気出力 を有 してい る。
福島第一原発の 5号 炉 までの原子炉 は、発電能力 の低 さに比例 して、原子炉
建屋 の容積 が小 さかった。その結果、原子炉建屋内の各 フロアは、空 きスペー
スが限定 され、ベ ン トの手動操作などに必要な作業域 を確保す るこ とが非常 に
難 しか った。 このような原発施設の 古 さ"も 、過酷事故 における起動的な対
応 の厳 しい制約 になった。

②

規制環境 の変化

耐震基準強化の経緯
原発施設 に対す る規制環境 は、
福島第一 原発が1971年 に運転 を開始 して以 降、
大 きく変貌 して きた。原発施設 について、耐震基準 を含 めて公的な建築基準が
初 めて導入 されたのは、1981年 であった。1981年 の耐震基準 は現在 の規制水準
と比較す ると緩やかな基準 だった。1981年 よ り以前 に建設 された原発施設は、
公的な建築基準が まった くない ままに、電力会社が 自主的 に定めた建築基準 の
下で設計 されていた。
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原発施設 について本格的な建築基準が導入 されたのは、最初 の基準 が導入 さ
れた1981年 か ら四半世紀経過 した2006年 であった。2006年 の耐震基準 は、
現在
の最先端 の考 え方 に照 らしてみて も優 れた もの だった。限定的なかた では
ち
あったが、津波へ の対策 も求 めていた。
しか し、規制当局 は、21X16年 以前に運転 開始 された原発施設に対 して、遡及
して2006年 規制基準 の遵守 を法的に強制するこ とがで きなかった。すなわち、
規制 当局は原発事業者に対 して2006年 基準 に従 うように指導 はす るが、規制遵
守 を法的に強制す ることはで きなかった。 したがって、2006年 規制に従 うか ど
うかは、原発事業者 の 自主的な判断に委ね られていた。
福島第一原発 は、1981年 基準 に対応するために補修、改修を徐 々に進 めて き
た。 しか し、た とぇば1%5年 の時点に立って、その時の最新技術 と比べ ると、
補修、改修 のパ ッチ ヮー クでゃっていた施設は安全性が劣 っていた といわれて
いる。 それで も、1981年 基準 はどうにかこうにかク リア していたが、2006年

基

準 に対 してはほとんど対応がなされていなかった。
̲『 国会事故調 。報告』 (02ペ ー ジ)に よる と、規 制当局 は、 東電 に対 して
2006年 基準 を目安 に安全性 を高 めるように要請 していたが、東電 は、福島第一
原発施設全体 について2016年 までに補修、改修す るとInll答 していた。 しか し、
実際には、2006年 か ら2011年 3月 の原発事故までの 5年 間、2006年 基準遵守に

向けての補修、改修はほとんどなされていなかった。なお、東電は、2006年 基
準に適応するのに必要な費用は、当初800億 円と見込んでいた。
耐圧強化ベン ト設置の経緯6)
福島第一原発 は、規制基準 の強化 とは別に、その原発施設に固有の技術的な
事情 か らも、抜本的な設備更新 を求 め られて きた。なお、以下 の説明において
は、図 6‑2を 参照 しては しい。
第一 に、福 島第一原発 1号 炉か ら 5号 炉 の沸騰水型原子炉 の原型 となった米
国GEttMark Iは 、設計当初か ら深刻 な技術 的問題 を抱 えてい ることが指摘
6)『 国会事故調・報告』の97ペ ージ、
looペ ージから101ペ ージ、
19oペ ージから191ペ ージ、
245ペ ージから246ペ ージに耐圧強化ベ ント設置の経緯について詳細な記述がある。
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図

6‑2

ウ ェ ッ トベ ン トと ドラ イ ベ ン ト

■ ●:̀● ‐ : ・
■ ■,I:
̀■

注 )1

ベ ン トライ ンには、圧 力抑制室 プー ルの水で濾過 された蒸 気 を放出す るウェ ッ トベ ン ト用排気管 と、格
納容器内の蒸気 を直接放出す る ドライベ ン ト用排気管がある。

2

米国GE社 のMark I型 原発は、 これ らの 2つ の排気管が建築後に追設 されたために、他 の設備 と配管 を
共用 していた。

3

日本では、 ドライベ ン ト用タト
気管にフイルターが設けられていなかったので、 ドライベ ン トは大量の放
射性物質を原子炉建屋外部に放出せざるを得ない状態にあった。そもそも、 ドライベ ン トを用いる事態
を想定していなかったといわれている。

されて きた。今般 の原発事故 との関連 で特 に問題 となって くるのは、耐圧強化
ベ ン トの設置 とその経緯であった。

Mark Iは 、設計当初、圧力容器内が冷却材不足 で高圧 になった として も、
圧力容器内の蒸気 を格納容器底部の圧力抑制室 プー ルに逃が して、そ こに貯 え
られた水 に吸収 させ れば、圧 力 を引 き下げ られると考 えられていた。 しか し、
圧力抑制室プールの水が高温 になれば、蒸気が水 に吸収 される程度 は低下 し、
炉心溶融 の過程で発生す る水素 ガスはそ もそ も水 で凝縮す るこ とはで きない。
そ こで、1980年 代 に入って、圧力容器 で発生 した蒸気 を原子炉建屋外部に排
出する耐圧強化ベ ン トの設置が検討 され始めた。福島第二 原発 の 5つ の炉 につ
いては、1999年 か ら2∞ 0年 に耐圧強化ベ ン トが設置 された。
新 たに設置 された耐圧強化ベ ン トは、圧力抑制室 プールの水 に濾過 された蒸
気 を排出す る管

