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１６人の専門家の名で公開した政府への緊急建言の意図、主要内容を説明し

た。少年のころから原子力研究を志し、広島、長崎の悲劇をもたらした原子

力を、人類の平和のためにという思いで生きてきた原子力人生だったという。

その晩年に至って、原子力の利用が社会に災厄を及ぼすことになったことに

ついて、残念に思うと同時に、反省もこめて社会に申しわけなく思っている、

と。 

今回の政府の対応への疑問点などを指摘した後、自然災害など科学を超え

た・トランスサイエンス領域から発災する事故にも対処する前提での、今後

の原子力の平和利用の在り方についても考えを述べた。 

 

司会 日本記者クラブ企画委員 神志名泰裕（日本放送協会 解説委員室解説主幹） 

 

○C 社団法人 日本記者クラブ

 
 



 

 1

日本記者クラブの記者会見に出席する機会

を得て、非常にありがたく思っています。 

司会者のご紹介の中にもございましたよう

に、私はほぼ 50年間、原子力の道を歩いてまい

りました。子供のころから原子力をやろうと決

めていたわけであります。原子力が将来、人間

あるいは人間社会の役に立つというふうに思っ

たからであります。 

それにもかかわらず、自分の原子力人生のほ

とんど最後に至りまして、原子力の利用が社会

に災厄を及ぼすようなことを起こしたというこ

とで、非常に残念に、また社会に対して申しわ

けなく思っているところでございます。 

本日は、そういう反省も込めまして、最近、

この 2カ月においてこの問題でいろいろな情報

を読んだり、聞いたり、あるいは考えたりした

ところをかいつまんでまとめまして、かつ、今

後について私がいま一番大事ではないかと思っ

ているところを申しあげさせていただきたいと

思います。 

お手元に日本記者クラブ記者会見概要とい

う 2枚の紙と、その後ろに電気新聞のウエーブ

欄に書いたものを配布させていただきました。

この電気新聞のウエーブ欄に私が投稿いたしま

したものが、たまたまきょう掲載されました。

想定外の安全確保という考え方でこの文章をま

とめたわけでありますが、中身はきょうお話し

することと非常に近いところがございます。と

いうより、本質的には全く同じことであります

ので、ご参考までにつけさせていただきました。 

それではレジュメにありますように、5 項目

についてお話しさせていただきたいと思います。 

「はじめに」というところで、3月 30日付の

建言を出しましたので、これに関する思いをま

ず話させていただきます。次に、現在の事故現

場を、私がどう受け取っているかということを

簡単に申し述べさせていただきたい。事故の内

容それ自身については、皆さま、非常に多くの

情報でよくご存じだと思いますので、それに関

しては省略させていただきます。 

3 のところから本論に入りまして、原子力安

全確保の原則に関して、どこが抜けていたかと

いう、その反省をしてみたいと思います。それ

からまた、いま、想定外ということはけしから

んというふうによくいわれております。安全設

計審査指針であるとか、あるいは耐震設計審査

指針などに書かれていることが、今回の事故の

いわば下準備をしたのではないかと思われてい

るようなところがございますので、それに対す

る私の考え方を示させていただきます。そして

最後に、あまり使われない言葉でありますけれ

ども、想定外問題、トランスサイエンス領域と

いうものについてどう立ち向かうかという、こ

のことについて私の現在思っているところを述

べさせていただきたい。 

全体として 50 分の時間をいただいておりま

すので、これをずうっと追いかけていって、も

しはみ出すようでしたら、適当に途中で省略す

ることをお許しいただきたいと思います。 

 

１６人の仲間との緊急建言 

 

最初に、3月30日付の緊急建言でございます。

これは、3月 30日付となっておりますが、実は

3月31日に民主党の総括副幹事長の近藤洋介先

生に直接手渡す機会をつくっていただきました

ので、お手渡しでご説明をさせていただきまし

た。 

しかし、当然のこととは思いますが、近藤先

生からは、現在の内閣は民主党がつくっている

ものであるので、民主党から内閣のやり方につ

いてとやかくいうのはいかがなものかという、

私どもからするとやや否定的なご意見をいただ

きました。しかし、幹事長に伝えるという、そ

ういうお約束をいただいたわけでございます。 

そしてまた、そのときに、「私たちはこれを

記者会見で公にしたいと思いますが」といいま

したら、それにつきましては、「どうぞなさって

ください」ということでご了解をいただきまし

た。それで次の日、4 月 1 日に文部科学省の記

者会見場で記者会見をさせていただいて、世の

中に公表させていただいたわけでございます。 

この建言は私たちの仲間 16 人と一緒にいた

しました。事故が起こったのは 3月 11日でござ
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いますが、それから月末までの間の様子をみて

おりますと、何かこういう大きな災害、原子力

災害が起こったときに対応すべきとして定めら

れていた法律がちゃんと生かされてない、ある

いはこのままいって本当に大丈夫かと、我々、

仲間全員が思うようになりました。それを何と

か世の中に伝えたいということで、こういう建

言をしたわけでございます。 

 

原子力における戦争状態と認識 

 

基本的にどういう事故かということについ

て、中心で仕事をしておられる内閣の方々がち

ゃんと認識しておられるだろうか。これは非常

に僣越な考え方でありますけれども、我々はか

なり真剣に懸念したわけでございます。 

なぜかと申しますと、事故が起こりましたの

は、4つの原子炉であります。そして、4つの原

子炉がほとんど――1 つは使用済み燃料がプー

ルに入っていたということでありますけれども、

それも水が足りなくなって燃料が破損した、あ

るいは一部崩壊したかもしれない。3 つの原子

炉については、明らかに原子炉のある部分、あ

るいは物によっては相当部分が崩壊していると

思われる。 

いままでの世界で起こりました原子炉崩壊

につながるような大事故。最初は 1979年にあり

ましたアメリカのスリーマイル島の原子炉事故、

次に 1986 年に起こりました旧ソ連のチェルノ

ブイリ原子炉事故があります。それらの原子炉

に含まれておりました高レベル放射性物質より

も、かなり多量の高レベル放射性物質が今回の

事故によって福島原子力発電所に存在したわけ

でございます。 

これは考えようによっては、我々はある種の

戦争状態、原子力における戦争状態かなと思っ

たわけです。そういう場合には、とにかく国を

挙げて全力を傾けなければいけない。そして、

そういう状態が戦争状態だということを明確に

認識する必要がある。こんなふうに思ったわけ

でありますが、それまでの動きをみていますと、

なかなかそういうふうには思われていないので

はないかと思ったわけであります。 

こういうことでありますので、我々はあえて

建言するものであります。4 つの原子炉の放射

性物質、すなわち未曾有の大きさを持った、コ

ントロールがされていない高レベル放射性物質

をどう扱ったらいいのか、どう対応したらいい

のか。それについては非常に難しい問題がある。

しかも、その現場は非常に厳しい作業環境にな

る。そういう中での作業をどう進めていくかに

ついて、ぜひちゃんと考えて、対応していただ

きたいということです。 

次は原子力災害対策の特別措置法。これは

1999年に発生した、それまでで日本で最悪とい

われたＪＣＯ臨界事故のときに、その反省のも

とに、原子力災害に対してどう対応するかとい

う特別措置法ができたわけであります。そして、

それに基づいて、また対応すべきマニュアルも

できたわけであります。そのマニュアルに従っ

て対策本部ができ、かつ対応されるべきと思っ

ていたわけでありますけれども、様子をみてお

りますと、そういう形になっていない。やはり

これだけ大きな事故に対応するには、かなり難

しい問題を次々起こすのではないかというふう

に思ったわけであります。 

一例ですが、こういう大事故で住民に避難し

てもらわなければならないようなときは、放射

性物質が放出されたときに、そのときの風向き

その他の状況によって、それがどちらへどのよ

うに流れていくかということを、あらかじめ前

もって計算することのできる計算コードであり

ます。それがすぐに使われていたはずでありま

す。かつ、それが公にされ、それに基づいて避

難が適切に誘導されるということが、対策特別

措置法の中では示されているわけであります。

が、それがなかなか示されていないということ

があったわけであります。 

それからもう一つ、原子力関係者の総力を結

集して対応に当たらないといけない、と我々は

思ったのでありますけれども、そういう仕組み

がなかなか組織化もされないし、動こうともし

ていない。 

現場そのものは、東京電力さんの技術者に任
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せるというのが一番いいと思います。が、国が

最大限の注意と努力と力を発揮しないといけな

いのは、周辺の住民の安全確保であります。そ

れには、どの場所がどのように汚染しているか、

あるいは汚染した場所についてはどう対応すれ

ばいいかというのは、少なくとも放射性物質が

どこにどのようにあるかを測定することによっ

て対応を考えないといけない。この測定をやろ

うと思いますと、非常に人数も多く要りますし、

かつある程度の技術的知識もないとできない。

そういうことのための組織化等がなされること

が当然だと思ったのですが、なかなかそれもな

されない。いまだにこれは十分になされている

とは私は思っておりません。 

そういうことがありまして、何とかこういう

ことを考えて対応してもらいたい、ということ

から建言をした次第であります。 

我々の建言がどれぐらい役に立ったかどう

かはよくわかりませんが、ずうっと様子をみて

おりますと、少なくとも対策本部で自動的にそ

のようにお考えになってきたのかどうかは明ら

かでありませんけれども、おおよそ我々が申し

あげたように対応が動いてきているようにみて

おります。 

 