(ウ

ェ ッ トベ ン ト用排気管)と 、格納容器内 に充満 した蒸気 を
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排 出する管 (ド ライベ ン ト用排気管)で あ る。前者 は、水 に濾過 される分 だけ
外部 に放出され る放射線量 も縮小で きる。一方、後者は、直接排 出される分だ
け外部に放出される放射線量 も多 くなる。
二種類 の耐圧強化ベ ン トは、す でに設備が ぎっ しりと詰 め込 まれた原子炉建
屋内に追加的 に設置せ ざるを得なかったことか ら、 い くつ もの既存設備 の配管
と兼用するかたちで増設 された。その結果、耐圧強化ベ ン トを含 む配管が過度
に複雑になった。 また、ベ ン トを実施する際 には、何 力所 もの弁で他 の既存設
備 か ら耐圧強化ベ ン トを隔離す る必要が生 じ、ベ ン トの操作 が複雑 にな り、そ
の操作性 も著 しく低 くなった。
なお、欧州の原発では、 ドライベ ン トであって も外部に放出される放射線量
を少な くす るために、
原子炉建屋内で耐圧強化ベ ン トにフィル ター を設置 した。
しか し、 日本では、 フ ィル ターは設け られなかった。
非常用海水取水ポンプの水密化の断念7)
第二 に、福島第一原発 の非常用海水取水 ポ ンプが無防備なままになっていた
背景 には、規制当局が東電に対応 を促 していたに もかかわ らず、東電がそれに
まった く応 じていなか った事情がある。
今般 の 原発事故 を深刻化 させ た重要 な要因 と しては、 2号 炉 と 3号 炉 の

ECCSの 最終的な水源 であ る圧 力抑制室 プー ルの水 を冷却す るシステム に必要
不可欠な非常用海水取水ポ ンプが壊滅的なダメー ジを受けた ことが挙げ られる。
実 は、規制当局 と原子力安 全基盤機構 は、2006年 、
「溢水勉強会」 と呼 ばれ
る研究会 にお いて、津波被災 によって非常用海水取水ポ ンプが機能喪失 に陥 る
可能性 を検討 していた。研究会 は、福島第一原発施設 を明示的 に対象 に してい
たわけではないが、研究会で取 り扱 われていた事例 は、福島第一原発の施設配
置 に酷似 していた。
規制当局 は、研究会 に参加 していた東電 に対 して非常用海水取水 ポ ンプの水
密化 などで対応す るように指示 していた。 しか し、東電 は、そ う した対策 を真
剣 に検討す ることはなか った。
7)『 国会事故調・報告』の494ペ ージから497ペ ージを参照のこと。
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③ 人的資源の制約
福島第一原発の安全な運転 を支 える人的資源にも大きな制約があった。古い
原発施設をよ りいっそう経済的に運営す る意向が優先されて、事故当時の福島
第一原発の運転体制 は、
他の原発施設 と比べて も貧弱 なものとなっていた。『国
会事故調・報告』 (104ペ ー ジから107ペ ー ジ)に よると、原子炉等規制法では
原子炉 ごとに原子炉主任技術者 (炉 主任)を 配す ることが原則だったのに、事
故当時、福島第一原発では二人の炉主任で 6つ の原子炉を兼担 し、たった一人
の炉主任が 1号 炉から4号 炉 を担当していた。
また、
福島第一原発のように萌芽期の民生技術 で設計されたものについては、
先述 のように、運転開始以降に技術や規制の要請から様 々な補修や改修が求め
られてきた。 しか し、
運転開始当初からの経緯 を正確 に把握 している技術者 は、
当然なが ら時間が経過す るに従 って少なくなっていった。実際問題 として、運
転開始以降の技術的な補修・改修に関するメモ リーが原発施設現場 に保持 され
るのは、二、三世代の技術継承でせいぜ い40年 が限度であろうといわれている。
福島第一原発の場合、運転開始以降に求められた技術的な補修・改修 は、 3
節

(2)項 ① で詳 しく述べ て きた ように、複雑多岐にわたった。特 に、以下の

三点 は重要である。
1.

当初 の設計 を した米国GE社 が技術的なア ップグレー ドを した。特 に、
ベ ン ト用排気管 については、設計当初 は装備 されていなかった ものが、
1980年 以 降にその必要性が認識 されて、
後か ら追加的 に備 え付け られた。

その結果、ベ ン ト用リト
気管が ア ドホ ックで複雑なもの にな り、運転操作
性 も高 くなかった。
2.