報道からは各炉の実態が分からない 

 

現在の事故現場の状況でありますけれども、

皆さん、テレビ、新聞等の報道でよくご存じか

と思いますが、昨日、1 号炉の原子炉建屋内へ

入ることができて、そして今後の作業の準備が

始まった。これは、本部が対応していくステッ

プとしては、重要な大きなステップであろうと

思います。 

しかしながら、今後の原子炉建屋内での作業

は非常に厳しいものだと思います。時間が限ら

れ、かつ放射線レベルもかなり高いところがあ

りますので、きわめて段取りよく、かつ着実に

仕事を進めないとなかなか効果が上がらないも

のではないかと思います。 

しかしながら、いままでのところも、各原子

炉がどのように事故を発生させ、どのように壊

れていって、いまどういう状況にあるか、とい

うのが詳細にはよくわかっていない。それが実

態のように私は思います。報道されている情報

からしか我々はわかりませんけれども、その情

報からみる限り、あまり明確に原子炉の状況が

把握されているとは思えない。 

しかし、どういうふうに事故が進展したか。

そして原子炉がどういうことになったか。いま

どういうふうになりつつあるのか。今後、どこ

に落ちつくのか。こういうことは今後の事故の

原因、経緯を調査するうえでも最も重要なこと

であります。また、これによって今後の原子炉

安全に対する対応を立てるうえでの重要な知識

がたくさん得られると思いますので、これが非

常に重要なことになると思います。 

現在のところは、とにかく放射性物質が発生

する熱を何とか冷やさなくてはならないわけで

ありますが、いまの冷やし方でたくさんの水を

入れますと、放射性物質に汚染された水がどん

どん出てきます。それは廃棄物が非常にふえる

ということなので、バランスをよくとりながら、

かつ温度を上げないようにして作業を進めない

といけないという、非常に微妙な状態にある。 

例えばニュース等によりますと、3 号炉の温

度が少しずつ上がってきて、どういうことで上

がってきているのかよくわからないふうになっ

ております。これはまさにそういうことの一つ

のあらわれではないかと思っているわけです。 

また、現場の作業環境というのも非常に厳し

い。かなりガレキ等が処理されたとはいわれて

おりますが、ガレキから出てくる放射性物質が

飛び散るというのは、マスクをかけたりしてい

ても内部被曝の可能性を持ちます。現場の放射

線レベルが高いと放射線被曝をいたします。特

に今後、気温が上がってまいりますと、こうい

うところの作業は、タイベックスという非常に

密封性の高い作業服を着て作業をするわけであ

りますが、あれは密封性がいいだけに非常に汗

をかきやすいんですね。したがって、厳しい作

業をやりますと、すごい汗をかくことによって

熱中症になる可能性がある。 

すでに、我々の組織からも緊急被曝の医療の
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ためのお医者さんが現場に交代で出かけていま

す。その人からの報告によりますと、熱中症の

患者を何人か治療したようです。現場の作業環

境を管理する産業医が、これからかなり定常的

に作業してくれないと、放射線被曝のみならず

労働災害も起こる可能性がある。そういうこと

も聞いているわけです。このことは原子力安全

委員会のほうにもお伝えしたということがござ

いました。 

 

長期的に対応できる労働環境と組織を 

 

今後の事故の安定化、それから安定化した後

に事故炉をどう処理をするか。最終的に廃棄物

をどこへ持っていくか。これをずうっと進める

中で、厳しい労働環境、作業環境というのは変

わりがないと思います。したがって、長期戦に

対応できるような労働環境の整備あるいは組織

整備、それからそのための医師による管理、そ

ういうことが避けられないのではないかと思い

ます。 

話が少し変わりますけれども、原子力安全確

保原則への反省、こういうことについて、私は

このところ正直かなり悩んでいるわけでござい

ます。どのような原子力安全に関する規則だと

か、あるいは教科書だとか、そういうものをみ

ましても、原子力安全確保の第一義的な目的は

従事者と一般公衆の放射線障害を防止するとい

うことであります。国際原子力機関が出してい

る原子力発電所の安全管理という技術文書がご

ざいますが、その文書の中にも、第一番目に重

要なことはこれであるというふうに書かれてお

ります。これは当然なことであります。そして、

だれもこれについて疑いを持ったことはありま

せんでした。 

一方で、原子力施設、例えば原子炉ですが、

原子炉を建設するときに許可や認可が必要なわ

けでありますが、その許可に関しては原子炉規

制法というのがございます。これは原子炉だけ

ではないですが、核燃料物質についても同じ法

律のもとに規制されるわけであります。このと

ころでも設備を建設しようとしたときの許可の

要件の最も重要なところには、その施設が放射

線障害防止に支障のないものであること、こう

いう条件が入っております。これも、やはり先

ほど申しました原子力安全確保の第一義的な目

的を達するための不可欠の条件であります。こ

れ自身は問題のないところであります。 

こういうことを一番基礎的な条件にしなが

ら、安全確保の基本的な戦略といいますか、や

り方は深層防護思想であるとか、それから多重

障壁設備をつくること、それからソフトの点で

は安全文化、品質保証というのを大原則として

安全確保をするようになっております。 

深層防護思想といいますのは、実は、これは

ハード、ソフト両方を含むものであります。レ

ベルの1からレベルの5まであります。内容は、

当然のことでありますけれども、まず物をつく

るに関しては、確実な設計をして、かつ安全も

確認し、そして十分な技術を用いてつくりなさ

い、と。また、運転の部分においては、いつも

故障とか、あるいは技術的な失敗をしないよう

に十分な管理をしなさい。故障を起こしたとき、

それが事故に発展しないような手だてがとれる

ようにしなさい。そして、故障がどんどん大き

くなって事故に発展した場合、最後の最後は、

その事故によって放射性物質が放散されるとき

には、周辺住民に退避をしてもらうことで放射

線障害の防止を図りなさい、こういうことにな

っているわけです。 

その最後のレベル、退避あるいは避難のレベ

ルになるまでにおさめるために、原子炉の中で

できる放射性物質は何重にも閉じ込める。原子

炉の燃料の被覆管、圧力容器、格納容器、それ

から原子炉建屋、こういう何重にも障壁を立て

ることで放射性物質の放散は防ぐということに

なっております。 

それが確実になされるように、すべての業務

において、あるいはすべてのレベルにおいて、

安全を第一とする。その安全価値を認識して、

その価値に応ずるように物事をする、そういう

物の考え方、行動の仕方、これを安全文化とま

とめていっておりますが、安全文化を健全なも

のにして運用しなさい。そして、ソフトにおい

てもハードにおいても品質保証をしっかりとす
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る。こうなっているわけであります。 

今回の事故では、先ほども申しましたけれど

も、放射線防護をするためには、最後のレベル

である避難をしてもらうということで実現でき

たわけであります。深層防護の思想の中の第 5

のレベルを発動することによりまして、安全確

保の第一義的に目的とする、一般住民の放射線

障害の防止ということは果たせたといえば果た

せたわけであります。 

 

放射線障害の防止だけでよかったのか 

 