1970年 代、80年 代 は、米国GE社 の沸騰水型軽水炉技術 を土 台 に、東芝

などの 日本 メー カーが 日本 の 自然環境 を考慮 しなが ら自主技術化 を推 し
進めて きた時期 で もあ り、自主技術化 の過程 で補修 ・改修が求め られた。
3. 1981年 基準 な どの規制上の要請で も、補修・改修が求 め られた。

『国会事故調・報告』 (190ペ ー ジから191ペ ー ジ)で 報告 されているように、
福島第一原発 の現場では、補修・改修の経緯が詳細 に記録 されていなかった。
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特 に、当初設計図への追記がずさんであった。そのように組織内での記録が不
十分な状況 にあると、運転開始以降、40年 あまりの時間が経過 し、当該原発施
設に固有の技術 に習熟 し、
補修・改修の経緯を理解 した技術者が少なくなれば、
原発施設を安全に運転す ることは非常 に難 しくなるであろう。

(3)公 的規制 の遡及の限界 と経営 の 自主的な判断
運転延長と規制強化の経緯
以下では、本来であれば抜本的な設備更新 を必要 とす る老朽原発施設が、当
初 に想定 されていた40年 の耐用年数を超 えてほぼ現状 の ままで、規制当局 と原
発事業者 の間で運転延長が合意 されるとい う事態 に至った背景 。理由を改めて
考 えてみたい。
もう一度、老朽原発施設の運転延長を巡る経緯 を規制基準 の強化 の経緯 と合
わせて、振 り返 ってみ よう。
１■

2005年 12月 :原 子力安全・保安院は、「実用発 電用原子炉施設 にお ける

高経年化対策実施 ガイ ドライン」 と「実用発電用原子炉施設における高
経年化対策標準審査要領」 を公表 し、老朽原発施設の運転延長 を認める
ように方針 を転換 した。
2. 2006年 9月 :原 子力安全委員会は、
「 発電用原子炉施設 に関す る耐震設

計審査指針」 (い わゆる2CX16年 基準 )を 公表 した。
3. 2010年 3月 :東 電は、原子力安全委員会に対 して、福島第一原発 の20年

間の運転延長に向けて技術評価書を提 出 した。
4.

20H年 2月 :福 島第一原発 1号 炉 について、10年 間の運転継続が認可 さ
れた。

先 に述べ たように、規制当局 (原 子力安全・保安院)は 、東電 に対 して福 島
第一原発の施設状況が

"06年

基準 を満 たす ように要請をしている。 しかし、上

の経緯が示す ように、1号 炉の運転延長の決定 と20

年基準の遵守要請が同時

期に進んでいたにもかかわらず、
両者はまった くリンクしていなかった。仮に、
両者が相互にリンクす るように規制 を実施 していたら、どのようになっていた
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だろうか。
静学的な技術的適応と動学的な技術的適応のリンク
東電が福 島第一原発施設 の運転延長を申請す る際 にも、規制当局が、2006年
基準 の遵守 を義務づ けてお けば、意思決定の時間整合性 を保つ ことがで き、今
般 の過酷事故の進行 も大 きく変 わっていたのでないか。
運転延長 申請の審査では、静学的な技術適応がその対象 とな り、既存技術 に
おいて安全性が維持 されてい るか どうかが審査 される。具体的 には、運転当初
の技術 を前提 として、著 しい経年劣化が当該原発施設 に生 じていなければ、 申
請 は基本的 に認可 される。

一方、新規制基準の遵守では、動学的な技術適応がその対象 とな り、新 しい
技術 に対応す ることで安全性が向上 しているかどうかが審査される。新規制基
準への適応においては、抜本的な設備更新が求められることが多 く、その費用
がかさめば、廃炉 の決定に至る可能性 もある。
実際の原発規制行政では、二つの技術対応が完全に切 り離され、当初技術の
下での安全性維持 だけが既存原発施設に法的に強制され、新技術への適応 によ
る安全性向上は原発事業者の 自主的な判断に委ねられてきた。その結果、 コス
ト節約 を主眼とす る原発事業者 は、前者の観点だけで原発施設の安全性 を判断
す る傾向が強かった。
仮 に規制当局が東電 に対 して上述の二つの側面で安全性 を厳格 に求めていた
とすれば、どのようなことが起 きたであろうか。おそらく東電の経営者 は、
「福
島第一原発施設が2fX16年 基準 を満たすために必要 となって くる追加的な修繕・
改修費用」 と、「運転延長 によって得 られる追加的な便益」を慎重 に比較す る
ことによって、運転延長申請 に関す る意思決定を行 っていたであろう。福島第
一原発の原子炉 (少 なくとも、1号 炉から5号 炉まで)は 、① 限定的な発電能
力や、②安全な運転体市1を 支える人的資源の制約 も合わせて考 える と、耐用年
数40年 が経過 したところで廃炉にす る決定 も十分に検討 された蓋然性が高い。
よ り具体的に議論 してみよう。規制当局が、2006年 基準の公表 を契機 に、運
転延長 については、2111y6年 基準 の遵守が前提 である旨を原発事業者 に伝えたと
しよう。その場合、原発事業者 は、2006年 基準遵守 に要す る追加的補修・修繕
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費用 と、継続運転が もたらす収益 を注意深 く比較す るであろ う。特 に、1970年
代前半に運転 を開始 した原発 は、発電能力が決 して高 くないので、発電 1単 位
あた りに必要な補修 ・修繕費用がか さむ可能性 もある。
仮 に、継続運転 の費用が補修 ・修繕 の費用を上回れば、2010年 3月 に東電が
原子力委員会 に申請 したように、運転延長を決定 し、規制 当局 にその意向 を伝
えるであ ろ う。
しか し、
2006年 基準遵守 の追加的補修・修繕費用

>

継続運転が もた らす収益

のように、逆方向の不等号が成 り立てば、廃炉 の意思決定 を下 したであろ う。
原発事業者が既存原発施設 の継続使用 の意思決定を下 した場合 であ って も、
既存施設の技術的な限界 を的確 に認識す る契機 となる。
耐震基準の遡及適用を実現する仕組みづくり
い くら厳 しい規制基準 をつ くって も、原発事業者がそれを遵守するように規
制 の仕組み を展開 しなければ、結局 は、厳 しい規制基準 も、
「絵 に描 いた餅」
になって しまう。
原則的には、原発施設であって も、通常の建築物 と同 じく、法で定め られて
いる耐震基準 は新基準導入前 に建設 された施設には遡及 して適用 されない。最
新 の耐震基準 を満 た していない古 い原発施設 も、依然 として既存不適格 として
合法的に認め られる。
先述 の ように、福島第一原発が1960年 代後半に設計 された ときには、原発施
設 に対する耐震基準 は公的に設け られていなかった。規制当局による耐震基準
は、1981年 に初 めて設け られた。2006年 には、 さらに厳 しい耐震基準 ・対津波
対策が設け られたが、事故前の福島第一原発施設状態は、その基準が求める水
準 にはるかに及 ばなかった。東電が規制遵守 に必要な費用 を節約 して福 島第一
原発施設が既存不適格 だったにもかかわ らず、既存施設 において顕著な経年劣
化が進 んでいない とい うことで運転延長 申請が認め られた。
そ う した事態 を回避するためには、運転延長の認可 と規制基準 の遵守 をリン
クさせて、費用対効果 の観点か ら原発事業者 の適切 な意思 決定、すなわち抜本
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的な設備更新 か、設備廃棄かの決定、 を引 き出す必要があった。原則的な原発
規制行政では、既存原発施設 に遡及 して新規制基準 を適用す ることが困難であ
る。 しか し、当初の安全審査が既存技術 を40年 間利用す るこ とを前提 になされ
ていたのであれば、原発事業者が40年 間を超 えて運転延長 をさせたい と考 える
既存原発施設に対 して、新規制基準 をあ らためて求めることは合理的でないだ
ろ うか。

4

8)
事故前 の施設状態 と過酷事故へ の対応

(1)問 題 の 所 在
1号 炉の論点

本節では、
福島第一原発の過酷事故 において有効 な対応 がなされない ままに、
炉心溶融・貫通ばか りでな く、水素爆発や格納容器損傷 の事態 を招 いて しまっ
た背景 を考察 してい く。同 じく事故当時運転中であ ったが、1号 炉 と 2・ 3号
炉 では、地震・津波被災直後 か らかな り異なった状況にあ ったので、それぞれ
分けて考 えてみたい。

3節

(2)項 ① で議論 したように、1号 炉 は、ECCSの 機能 を有す る非常用

復水器の操作 に深刻な錯誤があったために、 3月 H日 午後 2時 46分 の地震発生
か ら 3時 間半あまりで炉心 (核 燃料棒 )が 露出 し、午後 6時 50分 には炉心が溶
融 し始めた。その後、11日 中に炉心貫通に至 った。そ うした事態 の急速な展開
のために、11日 中には、ベ ン ト実施 の準備 に着手 したが、実際にベ ン トが実施
されたのは、12日 午後 2時 半 だった。その間、炉心溶融 。貫通の進行 で大量 の
水素が発生 し、12日 午後 3時 36分 に 1号 炉原子炉建屋 で水素爆発が起 きた。12
日午後 7時 4分 には、1号 炉へ の海水注入が開始 された。
そ こで本節 の前半では、1号 炉 のベ ン ト実施がなぜ遅 れたのか を考察 してい
く。

8)原 発事故 の経緯 については、齊藤

(2011、

2012b)を 参照 してほ しい。
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2号 炉 。3号 炉 の 論点

2号 炉 と 3号 炉 では、原子炉隔離時冷却系 か高圧炉心注水系 か いず れかの

ECCSが 津波到達後 も機能 した ことか ら、事態 の進行 は 1号 炉 ほど早 くなか っ
た。 3号 炉 では、13日 午前 9時 10分 には炉心が露出 し、午前10時 40分 には炉心
溶融が起 き始めた。 2号 炉 で も、14日 午後 5時 には炉心が露出 し、午後 7時 20
分には炉心溶融が起 きた。 しか し、 2号 炉 と 3号 炉 につ いては、ベ ン ト実施 を
前提 に海水注入を実施する意思決定が大幅に遅れた。
いずれの炉 で も、海水注入開始 は炉心溶融が始 まった後 だった (3号 炉 が13
日午後 1時 12分 海水注入開始、 2号 炉が14日 午後 7時 54分 海水注入開始)。 そ
の間、炉心溶融・ 貫通 の進行 で大量 の水素が発生 し、14日 午前11時 1分 に 3号
炉原子炉建屋で水素爆発が起 きた。15日 午前 6時 頃には 2号 炉 の格納容器底部
の圧力抑制室が水素爆発 で破損 した。
そ こで本節の後半 では、 2号 炉、 3号 炉の海水注入がなぜ遅れたのかを考察
し