しかしながら、この避難では実は人々の生活

がほとんど保護されることがなかった。生活を

防護することができなかった。それから、コミ

ュニティも防護することができなかった。これ

は考えてみますと非常に不手際なことといえま

す。人一人ずつの体だけを放射線から守れば、

それでいいかというと、人間の社会というのは

そういうものではないはずであります。すなわ

ち、人の生活、コミュニティの存在、それをち

ゃんと考慮しなければいけない。特に災害弱者

への配慮は非常に不十分なものであった。 

考え方を突き詰めていいますと、放射線防護

というのは、結局、生物学的に人間を考えて、

そして、その人間の放射線障害を守ったという、

これに尽きるということなのか。そこから先は

考えていなかったのか。人とコミュニティをど

う防護するかという視点が欠けてしまったので

はないか。これは、今後の非常に大きな問題で

はないかと思っております。原子力の安全確保

という中で、単に放射線障害を防止するという

ことだけではなくて、人全体としての生活を防

護する、あるいはその人が所属するコミュニテ

ィを防護する。それがなければ、原子力はこれ

から先、社会に受け入れてもらえることはなく

なるのではないか、と危機感を覚えざるをえな

いわけであります。 

生活を防護する、コミュニティを防護すると

いうことを実現しようとすれば、どうすればい

いかといえば、これは極めて簡単であります。

しかし、難しい話であります。多量の放射性物

質を原子力施設の外へ漏らすことがない、もう

徹底的に漏らすことがない、そういう原子炉に

せざるを得ないということであります。このよ

うに原子炉をつくることができるか。あるいは

それをどのように実証するか。これが今後の大

きな問題ではないかと思っております。 

次に、現在、よく問題にされております安全

設計審査指針、それから耐震設計審査指針です。

これに不備があったのではないかと、批判の対

象になっております。これについて少し申し述

べさせていただきます。 

当然のことですが、誤解のないようにつけ加

えておきたいことであります。安全設計審査指

針といいますのは法律ではありません。だから、

これを守らないと罰則があるとかそういうこと

は特にないわけです。安全設計審査指針あるい

はその他のいろんな安全審査指針がございます。

耐震設計審査指針もその一つであります。これ

はいずれも原子力安全委員会の内規であります。

原子力安全委員会は、何かの施設の許可を出す

ときの安全審査をする場合に、この内規に従っ

て審査しますということを公表しているわけで

あります。 

しかしながら、これは内規でありますので、

必ずしもこの審査指針に従ってものを進めなく

ても、審査指針が要求する目的をちゃんと果た

すことができれば、その方法を使ってもよろし

いわけであります。こういうものと理解してお

いていただきたいと思います。 

そうは申しましても、この審査指針の内容そ

れ自身は、実はそう簡単に、いいかげんにつく

ったものでは全くありませんで、これは現在で

は、国際的にほとんど共通のものの考え方でで

きあがっております。そういう体系となってお

ります。 

そういう点からいいますと、この内容は世界

的にもスタンダードなものとなっております。

また内容を決めるときには多くの専門家が集ま

って議論したうえで合意して策定いたしますか

ら、実際的にはもう法律と同じくらいの効力を

持っております。これに従って審査されますの

で、実際に設置しようとする事業者の人たちは、
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専らこれを参照して、これに合うように物をつ

くるわけであります。また、運用もそのように

するわけであります。 

 

安全設計審査指針２７の問題点と背景 

 

こういうことから、審査指針を策定するとい

うのは、原子力安全委員会の最も重要な責任の

一つになっておりますし、私自身も安全委員会

にいるときにはそのように認識しておりました。 

では、現在の安全設計審査指針の中で、今回

の事故に絡んでどこが問題であったのか。もう

すでに報道等で指摘されておりますが、全交流

電源に関する指針、これは指針 27ということで

ありますが、この中身を端的に申しますと、長

期間の全交流電源喪失は考慮しなくてもよいと

いう指針になっております。 

言い方はいろいろありまして、短時間におい

ては全交流電源が喪失した場合にもちゃんと冷

却できるようにしておかないといけないという、

そういう書き方もあります。あるいははっきり

と解説の中では、長期間の全交流電源喪失は考

慮しなくてもよい、このようにも書かれており

ます。 

それでは、一体、日本だけが勝手にそういう

考え方でこういう指針をつくったかといいます

と、そういうことではありません。現在のドイ

ツの指針あるいは米国の指針においても、これ

と同様の考え方をしております。しかしながら、

最近のニュースによりますと、日本の福島原子

力発電所の事故から、ドイツあるいはアメリカ

でこの指針の見直しに入ったということが伝え

られております。 

しかし、どうして全交流電源が長期間途絶え

るというようなことを考えなくていいというふ

うに決まったのだろうかというのは、当然なが

ら、素朴な質問として出るわけであります。 

これには非常に長い背景があります。日本は

大変電力網が発達しておりまして、少々の停電

なんていうのは、たちどころに直ってしまいま

す。かなり大きな停電、例えばどこかで高圧電

線がぶった切られたというような事故が起こっ

たとしましても、短い時間でそれは修復されて

おります。そういうようなある意味で、非常に

頑丈な電力供給網が発達しているということが、

いわば世の中全体として当たり前のことになっ

ております。多くの技術者もそれが当然のこと

だというふうに思っていたわけであります。事

実、日本における停電の時間の統計をみますと、

世界的に断トツのいい成績を日本は持っており

ます。 

そういうことですので、こういう指針があっ

たとしても、それがひどく危ないものであると

いうようなことは技術者一般、これに関連する

ような技術者一般の頭の中には浮かばなかった

ようであります。 

こういう指針ができたのが 1990 年でありま

すので、私自身はまだこれにタッチしておりま

せん。そのころにタッチしました審査員の方々

に直接うかがってみたんですが、やはりその審

査員の方々のお考えといいますか、見方は、そ

のように日本の電力網は非常に頑丈にできてい

るので、そういうことをあえて想定する必要は

なかったというふうなお話でありました。 

日本の国のあり方としては、こういう頑丈な

電力網を持っているというのは幸いなことであ

りますし、ぜひ今後もそういうのを続けたいし、

続けてもらいたいと思うところであります。け

れども、安全文化という視点からいいますと、

それによりかかるということは非常に危ないと

いうことが指摘されております。 

安全文化の議論の中でよくいわれているこ

とでありますけれども、非常に長い間、良好な

成績で物事が進んでいると、ついそれが当たり

前だとなってしまう、そこに落とし穴がある。

そういう長期間の良好成績による思い上がり、

それに陥らないようにするのが、安全文化とい

う物の考え方からすると重要である、というこ

とが指摘されているわけであります。が、残念

ながら、今回の事故に関しましては、その落と

し穴に入っていたというふうに反省せざるを得

ないところがあります。 

今後、この指針に関しては、当然のことなが

ら再検討されると思います。けれども現実の問
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題として、これに対応しようとしますと、相当

なハードウエア、ソフトウエアのシステムを構

築する必要がありますので、この点の今後の検

討が非常に重要なものになると思っております。 

それから耐震審査指針でありますけれども、

耐震指針ができましたのも随分古い。耐震指針

の改定を決心して作業に入りましたのは 2001

年でした。最初の指針ができてからすでにもう

25年以上たっていたと思います。そうなるまで

に、実は阪神淡路大地震のときに、現在の原子

力耐震設計審査指針は大丈夫かという議論があ

りました。そして、そのときの安全委員会で当

然のことながら見直しの議論をしたわけであり

ます。そのときの結論としては、現在の耐震設

計審査指針は現在のところとしては大丈夫であ

る。しかしながら、地震に関する科学的な知見

はどんどん進んでいるから、科学的な知見が進

んだある段階では、当然のことながら安全設計

審査指針を改定すべきであるという意見を付さ

れた報告書が出ました。 

 

２００１年からの「指針」改定作業 

 

それ以来、安全委員会では指針改定のための

準備をしていたわけであります。2001年に指針

の改定に着手したわけであります。準備がかな

りできておりましたので、2 年か 3 年かで指針

ができあがると思ったのでありますけれども、

実は始めてみますと非常に厳しい議論がいろい

ろございました。そのときに原子力に関してか

なり批判的な方々、むしろ原子力の利用に反対

である専門家の方々も委員に入っていただいて

議論をしたわけであります。そのために議論が

長引いたといいますか、なかなかまとまらなか

ったという事情がございます。 

しかしながら 5年近くも議論しますと、もう

双方とも、これ以上議論してもいまの科学技術

の知識の段階では、これ以上に進むことができ

ない、というふうにお互いに思うような状況に

まで至るわけであります。そのところで 2006

年に新しい指針が決定されたわけであります。

しかし、そのときにおいても、まだ最終的な結

論には反対だという委員の方もおられました。 

私はこの委員会に出席して傍聴しながら、確

かにこのくらいのところといいますか、ここま

で議論したら、いまの段階ではこれ以上議論を

重ねても、より適切な審査指針になるとは思え

ないというふうに考えました。それで、結論を

まとめるように進めたわけでありますけれども、

私の 2006 年の任期中には最終段階までには至

らなくて、最終的にこの新しい指針が決定され

たのは、私の次の委員長のときでございました。 

この新しい指針の非常に重要なところは、い

ろいろと地震に関して新しい知見がありました

ので、それは当然入れられたわけでありますが、

それまでほとんど考えていなかった確率論的に

リスク評価をするという、このことの重要性が

認識されたということであります。しかし、確

率論的な評価を、まだ規制に正式に取り入れる

という段階にまでは至りませんでした。これは

今後の議論であります。 

それからもう一つは、残余のリスク。これは

どういうことかといいますと、以前の指針は過

去 5万年までさかのぼって、どこに断層がある

か、断層の大きさがどれくらいか、それが地震

を起こすとどういう大きさの地震が起こるか、

それを評価して安全審査をすることになってお

りました。それを、5 万年という数字に特別の

地質学的根拠があるわけではないという議論か

ら、地質学的な根拠が考えられる大体 13万年か

ら 15万年ぐらいまでさかのぼって評価をする、

ということになった。 

ところが、そこまでさかのぼっても、さらに

大きな地震が起こる可能性があるのではないか。

そのところのリスクはどう考えるか、というの

が残余のリスクという議論であります。これは

いまの知識ではとても規制の対象にまで入れら

れないということで、評価はするけれども、規

制にするのはまだ後のことである、と。しかし、

その残余のリスクがあるということだけは認知

する。そういう状況になったわけであります。

そして、新しい知見が出るごとに経常的に見直

していこうというふうになったのが、新しい指

針の特徴でありました。 
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このようにできあがった耐震設計審査指針

でありますが、現在、この考え方というのは世

界的といいますか、国際的には高く評価されて

おります。国際原子力機関(ＩＡＥＡ)の中に国

際耐震安全センター(ＩＳＳＣ)というのができ

たわけでありますが、この中の活動は、我が国

の地震の専門家がリードしているという状況に

あります。 

この新しい耐震指針によって、その考え方を

もとに、かつ土木学会の最も新しい評価の方法

として提案されているものによって評価したと

しましても、先日起こったマグニチュード9の

あの地震は想定できなかったというのが事実で

あります。残念ながら、それがいまの科学知識

の限界であるというふうに認めざるをえなかっ

たのではないかと思います。 

 

トランスサイエンス領域への対応 

 

最後の部分であります。想定外問題(トラン

スサイエンス領域)にどう立ち向かうかについ

てお話します。 

トランスサイエンス領域などというと、妙な

言葉を持ってきたというふうに思われると思い

ます。けれども、私はサイエンスというのは、

人間のいろいろな知識を体系立てて、かつそれ

が確認された知識として体系立てられた、そう

いう知識の体系だと思っております。しかしな

がら、この世の中にはその範囲に入らないもの

がいろいろある。人間の知識に限界があるのは

当然のことであります。その人間の知識の限界

の外側の問題、これはトランス、要するにサイ

エンスを超える向こう側の領域という意味で、

トランスサイエンスという言葉を使っておりま

す。このトランスサイエンスというのは、別に

私が言い始めたわけではなくて、すでにいろい

ろな方が使われていると思います。 

福島原子力発電所が受けた津波が想定を大

きく超えるものであったということが、世の中

では非常に厳しく批判されております。特に

869 年に起こったといわれている貞観地震を再

考慮しなかったというのがけしからんではない

かというふうにいわれております。これは、当

然、これから専門家によって検討されるだろう

と思います。実は、この貞観地震に関しての痕

跡をいろいろ調べられて、それによって評価の

モデルをつくられて評価された論文がございま

す。これは極めて専門的な論文でありますが、

念のために私は読ませていただきました。 

私自身は専門家ではありませんから、当然、

誤解をしている可能性もあります。けれども、

その専門家がつくられたものを読んで、私がと

やかく素人のくせにいうのはどうかと思います

けれども、この論文を読む限りにおいては、今

回の地震より大きな地震、領域の広さとか地震

強度とかが想定された解析がなされたというふ

うにはとても思えないわけであります。貞観地

震が起こったという、その事実といいますか、

痕跡からモデルをつくって、そのモデルで評価

してみたとしても、新しい耐震審査指針でのモ

デルで評価したもの以上の地震が想定されるも

のになるようにはとても思えませんでした。 

それで、念のため専門の地震学者に聞いてみ

たわけでありますが、やはりその私の論文の読

み方は特に間違っているわけではない。それは

そういうふうに読んで当たり前だし、多分、そ

うなるだろう、と。ただ、大きな違いは、今回

の地震が非常に新しい知見をもたらしていると

いうことです。 

具体的にどういうことかといいますと、今回

の地震では長さ 400㎞で、幅 100㎞とか 150㎞

がずれた。そういうことがいわれております。

実は、そのずれる幅が問題です。ずれるときに

プレートが割れてバッとずれるんですが、この

ずれ方が、いままでのモデルでやりますと、ど

う考えても 14ｍとか 15ｍとか 17ｍとか、それ

くらいずれるという評価しかできないのだそう

です。そうすると、マグニチュードとしても 8.4

とか 8.5という数字しか出てこない。 

確かに貞観地震に関して研究された方の論

文でも、マグニチュードについては 8.4とかそ

ういう数字が出ております。今回、9.0 になっ

たというのは、このずれる距離が、14 とか 15

とか 1７とか、そんなものではなくて 30ｍぐら

いずれたのだそうです。そういうことは、これ
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までのモデルの中ではとても考えられないよう

なことであったというふうに、その地震の専門

家はいっておりました。 

これは、やっぱり自然現象は自然現象なわけ

でありますけれども、そういう自然現象はこれ

までの科学の知識の外側にあるものであります

から、合理的にそこまで評価の中に入れようと

いう議論はなかなかできないわけであります。

しかし、現実にそういうことが起こったという

ことは、事実として厳粛に受け取られなければ

ならない。 

では、そういう知識の外側にある領域、トラ

ンスサイエンスについて、我々は一体現実的に

どう立ち向かったらいいのか。今後、もう避け

ることなく、我々はそれを考えないといけない

のではないか。これまで想定外といわれている

ような問題は、ほとんどがある意味ではトラン

スサイエンスの領域の問題であります。 

これは、地震のような現象だけではなく、例

えばＪＣＯ事故のような事故でありましても、

あれは本来教育をちゃんとやっておけば、あん

なことは起こらなかったわけであります。その

事業者が教育をちゃんとしていなかったために、

ああいう災害が起こって事故が起こった。教育

をどうするかなんていうのは、事業のやり方の

問題でありますので、サイエンスの問題ではな

いわけです。ある意味でいうとトランスサイエ

ンスの問題であります。 

いろんな側面でトランスサイエンスの問題

が事故の原因になっている。実は過去の事故を

ずうっと私は調べ直してみたんですが、ほとん

どが、そういう意味からいうと、トランスサイ

エンスの問題であります。 

そういう点で考えまして、今後トランスサイ

エンスの問題というのを、どう安全確保の中に

内包するといいますか、取り入れて組み込んで

いくかというのが非常に大きな問題ではないか

と思います。 

科学技術というか、科学自身も、あるいは技

術も、科学は知識をふやしますし、技術は経験

をふやします。したがって、サイエンスの領域

とトランスサイエンスの領域の間のバウンダリ

ーですね、そのバウンダリーがある意味でいう

と新しい研究であるとか新しい開発になるわけ

であります。そのバウンダリーがどんどん広が

るわけです。しかし、サイエンスの領域が広が

ると同時に、実をいうとトランスサイエンスの

領域も広がってしまうということを考えないと

いけないと思います。 

そういうことからいいますと、科学技術の利

益を享受しようというふうに考えた我々は、嫌

でもトランスサイエンスの問題にもう一度ちゃ

んと立ち向かってみる、トランスサイエンスの

問題をどうとらえたらいいのか、そういうこと

をきちんとまともに考えてみないといけないの

ではないかと思うわけであります。 

 

電源喪失でも自然冷却する原子炉 

 

こういうことをいうと、何か雲をつかむよう

な話で、何をいっているのだといわれるかもわ

かりません。が、例えばそれを極めて具体的に

原子炉の中に取り込んで考えてみますと、実は

最後に書きましたように、核分裂エネルギー利

用においてこれを考えますと、長期の全電源喪

失においても自然冷却が可能なような原子炉の

開発をして、それを利用するというのは一つの

選択であろうと思うわけです。。 

要するに、現実の世の中では、長期の電源喪

失なんか考えなくてもいいといわれていたとし

ても、そこは何が起こるかわからないから、そ

れが起こっても原子炉はちゃんと冷えるように

する。そういう原子炉を開発、利用すればいい

ではないか。 

そんなものが世の中にあるのかということ

でありますが、実は、その開発のある部分はす

でに現実にできあがっているわけであります。

旧日本原子力研究所、現在の原子力研究開発機

構でありますが、それの大洗研究所には高温ガ

ス試験研究炉という原子炉があります。これは

軽水炉と違って、出力密度、1 リットル当たり

の出力の量というのはうんと少ないわけであり

ますけれども、この原子炉は冷却の仕組みが喪

失した、いわば電気が切れて冷却炉が動かなく
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なったという状態が起こっても、ひとりでに冷

えてしまう。そういう原子炉であります。いま

そういう実験を部分的に終わって、将来は全電

源喪失を長期的にやるという、そういう実験も

やるというふうに計画されております。 

これは、なかなかすぐに商用になるわけでは

ありませんけれども、こういう可能性はあるわ

けです。今後、社会が原子力エネルギーを安全

に、先ほどいいましたようにトランスサイエン

ス領域の部分も含め、かつ人々の生活やコミュ

ニティも守れるようなエネルギーとしての原子

力エネルギーを使おうというふうに選択するな

ら、いまいったものだけではありませんが、こ

のような考え方に基づく原子力エネルギーの開

発を目指すというのも、一つの解決としてある

のではないかと思っております。 

 

生活もコミュニティも対象に安全確保を 

 