1〔

い

く

。

(2)な ぜ 1号 炉 のベ ン ト実施 が遅れたのか
『政府事故調・中間報告』 (139ペ ー ジから158ベ ージ)で は、1号 炉のベ ン ト
実施が遅れた理由 として、12日 早朝 に首相の現地視察が重なったことと、福島
第一原発半径10キ ロ圏内で住民が避難するのが遅れたことを指摘 している。
『政府事故調 。中間報告』(156ペ ージから158ベ ー ジ)や 『国会事故調 。
また、
報告』 (153ペ ー ジか ら154ベ ー ジ、259ベ ー ジ)で は、以下のような理由から現
場作業員が 1号 炉 のベ ン ト操作 にかなり手間取 ったことも指摘 している。
1.

原子炉建屋内の線量が非常 に高 く、作業員が長 く作業 を行 うことがで き
なか った。

2. 直流電源喪失 で空気圧 によって作動す る弁動力が失われたために、原子

炉建屋外部 か ら土木用エ ア コンプレッサー を持 ち込む必要があったが、
施設の ぎっ しりと詰 まった原子炉建屋内でエ ア コンプ レッサ ー を設置す
るスペース を確保す ることが難 しかった。
3. 1999年 か ら2000年 にか けて追設 されたベ ン ト管が他 の設備 と兼用 されて

′
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い る た め に 他 の 設 備 か ら隔 離 しな け れ ば な らず 、 い くつ も の 弁 を 開 閉 す
る必 要 が あ っ た 。

上述 のベ ン ト操作 を困難 にした要因の うち 2番 目と 3番 目の もの は、1号 炉
が老朽化 した原発施設であったことが大 き く影響 してい る。
ベ ン ト実施が遅れた原因には、 ドライベ ン ト用 とウェ ッ トベ ン ト用 の二つの
りF気 管が備 え付け られていたに もかかわ らず、事実上、 ウェ ッ トベ ン トによる
排気 しかで きなかった事情 もあるだろ う。 3節 (2)項 ② で述べ たように、フイ
ル ター (濾 過装置)が 排気菅の側に設置 されていなかった。圧力抑制室 プール
の水 で濾過 されて外部 に排気 されるウェ ッ トベ ン トと違 って、格納容器 か ら
フィル ター なしで直接排気 される ドライベ ン トは、大量 の放射線が原子炉建屋
外部に放出される。東電側 は、大量 の放射線が放出される ドライベ ン トを強 く
躊躇 していた。仮 にフィルターが備 え付 け られた ドライベ ン トによる排気 も可
能であれば、現場 の選択肢 も広が り、よ り機動的な対応が可能であっただろ う。

(3)2号

炉 、 3号 炉 へ の 海水注 入 に対 す る躊躇

3号 炉の場合

『政府事故調 。中間報告』 や 『国会事故調・報告』 では、政府、規制 当局、
東電が、 3号 炉に対 して、即時廃炉につながる海水注入に強い躊躇 を示 してい
たことが記録されている。

3号 炉では、津波妻l来 直後から稼働 していたECCSで ある原子炉隔離時冷却
系が12日 昼前 (午 前11時 36分 )に は停止 し、午後12時 35分 に高圧炉心注水系に
切 り替わっていた。その高圧炉心注水系 も13日 午前 2時 42分 に停止 した。その
時点で、現場はようや く海水注入に向けて準備 に入ったが、官邸や東電本社 は、
現場に対 して海水注入の再考を促 している。『政府事故調・中間報告』(179ペ ー
ジから180ベ ー ジ)に は、13日 未明 における官邸での意見交換が、以下のよう
に記されている。
3月 13日 未明以降、官邸 5階 の総理大臣応接室 では、海江田経産大臣、平岡
保安院次長、斑 目委員長、東京電力部長 らが、時折、吉田所長 に電話 をかけ
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るな どして情報 を得なが ら、福島第一原発のプラン ト状況や今後の対応等 に
関す る意見交換をしていた。
このとき、福島第一原発 において、 3号 機原子炉への海水注入に向けた作業
を実施 しているとの情報が得 られ、
「海水 を入れるともう廃炉 につ ながる。
」
「発電所 に使 える淡水があるなら、それを使えばいいのではないか。
」「発電
所内の防火水槽 やろ過水 タンク、純粋 タンクな どに淡水がまだ残 っていない
のだろ うか。
」「新潟県中越沖地震後、防火水槽をたくさん作 ったのではない
か。
」な どといった意見が出た。
さらには、以下のような記述がある。
「他の防火水槽 とかろ
同日早朝、東京電力部長 は、吉田所長 に電話をかけ、
過水 タンクとかに淡水があるのではないか。淡水が残 っているなら極力淡水
を使 ったほ うがよいのでないか。官邸でそのような意見が出ている」旨伝 え
た。
東京電力部長は、官邸 5階 の会合で出た意見を伝えたにす ぎなかったが、吉
田所長は、 これを重 く受け止め、海水注入の前 に極力ろ過水 タンク等 に残 る
淡水を注入すべ きとい うのが、菅総理 を含めた官邸の意向 と理解 した。
その後、官邸や東電本社の意向 を受けた現場 は、淡水注入の可能性を追求 し
た。 しか し、結局は首尾 よ くいかず に、13日 午後 1時 12分 にようや く海水注入
に踏み切 った。
以上の記録が示す ように、現場 は、海水注入の準備 に入ったにもかかわらず、
官邸から現場へ伝達 された意見が淡水注入へ の指示 と解釈 され、早朝に行われ
るはずの海水注入がさらに 6時 間ほど遅れた。
海水注入 は廃炉 を直ちに帰結 とす るので、海水注入 よ りも淡水注入を優先す
るように官邸が現場 に指示 した ことは、官邸 において廃炉が強 く忌避されたこ
とを示唆 している。『政府事故調 。中間報告』が伝える官邸での意見交換 には、
発言の主語が省略されているが、東電経営者 も原発施設の継続使用 に強い関心
を抱 いていたと解 してよいであろ う。
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『国会事故調・報告』 (262ベ ー ジか ら263ペ ー ジ)で も、13日 未明 に福 島第一
原発において、 3号 炉 の海水注入を巡って次の ような会話が取 り交 わ されてい
たことを記録 している。
福島第一原発吉 田所長