きょう、お話しいたしましたのは、今後の原

子力安全確保を考える場合には、いままでいわ

れていたように第一義的な生物学的な人間の放

射線障害防止だけではなくて、人が全体として

生活を侵されない、あるいはコミュニティが壊

されない、そういう安全確保を目指した仕組み

をつくらないといけないということ。また、そ

の思想を実現できるような原子力エネルギー利

用の方法をとらなければならないというように

思うわけであります。 

現在使われております軽水炉は、非常に効率

のいいすぐれたシステムでありますが、これを

すぐになくするというわけにはいきませんけれ

ども、これはこれで現在の知識のままで少しト

ランスサイエンス的な領域を含めながら安全確

保を続けていき、いずれ将来的にはより望まし

い形の原子力を使うというふうに進んでいって

もらいたいものだと、私は思っているわけであ

ります。私の話はこれで終わります。（拍手） 

 

 

 

(質疑応答) 

 

司会（神志名泰裕企画委員） 原発の安全

面についての反省点も含めて、率直にお話しを

いただきました。ありがとうございます。 

それでは、これから質疑に入りますが、おそ

らく会場の皆さまが共通して質問したいという

ところが幾つかあると思われますので、最初に

私のほうから何点かお聞きして、その後、会場

からの質問をお受けしたいと思います。 

いまのお話に関連して幾つか確認の意味も

含めてお聞きします。松浦さんのレジュメの 1

項目のところで、原発事故への対応で、原子力

関係者の総力を結集しなければいけないという

点を強調されております。例を挙げられました

けれども、これは、例えばいまは東電と政府、

形のうえでは両方がこれまでばらばらなのが、

統合本部という形で一緒にやっているわけです

ね。そういうことだけでは不十分で、具体的に

こういうふうにやればいいというのを補足して

いただくとどういうことになるんでしょうか。 

 

松浦元原子力安全委員長 原子炉の施設そ

のものに関しましては、一番詳しいのは東京電

力さん及びあの原子炉を設計、製作した重工業

会社であります。したがって、そういうところ

が当然、もう真っ先にその人たちを呼び集めて

作業しておられると思います。それでも、東京

電力であの福島原子力発電所を設計、建設、そ

して、最初の試運転か最初の運用に当たられた

ようなＯＢの方で、まだ元気な方で十分な対応

能力のある方々の知恵まで使えばよろしい、と

私たちは思ったわけであります。そういうこと

がほとんどなされてないというのをうかがって

おりますので、そういうことはぜひ検討すべき

ではないかと思ったのが一つ。 

それから、もっと重要なのは原子力施設の外

側の領域であります。人々の住んでいる広い地

域であります。学校にしろ、公園にしろ、畑に

しろ、そこのところが一様に汚染されるなら、

ほんの数点をはかるだけで、十分、今後の対応

がつけられると思います。しかしながら、実際
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にはまだら模様に汚染しているわけであります。

風の方向とか風の強さによって、飛ぶ距離や、

あるいはその形も全く違うわけであります。そ

ういうのを正確に押さえることで初めて、実は

人々がまたそこへ戻っていただける可能性がど

のぐらいあるのかを考えられるのではないでし

ょうか。 

汚れ方が少なければ、少々の除染をするだけ

で十分戻っていただけるようになるわけであり

ますが、範囲が広いだけに実は除染をするとい

うのは大変な仕事であります。例えば表土をち

ょっと取れば、確かに汚染はなくなるのです。

チェルノブイリ事故の経験から、地表面の3㎝

ぐらいの間に大体 70 数％ぐらいの放射性物質

がとどまっている。ですから、5cm も取れば、

もうほとんど 90％ぐらいまで取れてしまうと

いう。そういうデータが幾つか出ております。 

チェルノブイリと日本とは状況が違います

ので、それを確認することも含めて、そういう

仕事を体系的にするということが必要だと思う

のです。これはなかなか東電――東電がそうい

うことをやる責任があるとは私は思えないんで

す。むしろ、国の責任だと思うのですが、国が

多くの測定の技術を持っている人たちをシステ

マチックに集めて作業させて、その知識を集め

て、全体のいわば汚染マップとでもいうような

ものを早くつくることが望ましい。だけど、そ

ういうのがなかなか動かなかった。 

最近、ようやくそれに類似する活動がぼちぼ

ち出ているわけですが、本格的にやろうと思い

ますと、とても人手等から進まないのではない

かと思います。むしろ、今後もこの点について

はもっと本格的にやっていただいたほうがいい

のではないかと思っております。 

 

司会 2 点目は、レジュメでいいますと 3番

目のところに関連をします。松浦さんのおっし

ゃるように、安全確保の面では人とかコミュニ

ティの防護というのを考えないといけないんだ

けれども、対応が不手際であったという指摘が

ありました。 

これは、そういう原子力の法律とか行政で、

そもそも人とかコミュニティの安全確保という

のはあるんだけれども、それが運用面でできな

かったということですか。それとも、そういう

発想とか規定自体ないということですか。 

 

松浦元原子力安全委員長 国際原子力機関

が発行している技術文書に、こういう原子力発

電所の安全運転管理についてという文書がある

んです。この中にはコミュニティをどう防護し

なさいというようなことは視点として全然入っ

ておりません。 

災害対策特別措置法をみますと、確かに避難

について、地域対応をどうするというのは書い

てあるのですが、明確にコミュニティを守るた

めにどうこうというような、はっきりした思想

を持って書いてあるかというと、そういうこと

ではない。 

こんなときに憲法の話なんか持ち出すと笑

われるかもわかりませんが、憲法も、実は個人

の自由であるとか権利については非常にしっか

り書いてありますが、コミュニティとか社会と

かという点といいますか、一般公益とか、社会

の福祉に云々というか、何かそういうかなりあ

いまいな表現ですね。だから、どうもいまの法

律自身が個人を中心につくられていて、コミュ

ニティであるとか人全体とかという形は、あま

り管理とか規制にはなじまないのかもしれませ

んが、そういうところが抜けている。だけど、

そのことが、実は原子炉事故のようなことが起

こると非常に重要なのです。 

これは、別に原子炉事故だけでなくて、火山

の噴火でも同じことではないかと思うのです。

日本ではテロの問題はあまり深刻になっており

ませんが、それも考えますと、まさにそのこと

は安全あるいは安寧の維持としては、やっぱり

ちゃんと考えないといけないことではないかと

思います。 

 

司会 3 点目に、講演そのものからは若干離

れますが、福島第一原発事故のこれからの見通

しがどういうふうになるのかということです。

なかなか見通しというのは難しいということを
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おっしゃいましたが、東京電力がさきに、これ

から 6カ月から9カ月程度を目標に原発を安定

化させるという、そういう工程表を発表しまし

たが、この工程表についての評価はどうなので

しょうか。 

 

松浦元原子力安全委員長 私はそれについ

て何かをいう特別な情報があるわけではありま

せん。何とも申しあげられませんけれども、東

京電力がつくられた、あの工程表どおりいけば

非常に望ましいことであるとは思います。 

どのぐらいそういきそうかというのは、いま

やっておられます第 1号炉の仕事、あれがどの

ぐらいうまくいくかということが、あの工程表

がどのぐらい現実味を持っているものかどうか

をはっきりさせてくれるのではないか。ただ、1

号炉、2号炉、3号炉、4号炉は、それぞれ状態

が違っておりますので、必ずしも 1号炉でかく

かくでうまくいったから、あともというふうに

はなかなかいえないと思います。 

それからもう一つ。スリーマイル島の事故、

あれは今回の事故よりはるかに易しいという言

い方はおかしいですけれども、簡単な事故だっ

たわけです。しかし、あれをちゃんと後始末を

きちんとやって、これでもう安全は大丈夫だと

いうのに至るまでには 15 年かかっているわけ

です。1つの原子炉で 15年かかっている。今回

は 4つあるわけですから、これは同時にいろい

ろできるかもしれませんけれども、ああいう放

射性物質で汚れたところで、同時に輻輳した仕

事というのはそう簡単にできると思いません。

そういう点から考えますと、もしも核燃料を全

部取り出して完全に安定化しようと思いますと、

数十年かかるというのは覚悟しないといけない

のかなと思うのです。 

チェルノブイリみたいに埋め込んでしまう

ということをやれば、それはそんなにかからな

いと思います。その場合には、いつまでたった

ら完全に安全なものと考えていいかというのは、

非常にあいまいなんですね。いま、チェルノブ

イリは 25年目で、もう一遍新しく格納する構造

をつくろうといっています。あれは 100年はも

つといっているんですが、そうしたら 100年た

ったら、もう一遍やり直すのかということにな

りますので、そういう道をとるというのは、そ

れはそれなりにまた大変な覚悟かなと思います。 

 

司会 浜岡原発の全面停止の問題について

お聞きしたいと思います。菅総理大臣の要請に

基づいて、中電もきのう受け入れを表明したわ

けです。今回のあそこの原発をすべてとめると

いう、この判断についてはどう評価されている

んでしょうか。 

 