:「

ええとね。官邸か ら、あの、ち ょっと海水 を使 うっ

て い う判断をす るのが早す ぎるん じゃないか、 とい うコメン トが きました。
で、海水使 うとい うことは、 もう廃炉 にするとい うようなこ とにつ ながるだ
ろ うと、 こうい う話で、極力 ろ過水 な り、真水 を使 うこ とを考 えて くれ と」
福 島第一原発

:「

じゃあ、ち ょっ とその指示 に従 って、ろ過水 だけで入れ ら

れるところか らとい うことです と、給水 は遅れますけ ど、それで順次い きま
す」
補助的な冷却系が機能不全 の ままで冷去口
に必要になって くる水量 の膨大 さを
考 えると、近隣 ダム (坂 下 ダム)か らの取水管が破断 した状況であって も、十
分な淡水 を確保で きる可能性や、淡水 と海水 を切 り替 えなが らの注水 の可能性
が、現場 で依然 として検討 されていたとすれば、現場責任者 もあま りに悠長 な
見通 しに立っていたことになる。
2号 炉の場合

2号 炉 の海水注入については、政府や国会の事故調報告 には明示的な記述が
ない。 しか し、2012年 8月 に東電が公開 したテ レビ会議 の映像 には、3月 13日
夜 に 2号 炉へ の海水注入につ いて も、次のようなや り取 りが録画 されていた 9)。
東電本社 :(2号 炉へ の海水注入 を準備 していた吉田所長 に対 して)¨・い き
な り海水 ってい うのはそ の まま材料が腐 っちゃった りして もったい ないの
で、なるべ く粘 って真水 を待つ とい う選択肢 もあると理解 していいで しょう
か

。

吉田所長 :今 か ら真水 とい うのはないんです。 …今みたいに (冷 却水 の)供

9)当 該 ニ ュー スは、2012年 8月

8日 に時事通信社 などが配信 した。
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給量が圧倒的 に多量必要な時 に、真水 にこだわってい るとえらい大変なんで
す よ。海水 でいかざるを得 ない と考 えてい る。
東電本社 :い かにももったい ないなとい う感 じがす るんですけれ どもね。(苦
笑)
先述 の ように、13日 夜 とい えば、同 日午前には 3号 炉 ですでに、翌 日夕方に
は 2号 炉 で これか ら炉心溶融が始 まろ うとしているとい う緊迫 した状況にあっ
た。 2号 炉や 3号 炉において深刻な事態が進行 してい く中、事 ここに至って も
淡水注入 の可能性が東電本社で検討 されていたのは、東電本社が海水注入によ
る廃炉 の事態 を是が非 で も回避 したかったと解 してよいであろ う。

(4)な ぜ 海水注 入 が躊 躇 され たの か
以下では、官邸や東電本社が海水注入を躊躇 し、福島第一原発 の現場 もそ う
した躊躇 に一定の理解 を示 した背景 を考 えてみたい。
官邸 や東電本社が海水注入 によって廃炉 にな って しま うことを躊躇 したの
は、 2号 炉や 3号 炉 は、運転延長措置で今後20年 以上にわたって活用 で きる施
設 とい う認識があったか らであろう。 3節 (1)項 で詳 しく論 じて きた ように、
福島第一原発 の 1号 炉 か ら 5号 炉 は、客観的に見れば、様 々な技術的問題 を抱
規制当局 と東電 (少
えた「40年 の耐用年数 に近づいた老朽原子炉」であったが、
な くとも経営サ イ ド)の 間では、最長20年 の運転延長措置で60年 の耐用年数の

3分 の 1を 残す「働 き盛 りの原子炉」 として認識 されていた。
それでは、少な くとも12日 早朝 の段階では、福島第一原発の現場 も、官邸や
東電本社 の海水注入へ の躊躇 に対 して、なぜ一定の理解 を示 したのであろ うか。
『政府事故調・ 中間報告』 (90ペ ー ジ)に よると、現場 は、ECCSの 冷却能力 と、