松浦元原子力安全委員長 とめるという判

断をすることの是非の前に、ああいう要請をす

るという仕方が本当に社会にとって適切なのか

なというのが、一番最初に私には疑問なのです。

斑目安全委員会委員長のお考えがきょうの新聞

に出ておりましたけれども、斑目委員長は、こ

れは極めて高度な政治的判断であるので、私が

口を差し挟むべきことではないと思うというこ

とです。ご自分の考えは何もおっしゃいません

でしたけれども、私は、もしあの判断を首相が

なさるなら、その前にやはり安全委員会及び原

子力安全・保安院に、しかるべき技術的検討を

してもらい、その結果に関して助言を求められ

るべきではなかったかと思うのです。 

その助言が、総理が考えられるような結果に

いくかいかないかは知りませんけれども、その

助言をベースにして決められたうえでなさるな

ら、要請でなくて、行政命令をなさったほうが

いいのではないか。そうでないと、あの要請を

中部電力が受けいれるということは、これは私

の誤解かもわかりませんが、中部電力が自分の

責任で自分で判断をして、それによってとめる

ということだと私は理解するのですね。 

そうすると、それは中部電力が全部責任を持

つということと同じことのような気がします。

それは果たしてフェアなやり方なのだろうか。

公正なやり方としていいのかなというのは、私

には疑問として残っている。それが私のお答え

にならないお答えです。 
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司会 技術の専門家の意見も総理は聞いて、

それでやったほうがよかったのではないかとい

うことですか。 

 

松浦元原子力安全委員長 あの中で総理は、

国民の安全と安心のためにとおっしゃったんで

すが、ここで私がいつも首をひねりますのは、

安全というのは、安全の度合いといいますか、

安全のレベルというのは、ある意味で科学技術

的に評価できるわけです。ところが、安心とい

うのは、それこそ、先ほどのトランスサイエン

ス的領域の問題でして、人によってどうしよう

もないくらい差があるわけですね。そういうと

ころに本当に行政というのが踏み込むことが妥

当なのかな、といつも気になっているところで

あります。私が原子力安全委員会のときには、

原子力安全委員会では絶対に安心の議論はしな

いということにしていたのです。行政対象にな

るものでないという、そういう考えからそうし

たのです。 

 

司会 例えば原発をとめるとか、とめないと

か、これは、原子力安全委員会の委員長は、総

理に対して助言をしたり勧告したり、委員長の

ほうに権限とか役割があるんじゃないんですか。 

 

松浦元原子力安全委員長 総理にするとい

うよりは、ちゃんと書いてありますのは、規制

行政の長に対して、その規制行政が適切でない

場合には、内閣総理大臣を通じて行政の長に勧

告することができる、こういうふうになってい

るわけです。したがって、いまの規制のやり方

が適切でない、安全を確保するうえで何か欠け

ているところがある、あるいはもっと適正にで

きることがあると思えば、原子力安全委員会の

委員長は、もちろん原子力安全委員会としての

決定のもとにですけれども、総理を通じて行政

の長に勧告するということがあります。直接、

内閣総理大臣の云々について助言するというの

は、災害対策の特別措置法に決められているこ

とだと思います。 

 

司会 わかりました。それでは、この後は会

場の皆さまから質問をお受けしたいと思います。 

 

質問 私は別に原子力に対して知識はない

んですが、国民からみますと、貞観地震を考え

れば想定内なのかあるいは想定外なのかもいろ

いろあると思うんです。けれども、想定内であ

ろうが想定外であろうが、漏れたり、ああいう

ふうな制御不能になったときに備えて、何かや

っぱり考えておくというのは当たり前のことで

すので、それは原子力の知識がどうかというこ

ととはまた別だと思うんです。 

私がちょっと疑問に思ったのは、スリーマイ

ルの話なんかを聞きますと、政府のチームが現

地に行って、原子力の専門家が防護服を着て現

場の指揮官になっている。有名な方がいらっし

ゃって、どこかのテレビがインタビューしてお

りましたが、そういう組織が日本にもあるもの

と思っていましたが、これはないんですか。な

いのであれば、つくらなきゃいけませんが、そ

れはできるのか。あるいは、もしだめなら、や

はり自衛隊の中に、核テロも含めて、大量破壊

兵器などを含めたそういうのを想定してチーム

をちゃんとつくっておかないとだめだと思うん

ですが。 

 

松浦元原子力安全委員長 なかなか難しい、

しかし非常に重要なポイントだと思います。直

接のお答えになりませんけれども、あるとき、

私はロスアラモスの研究所へある仕事で出張し

ました。そのときにこんな話を聞きました。ア

メリカでは、もし放射性物質を使ったテロある

いは核燃料を使ったテロが起こったとすると、

すぐにロスアラモスにある特別なチームがヘリ

コプターで飛び出して、どこがどういうふうに

汚染しているかというのをさっと調査して、そ

して対応するというのです。 

事実、今回の福島の発電所の事故でも、アメ

リカ側は、そのチームだと思うのですが来て、

福島のうえを極めてじゅうたん爆撃的に測定し

て、どこがどう汚れているかということを測定

しております。これは、アメリカではまさにテ
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ロ対策としてそういうチームができあがってい

て、それがほかにも使われているという証拠の

一つだと思うのですね。 

それからもう一つは、スリーマイルアイラン

ドのときに原子力規制委員会から専門家が行っ

て指揮してとめたというのは事実ですが、あれ

は原子力規制委員会の委員ではないのです。事

務局の人なのですね。アメリカの原子力規制委

員会の事務局というのは、十分な経験と能力を

持った人が非常にたくさんおります。アメリカ

の規制委員会の大きさというのは、実はものす

ごく大きい。いまは職員が 4,000人ぐらいいる

わけです。日本とアメリカとは商用原子炉の数

はちょうど倍ぐらい違うんですね。日本が 50

何基で、アメリカが 102～103基です。ちょうど

倍ぐらいなのですが、そういう職員の数からい

うとすごい違いがあります。 

それからもう一つ、以前、アメリカの事務局

の局長をお招きしてシンポジウムを開いたこと

があります。コーヒーブレークのときに雑談の

中で、ところで原子力規制委員会の職員、特に

検査とか評価とかいろいろする、そういう職員

の実務経験年数はどのくらいなのですかと聞い

た。そうしたら、10数年、16年から 18年くら

いだと思うというお答えだったのです。 

私がどうしてそんなに経験年数が多い人が

職員としてかなりいるのかと聞きましたら、実

は、アメリカのそういう職員の多くは、原子力

艦船ですね、航空母艦とか潜水艦とか、そこで

原子力をやっていた人が、陸に上がってから原

子力規制委員会に職を求めてくる。そういう人

がかなりあるんだそうです。したがって、非常

にレベルの高い人を得るのには都合がいい。た

だ、いまはだんだん原子力艦船の数が減ってい

るので、将来は非常に心配なのだというような

話をしておりました。 

それで私が冗談に、それじゃ、アメリカの民

生の原子力は軍事利用で支えられているんだね

といいましたら、まあ、実際はそうだねといっ

ておりました。でも、これは日本ではできない

ことですね。したがって、日本でそういうふう

にレベルの高い人をチームとしてつくるという

のは望ましいことではありますけれども、それ

を本当にやろうと思いますと、非常に特別な工

夫と努力をしない限りできないと思います。し

かし、もしそれをつくることが許されるなら、

ぜひ私もそういうチームをつくっておいていた

だきたいと思いますね。 

 

質問 原子力安全・保安院が、経済産業省の

中の一部門になっていますね。経済産業省の中

にありながら、客観的に物をみていろいろ考え

るとか指揮をする、助言をするという立場だと

思うんですが、組織上の点で疑義があるのでは

ないでしょうか。いかがでございますか。それ

が一点です。 

それからもう一つは、今回の問題はいろいろ

複雑多岐な問題が多過ぎますが、どれぐらいか

かったら落ちつくのか。専門家として予測的な

ものをうかがいたいと思うのです。それから原

子力発電というのは、私は、メフィストフェレ

スですか、悪魔と契約したような側面がなきに

しもあらずと思うんですね。これは非常に便利

なものだけれども、裏側は大変なものがあると

いう感じがするんですが、その点についてのご

所見の一端をうかがいたい。 

 

松浦元原子力安全委員長 ２番目の、今回

のものが落ちつく見込みを専門家としてどう思

うかという質問ですが、先ほど申しましたよう

に、まず、いまなさっている第1号炉の作業が

どのくらい予定どおりいくかどうか。それをみ

て、それに基づいて 2 号炉、3 号炉のどちらか

をやってみて、同じようにいくとわかれば、ま

ず落ちつくまでにどれくらいかというのはかな

りはっきりすると思います。そこに至るまでは

予測をしても、その予測は何の根拠もないとい

うことになるだろうと思います。 

非常に難しい問題です。放射性物質が散らば

っているのですから。散らばり方によって作業

がどのくらいできるかというのが決まりますの

で、いくら何でもその場所で 1分間しか作業で

きないというようなことですと、とても作業に

ならない。そうしますと、全く別のやり方を考

えないといけない。 
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いまのところは、私には予測は出しようがな

いと思っております。ただし、東京電力はいろ

いろ考えられたうえで、この間、あの見込みを

出されたわけですので、いまのところはそうい

うことかと思っている以外はないのではないか

と思っております。 

１番目の原子力安全・保安院が経済産業省の

中にあって、それは組織的にはいかがなものか

という問題。これはもうよくいわれることであ

ります。一般的に申しまして、世界のいろいろ

原子力を使っている国の規制行政のやり方をみ

ますと、どことして同じ仕組みのあるところは

ありません。全部、その国によってばらばらで

す。これは、当然のことながら、それぞれの国

の行政機関というのは、結局、その国の歴史の

中でその仕組みが決まってできあがっておりま

す。それぞれの歴史的な影響を受けてそういう

ふうになっております。 

したがって、日本でも、アメリカのＮＲＣ（原

子力規制委員会）が非常に望ましい形だからと

いって、それをそっくりそのまま入れようと思

っても、他の行政機関との間で必ずしもスムー

ズに動くというわけにいきません。日本の行政

機関がどういう経緯をとっていまの形になった

か、それをちゃんと踏まえたうえで、日本の原

子力規制行政の形をつくるしかしようがないと

思います。 

いま原子力安全・保安院が経済産業省にある

ので原子力安全・保安院には独立性はないので

はないかという疑義が持たれるわけであります

けれども、これに関しましては、国際原子力機

関の中に、原子力機関が独立性をかなりちゃん

と持って、公正に効率的に作業しているかどう

かというのをお互いに評価する仕組みがありま

す。Integrated Regulatory Review Team とい

うのがあります。世界じゅうから専門家を集め

てそのチームをつくって、それをその国に派遣

して、ＩＡＥＡが決めている質問条項がものす

ごくたくさんあるんですけれども、それを順番

にちゃんとチェックしている。そして、その国

の機関の独立性が十分あるか、あるいは仕事が

ちゃんと効率的にやれているか、そういうのを

調べるわけです。 

そういう作業が始まったのは 2006 年なので

すけれども、日本はたしか割に早く 2007年にそ

の評価を受けております。その報告書では、日

本の規制の仕組みは安全委員会と原子力安全・

保安院が 2つ並んでいて、世界のほかの国から

比べるとちょっとわかりにくいけれども、しか

しながら、それぞれがちゃんとした独立性を持

って仕事をしているというのは十分理解できる

という評価を受けております。 

だから、私は日本の原子力安全・保安院がよ

ほど、院長か経済産業省のいうことを聞かざる

を得ないような立場の人なら別ですけれども、

ちゃんと人を選んで原子力安全・保安院がきち

んと動けば、経済産業省の中にあるからといっ

て独立性が担保できないという、そういうもの

ではないと思っております。 

私が安全委員会の委員長だったときは、その

ときの私の対応する保安院の院長さんは、たし

か工学部出身だったと思います。ですから、ど

ちらかといえば、そういう技術的素養の高い方

にやっていただくほうがいいと思います。けれ

ども、行政的なセンスがなかったのでは保安院

の院長は務まりませんので、そこは当然適切に

考えられてしかるべきだと思います。 

それから 3番目ですが、ファウスト的取引だ

というのを最初にいったのは、アメリカの原子

力開発の先頭を切ったワインバーグという人だ

ったと思います。オークリッジの研究所の所長

をやった人です。確かに利益といいますか、エ

ネルギーを得るという点では非常に望ましいも

のでありますけれども、片方で放射性物質がで

きる。それから、原爆開発にもつながる可能性

がなきにしもあらず。だから、そういう点で裏

表のある選択であるということで、そういうこ

とをいわれたと思います。 

それに対しては技術で対応するのは当然で

あります。相手が核物質であったり、あるいは

放射性物質でありますから、まず技術のベース

がしっかりしないといけない。けれども、それ

とともに政治的かつ行政的な仕組みをよほどし

っかりしておく必要があると思いますね。 

もう一つ、将来の問題だと思いますけれども、
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原子力発電所をより経済的に設計し動かしてい

こうとしますと、どうしてもいま使っているよ

うに大型になっていく。原子炉があまり大型に

なると、事故のときに始末に負えなくなるとい

う懸念は以前からありました。たしか日本原子

力研究所の 3代目の理事長だと思います。菊池

正士先生という有名な物理学者ですが、その方

が、将来の原子力発電所というのはせいぜい 30

万 kＷぐらいの大きさにとどめておくのが理想

ではないかという論文を、昭和 30何年かにお書

きになっておられます。 

私はそのときにちょうど原子力研究所に入

所した間もなくのころでありました。菊池先生

がそういうふうにいわれた理由がそのときには

あまりしっかりわからなかったのですが、いま

その菊池先生のおっしゃったことを考え直して

みますと、やはり技術及び技術を使う知識の範

囲において、何が起こっても始末できるような

大きさにしておくというのは、一つの選択とし

て注目すべだと思います。それを今後、社会が

どう判断してどう選択していくかというのは、

まさにメフィストフェレスと負けないでやりと

りするうえで重要なポイントかなというふうに

思います。 

 

質問 2 年ぐらい前までずうっと福島にいま

した。よく第一原発に行った。2000年のころか

ら取材に行っていたんです。一言でいうと、東

電というのはそういう技術力とかマネジメント

力があるかなという疑問をすごく持っています。

つまり、現場の作業員に対してのマネジメント

がすごく弱い会社だという感じを受けたんです。

東電の技術力とか安全文化をどうみていますか。 

 

松浦元原子力安全委員長 これは何とも、

どうお答えするのかよくわかりませんが、少な

くとも東電の技術レベルがどうかというのは、

私にはお答えできません。 

ただし、実は、私は原子力安全委員長のとき

に、各電力会社の現場を全部訪問しました。そ

して、1 時間ほど、いつも 200 人ぐらいの職員

に集まっていただいて、原子力安全文化という

のはどういうものと私が考えているかをお話を

しました。で、その後で、5班くらいに分けて、

実際に現場で働いている方数人ずつと意見交換

をやりました。 

そのときに、安全文化に関してのそれぞれの

方のお考えとか、あるいは仕事での悩みとか何

かをお聞きするという、そういうことがありま

した。そのときには、上役の人は入らないでく

ださい、実際に仕事をしている方だけ来てくだ

さいということでやりました。参加者をどうい

うふうに選ばれたかわかりませんが、私もそこ

までは知りませんが、そういうかたちで何回か

話し合いをして、全国の原子力発電所を回りま

した。 

そのときのやりとりは、原子力安全委員会の

報告書として後にまとめました。いろいろな悩

みを聞きましたが、現場で働いているそういう

方々の技術力がひどく悪いとか、あるいは安全

に関するお考えが非常にいいかげんであるとか、

そんなことを感じたことは一度もございません

でした。ただ、電力会社によって非常に色合い

が違うということは強く感じました。 

これ以上いうと悪口なのでやめます。したが

って、原子力という技術云々ではなくて、やっ

ぱりそれはその企業の性質、形、姿勢、それに

よって十分変わり得るものですし、安全確保の

ために望ましい形に変えていただくことが私は

できると思いますね。 

 

質問 トランスサイエンスに関してお聞き

したい。第 1点は、地震の震源地での規模をあ

らわすマグニチュード 9.0というのは、原子力

安全委員会が評価すべきリスクの範疇とは違う

ものではないか。要するに、福島第一原発に到

達した地震波のエネルギーと津波の大きさによ

って、それが未曾有のものであるのかどうかを

評価するのが、原子力安全委員会の評価の基準

ではない。9.0 をもってトランスサイエンスと

いうのは極めて不可解だ。それはとても科学者

の言葉とは思えない。これが第1点です。 

第 2点は、想定地震、要するに、残余のリス

クでもって震源を特定せずに想定しなければな
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らない地震の大きさをめぐって、新耐震指針で

安全委員会で随分議論がありましたよね。それ

をめぐって地震学者が、先ほど、先生が原発反

対派の学者の方もいらしたのでとおっしゃいま

したけれども、原発に反対かどうかではなくて、

地震学者として合理的な意見を述べたかどうか

で判断すべきなので、もし、そういう視点で議

論を眺めていらしたのだとすれば、疑問を感じ

ます。 

そこでの議論で、実際に震源が全くいままで

みつかっていない、未知の断層が動いて大きな

地震が起きたケースを想定すべきだ、という石

橋克彦神戸大教授の意見に対して、全部が反対

意見で、結果として電力会社等が要請していた

マグニチュード 6.8という極めて低い数字にお

さまった。それで、その委員をおやめになった

方もいた 

ですから、そういう過程で科学的合理性はど

れぐらい追求されたのかということをお聞きし

たいと思います。 

 