ECCS水 源 の冷却系復 旧を過度に楽観 していた こ とをい くつかの個所 で報告 し
てい る。た とえば、以下の ような記述がある。
しか し、吉 田所長 は、 この時点

(引

用者注 :大 津波到来前)で は まだ、複数号

機が 同時的 に全交流電源 を喪失 し、 しか もそれが長時間継続す る事態 になる
とは想像 してお らず、仮 に非常用海水系 ポ ンプ設備が破損 した として も、1
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号機 のIC(引 用者注 :非 常用復水機)や 2号 機及 び 3号 機 のRCIC(引 用者注 :原
子炉隔離時冷却系)で 原子炉 を冷却 し、又は電源融通 を図ってい る に
間 同設備
(引 用者注 :非 常用海水系ポンプ設備)を 復旧すれば、
冷却機 能 を回復 で きる と
考 えていた。
もちろん、ECCSの 冷却能力やECCS水 源の冷却系復旧を楽観視す る傾向は、
官邸や東電本社 にいっそ う強か ったであろ う。いったん炉心溶融が 開始すれば、
原子炉の継続使用 は不可能になる。そ うした炉′
ふ溶融の可能性が間近 に迫 って
いる状況において も、官邸や東電本社が、海水注入 を回避 して
継続使用 の可能
性 を追求 したのは、ECCSIこ よる原子炉 の冷温停止 の可能性 を強 く信 じていた
か らであろ う。
福 島第一原発 の現場が事故直後 2号 炉 と 3号 炉 につ いて直面 してい た現実
は、以下の とお りであった。
１■

近隣ダム (坂 下 ダム)か らの給水管が地震で破 断 されていて、大量の淡水
を確保するこ とが困難であった。

2. 非常用海水取水 ポ ンプが致命的な ダメー ジを受けていたこと
か ら、ECCS

の最終的な水源 となっている圧力抑制室プール を冷却す るシステム
を早期
に復 旧す る見込みが なかった。 したがって、ECCSの 冷却能力 には限 が
界
あった。
3. 炉心溶融プロセスの開始が寸前に迫っていた。

上述の ような状況を前提 とすれば、ECCSに いたずらに
依拠するのではなく、
で きるだけ早 い段階で、
事故後の継続使用 の可能性を断念 し、
廃炉を前提に「ベ
ン ト⇒海水注入」を決定すべ きであった。そのよ
うに機動的に対応することで
しか、 2号 炉や 3号 炉における炉心溶融・貫通、
水素爆発、格納容器損傷へ と
急速に展開してい く事態を、で きるだけ初期の段階で い
食 止めることはで きな
かつた。逆にいえば、臨機応変の対応によって、
事態の進行を食い止めること
がで きた。
一方、1号 炉 では、
非常 に古 いECCS(非 常用復水器)が 炉心の冷却 に失敗 し、
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炉心溶融のプロセス を著 しく早 めた。 また、原子炉施設の技術的な 古 さ"が
ベ ン ト操作 の遅れをもた らした。地震・津波被災前 の施設状 の
況 制約 を前提 と
す ると、臨機応変 の対応であって も事故 の進行 を食い止めることはほとんど不
可能であっただろ う。 したがって、1号 炉 と 2・ 3号 炉 では、事故か ら得 られ
るインプ リケー ションは大 き く異 なっている。

5

お わ り に :福 島 第 一 原 発 の 廃 炉 に つ い て

最後に、過酷事故 に対 して臨機応変の対応がで きなかったことによって、 い
かに深刻な帰結が もた らされたのかを簡単に述べ てお きたい。
福島第一原発 の事故状況については、事故当時運転 していなかった 4号 炉 の
原子炉建屋上 部 にあ るプー ルに貯 え られた核燃料Ю)の 危険性 ばか りが注 目さ
れが ちであった。 しか し、プー ル内の核燃料は損傷 しているわけでな く、非損
傷 の核燃料 をプールか ら取 り出す作業は決 して難 しくなかった。