松浦元原子力安全委員長 1 点目のマグニ

チュード自身ではなくて、現場の震動によって

原子力発電所の安全性を評価すべきであろうと

のご意見は、それはまさにそのとおりです。実

は、マグニチュード 8だの 7だのといいまして

も、その震源と原子力発電所の施設がどれだけ

の距離にあって、その途中にどういう地層状況

になっているかによって揺れ方が全部違います。

それに関しましては、それを入れた形でどう評

価するかというふうに評価のモデルはできてお

ります。何もマグニチュード云々によって評価

しているものではありません。もし、私がマグ

ニチュードだけを重んじているというふうにご

理解されたとしたら、私の言い方が間違ってい

たというか、適切じゃなかったというふうに思

います。 

それからもう一つの、その人の思想がどうだ

から、その評価においてどうこうという、そう

いうことはほとんどないと私は思います。原子

力安全委員会の議論はすべて記録に残りまして、

かつ公開されております。原発反対派であると

かなんとかということが議論の内容を左右する

という、そういうことはないと私は思います。 

 

質問 最後のところですね、要するに、冷え

る原子力の話、高温ガスのね。これはにいいと

思って、大洗に見に行きました。実証実験はか

なり進んでいました。実際に商用化するときに

来ているんですけれども、これは科技庁が管轄

して、経産省じゃないんですよね。こういう原

子力行政というのはちょっとおかしいと思う。 

こういう小さなものをやらないというとこ

ろに、僕は非常に問題があると思っています。

きょうの松浦さん提案に賛成です。 

 

松浦元原子力安全委員長 エールを送って

いただきありがとうございます。 

 

質問 やはり福島原発が本当にこれからど

うなるかということが一番心配です。今後、我々

はどこまでこの展開において覚悟すればいいの

か、というところの率直なご見解をぜひ聞きた

いのが一点です。 

もう一点は、先ほど、安全規制でアメリカと

日本とを比較された。アメリカはやっぱり組織

的にものすごく充実していて強力だという話で

した。アメリカは唯一の原爆投下国であり、し

かも、いま一番核をいっぱい持っている国だか

ら、そういうことなんだろうと思うんですね。

それに比して、やっぱり日本は唯一の被爆国と

いう立場があると思うんですね。そういう非常

に大きな歴史的ないきさつの中で規制をすると

きに、そういったものが規制する立場に何らか

の影響を与えてきたのかどうか。それともそれ

がやはりいつの間にか忘れられてきたのか、あ

るいは被害者だから関係なかったのかとか、そ

ういうところをちょっとお聞きできたらと思い

ます。 

松浦元原子力安全委員長 福島が今後どう

なるかは、そう簡単に答えが出るものとは思い

ません。が、理想的にいけば、福島第一原子力

発電所の 5 号炉、6 号炉というのは特段の被害

を受けているわけではありませんので、安全評
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価がちゃんと今後なされまして、地元の了解が

得られれば、福島第一原子力発電所の 5号炉、6

号炉、それから第二発電所は技術的には再開が

可能だと思います。 

しかし、そのためには、先ほどから何回か議

論がありますように、地元の方々の生活を侵す

ようなことはない、コミュニティを壊すような

ことはない、そして、いま壊れかけたコミュニ

ティをどう直せたか、ということが非常に厳し

く問われるだろうと思いますね。それが、今後

の残っている福島の原子力発電所を動かせるか

どうかの答えを出すことになるのではないかと

思います。 

ただし 1号炉、2号炉、3号炉、4号炉に関し

ましては、完全に廃炉。そして、でき得べくん

ば完全解体をして、あとはもうそこには、多分、

何も置けないのではないだろうか。解体などの

ことも、私は国際協力のもとにやって、1号炉、

2号炉、3号炉、4号炉は、そういうエマージェ

ンシーアレンジメントに関する訓練センター、

あるいは高レベル廃棄物を処分するためのトレ

ーニングセンター、そういうことにして、数十

年間、国際的に役立てるというふうな道をとっ

てもらうのがいいのではないかなと思っており

ます。 

原子力エネルギーを利用するうえで、アメリ

カは原爆を投下した国だ、それから日本は被爆

をした国だ、そういう意識の違いがいままで原

子力行政あるいは原子力規制行政に何らかの影

響を与えたことがあるかという、そういうご質

問ですが、これは人によって多分答えは違うと

思います。 

私は、実は、被爆という点でいいますと、被

爆をされた長崎の永井先生ですね、あの方は自

分が被爆を受けながらも、この原子力のエネル

ギーというのは将来の日本人の幸せのために使

うべきだというふうに書き残しておられるんで

す。むしろ、私自身はその気持ちを受け継いで

いるというか、心にとめている、そういうふう

に考えております。 

それからもう一つ、これは不幸な結果でした

が、それを有効に使った例ですが、長崎及び広

島で被爆された方々の被爆によって、その後、

放射線影響がどういうふうに起こるか、起こら

ないかということの、非常に多量の情報がそこ

からもたらされたのですね。これが、ある意味

でいうと、世界の放射線被曝に関する評価をす

るうえの一番のベースになっているわけです。

そういう点で、被爆をしたという非常に不幸な

歴史を我々は持っているのですけれども、低線

量の被曝というのはこういう現象をもたらすも

のだよ、だから、放射線防護はこうしなければ

ならない、という知恵を世界に発信したわけで

もあります。その点では、不幸がある意味で他

の不幸を呼ばないための役に立った。そういう

ことも人々に認識してもらいたいなと思います。 

 

司会 時間をかなり大幅に超過しましたが、

丁寧にご説明いただきまして、ありがとうござ

います。（拍手） 

(文責・編集部) 
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【資料】 

福島原発事故についての緊急建言 

 

 

 はじめに、原子力の平和利用を先頭だって進めて来た者として、今回の事故を極めて遺憾

に思うと同時に国民に深く陳謝いたします。  

 

 私達は、事故の発生当初から速やかな事故の終息を願いつつ、事故の推移を固唾を呑んで

見守ってきた。しかし、事態は次々と悪化し、今日に至るも事故を終息させる見通しが得られ

ていない状況である。既に、各原子炉や使用済燃料プールの燃料の多くは、破損あるいは溶融

し、燃料内の膨大な放射性物質は、圧力容器や格納容器内に拡散・分布し、その一部は環境に

放出され、現在も放出され続けている。  

 特に懸念されることは、溶融炉心が時間とともに、圧力容器を溶かし、格納容器に移り、

さらに格納容器の放射能の閉じ込め機能を破壊することや、圧力容器内で生成された大量の水

素ガスの火災・爆発による格納容器の破壊などによる広範で深刻な放射能汚染の可能性を排除

できないことである。  

 

 こうした深刻な事態を回避するためには、一刻も早く電源と冷却システムを回復させ、原

子炉や使用済燃料プールを継続して冷却する機能を回復させることが唯一の方法である。現場

は、このために必死の努力を継続しているものと承知しているが、極めて高い放射線量による

過酷な環境が障害になって、復旧作業が遅れ、現場作業者の被ばく線量の増加をもたらしてい

る。  

 こうした中で、度重なる水素爆発、使用済燃料プールの水位低下、相次ぐ火災、作業者の

被ばく事故、極めて高い放射能レベルのもつ冷却水の大量の漏洩、放射能分析データの誤りな

ど、次々と様々な障害が起り、本格的な冷却システムの回復の見通しが立たない状況にある。  

 一方、環境に広く放出された放射能は、現時点で一般住民の健康に影響が及ぶレベルでは

ないとは云え、既に国民生活や社会活動に大きな不安と影響を与えている。さらに、事故の終

息については全く見通しがないとはいえ、住民避難に対する対策は極めて重要な課題であり、

復帰も含めた放射線・放射能対策の検討も急ぐ必要がある。  

 

 福島原発事故は極めて深刻な状況にある。更なる大量の放射能放出があれば避難地域にと

どまらず、さらに広範な地域での生活が困難になることも予測され、一東京電力だけの事故で

なく、既に国家的な事件というべき事態に直面している。  

 当面なすべきことは、原子炉及び使用済核燃料プール内の燃料の冷却状況を安定させ、内

部に蓄積されている大量の放射能を閉じ込めることであり、また、サイト内に漏出した放射能

塵や高レベルの放射能水が環境に放散することを極力抑えることである。これを達成すること

は極めて困難な仕事であるが、これを達成できなければ事故の終息は覚束ない。  

 さらに、原子炉内の核燃料、放射能の後始末は、極めて困難で、かつ極めて長期の取組み

となることから、当面の危機を乗り越えた後は、継続的な放射能の漏洩を防ぐための密閉管理
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が必要となる。ただし、この場合でも、原子炉内からは放射線分解によって水素ガスが出続け

るので、万が一にも水素爆発を起こさない手立てが必要である。  

 

 事態をこれ以上悪化させずに、当面の難局を乗り切り、長期的に危機を増大させないため

には、原子力安全委員会、原子力安全・保安院、関係省庁に加えて、日本原子力研究開発機構、

放射線医学総合研究所、産業界、大学等を結集し、我が国がもつ専門的英知と経験を組織的、

機動的に活用しつつ、総合的かつ戦略的な取組みが必須である。  

 私達は、国を挙げた福島原発事故に対処する強力な体制を緊急に構築することを強く政府

に求めるものである。  
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