4号 炉 の状況に比べ ると、事故当座、運転中であった 1号 炉か ら 3号 炉 の状
況のほ うがはるかに深刻 である (図 6‑3を 参照)。 これ らの原子炉 では、圧力
容器内の核燃料が溶融 しただけではな く、圧力容器 の底 にで きた溶融核燃料 の
塊 によって底部が破損 し、炉心貫通が生 じて しまった。 さらには、圧力容器底
部か ら落ちた溶融核燃料が、格納容器底部 に も深刻 な ダメー ジを与 えた。その
結果、一部 の溶融核燃料が、格納容器の外側にも漏れ出て しまった。米国のス
リーマ イル島原発事故で も炉心溶融が起 きたが、溶融核燃料 は圧力容器 の中に
とどまった。その点 では、福島第一原発事故は、ス リーマ イル
島原発事故 よ り
はるか に深刻だった。
仮 に、炉心貫通が起 きて も、格納容器 に損傷がな く、溶融核燃料が格納容器
内にとどまれば、格納容器を五分 日、六分 目まで水冠 して、その水 を循環 させ
なが ら、溶融核燃料 を冷却する ことがで きる。 その ような水冠が可能だ として
も、冷却には数年かかるといわれている。
しか し、福島第一原発 の 1号 炉か ら 3号 炉 の場合、格納容器 も損 し、
傷
底部
Ю)4号 炉 のプールには
、使用済核燃 料 ばか りでな く、使用中核燃 料 も含 まれて い た。
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に亀裂が生 じているために、2011年 5月 半 ばには、ただちに水冠 を行 える状態
にない ことが明 らかになった。現在 は、格納容器を水に満たす こ とがで きない
ままに、ECCSの 水系 を用 いて圧 力容器 の上部か ら水 を吹 きか けてい る状態が
継続 している。
将来的には、格納容器 をす っぽ り覆 うコ ンテナー を構築 し、そ こで水 を循環
させなが ら冷却 をす る必要があるが、溶融核燃料が格納容器か ら外 に漏れ出て
格納容器周辺 で高 レベ ルの放射線が出ている。現状 では、格納容器底部の毀損
部分 を修復する作業 さえも困難を極 めている。 いずれに して も、現在行 われて
い るような応急的な冷却方法では、原子炉 を安定 した状態 にもってい くこ とが
で きないであろ う。
この ように見て くると、これ らの原子炉 において炉心貫通 どころか、格納容
器破損 まで生 じた ことは、原発事業者や規制 当局 に きわめて重 い責任がある。
廃炉作 業 に必要な期間に関 しては、政府 の見込みで も40年 、 よ り悲観的な見込
み としては 1世 紀以上かかるとされてい る。
廃炉作業 に必要な資金 については、
ラフな推定値 さえ、 い まだに公表 されていない。
過酷事故対応 は、本来であれば、
「事故 による損失 の縮小化」 を収 束点 とす
べ きであった。 と りわけ、事故の影響が及ぶ範囲は、で きれば圧力容器 に、 そ
れが可能でなかった と して も、何 として も格納容器 の 中 に封 じ込めるべ きで
あった。 しか し、現実の事故対応では、ベ ン ト操作 の致命的な遅れ、廃炉 を帰
結する海水注入へ の躊躇、ECCSの 冷却能力に対す る過信 の結果、上述の よう
に、溶融 した核燃料 は圧 力容器底部 を突 き破 り (炉 心 貫通 )、 さらに格納容器
も破損 させ、格納容器の外部 に漏 れ出て しまった。炉心溶融が進行す る過程で
は、大量 の水素が発生 し、水素爆発が起 きた。

3節 (1)項 で詳 しく見て きたように、福 島第一原発 の 1号 炉 か ら 5号 炉 は、
運転 開始当初 の 目論見か らいえば、40年 の耐用年数 に近づ き、多 くの技術的な
問題 を抱 えた「引退寸前の老朽原子炉」 だった。 しか し、それが2000年 代半 ば
に実施 された運転延長措置によって、60年 の耐用年数の 3分 の 1以 上 を残 して
いる「 まだまだ使 える原子炉」、あるいは「働 き盛 りの原子炉」に変身 して しまっ
た。
この ような運転延長の背景を考慮すれば、過酷事故状況 において も 2号 炉や
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圧 力 容器 と格 納 容 器 の 損傷

溶融核燃 料冷却
のための注水

注 )1
2

3

1号 炉か ら 3号 炉 について、ベ ン トと海水注入が大幅に遅れたため に、溶融 した核燃料が圧力
容器底部
か ら漏れ出て (炉 ′
さ貫通 )、 格納容器の底部 に落ちて、 い くつ もの塊 を形成 した。
溶融核燃料が発する熱や水素爆発のために格納容器底 部やl■ 力抑制室 も損傷 を受けて、一 部の溶融核燃
料は格納容器外部 に漏れ出た。
現在 (2013年 6月 時点 )は 、ECCSの 冷却系 を通 してJJ力 容器内部に注 水を して ぃ る。注 入 した は、
水
溶融核燃料か らの放射性物 質を含 んでい るために、放射性物 質除去装置 のほうへ 送 られている。 しか し、
放射性物 質 に汚染 された水の一部 は、 原子炉建屋や ター ビン建屋 の地 下などにも漏れ出てい る。

3号 炉 の廃炉 の決断がなかなか下せ ず、そ もそ も40歳 を迎 えようとしていた老
朽原子炉 (1号 炉)が 2011年 3月 H日 時点で運転 中であ った事情 も明 らかであ
る。原発事業者 にとっては、原発危機 に直面 してい る真最中であって も「 まだ
まだ使える原子炉」 を速やかに廃炉 にする ことも、あるいは、
老朽原子炉 に様 々
な技術的問題が指摘 されていた として も「働 き盛 りの原子炉」 をあ らか じめ引
退 させ ることも、簡単 には決断で きなかったのであろ う。
運転延長申請において、当初技術 を前提 とした経年劣化の度合 いだけでな く、
新 しい技術へ の根本的な適応 も審査対象 とす るような原発規制行政 を展開 して
いれば、上述 の ような悲劇的な結末 は回避するこ とがで きたであろ う。
福 島第一原発 の事故 は、民間経済主体が運営す る巨大技術 に対 して、経済社
会が どのように新陳代謝 を促 してい くのかにつ いて、
大 きな課題 を投げかけた。
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今般 の原発事故に至る歴史的な経緯 を詳 し く振 り返ってい くことは、その課題
を解決す ることに資す るのでないか と考 える。
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