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原発いらない！九州実行委員会の九電本店への原発再稼働阻止の申

し入れ統一行動報告 

                          ２０１４．１２．２８ 
              （注）2016.4.29 フィルター付きベント図追記 
０．はじめに 
「原発いらない！九州実行委員会」は１２月１５日、九州電力本店で、九州７

県から集まった約１１０人が、川内原発・玄海原発再稼働の危険性を指摘し、川

内原発・玄海原発の再稼働申請を取り次げる要請行動をおこないました。 
はじめに、９市民団体が用意してきた九州電力への川内原発・玄海原発の再稼

働申請を取り下げる要請文を読み上げ、後日の回答を要請しました。 
それから、九州実行委員会が事前の１２月８日に九州電力に提出していた「九

州電力の原発再稼働申請を取り下げることを求める公開質問状」についての九

州電力の回答を求めました。 

質問状は、７項目有り、1．過酷事故対策問題について、２．地震対策問題に

ついて、３．火山対策問題について、４．実効性ある避難計画について、５．地

元同意（範囲）について、６．再生可能エネルギー受付中断について、７．使用

済み核燃料・高レベル放射性廃棄物について、です。 

原子力規制委員会が、九州電力の「川内原発の過酷事故発生時でも原子炉格納

容器から環境に放出されるＣｓ１３７の放出量は、７日間で約５．６ＴＢｑ（テ

ラベクレル：テラは兆を意味する）であり、規制基準の１００ＴＢｑを下回って

いる。」との主張を認め、伊藤鹿児島県知事が、「今回は、例え福島原発事故と

同様の事故が川内原発で起こったとしても、５．６ＴＢｑであり、原子炉から５．

５km では５μSv/h に過ぎないほど厳しい規制基準なので全く《命》を心配する

ようなレベルにはなりえない。」の発言が行われたが、これらの発表には明確な

根拠がない事をただす質問がたくさんありました。「川内原発で過酷事故が起き

た時にどれほどの放射性物質が蓄積されているか。」の質問には、「原子炉内に蓄

積された放射性物質は３．３×１０１７Ｂｑ（３３万ＴＢｑ）」との回答がありま

したが、過酷事故が起きた時に漏れる放射性物質は何が起きても５．６ＴＢｑ以

上になることは無い」とのかたくなな説明でした。 

 九州電力がヨーロッパ、アメリカの新規制基準の過酷事故対策を参考にして

いるかとの質問には、参考にはしていないとか、基準地震動の改定値が小さす

ぎると質問には、十分に検討しているので問題ないとか、カルデラや火山のモ

ニタリングは行っているかとの質問には、公的機関が行った測定データーを入

手して検討しているとか、住民避難計画にどうかかわっているのかの質問に
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は、住民避難を支援するとかの無責任な態度で、地元同意の範囲については、

発言する立場にはないとか、使用済み核燃料・高レベル放射性廃棄物について

は国が計画してくれる等の無責任な回答ばかりでした。 

九州電力の事前検討不足で、明確な回答が無いものがたくさんありましたの

で、今後引き続き回答をもらうことにしました。 

１．過酷事故対策について 

（１）フィルター付ベントの設置が無いのに安全なのか 

ヨーロッパの原発のＥＵＲ（European Utility Requirement）規制基準で

は、フィルター付ベントの設置が義務付けられています。  

 ６月１１日の九電要請行動時には、貴社は『（九電）新規制基準で５年間設

置は免除されている。世界中の設置例を調査し、現在方式を検討中。』と回答

している。 

イ）（当方質問）貴社の資料では、湿式フィルターと乾式フィルターとが掲載

されているが、もうフィルターの方式は決定したのですか。 

（九電回答）現在は、湿式フィルター方式が良いと考えており、内容の検討

中。これから具体的な計画をはじめる予定。 
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ロ）（当方質問）貴社がＩＶＲ－ＡＭ（溶融物の圧力容器内保持）対策を検討

できないのは、フィルター付ベントの設置が無い事が原因ではないのですか。 

（九電回答）ＩＶＲ－ＡＭを良く知らないので、質問の意味が理解できない。 

ハ）（当方質問）フィルター付ベントの設置が無いのに再稼働して安全です

か。 

（九電回答）明確な回答は無かった。 

 

（２）免震重要棟設置の設置が無いに再稼働をして安全なのか 

福島第一原発の過酷事故の発生時、新潟県中越沖地震での教訓から、震度７ク

ラスの地震が発生した場合においても緊急時の対応に支障をきたすことがない

ように、緊急時の対策および通信・電源などの重要設備を集合させた「免震重

要棟」を建設していたことが幸いし、あの程度の事故までに押さえ込むことが

できた。 

 貴社は免震重要棟設置が無くても、川内原発１・２号炉、玄海原発３・４号

機の再稼動の開始をめざしている。 

ィ）（当方質問）免震重要棟設置の設置が無いに再稼働をして安全ですか。 

（九電回答）免震重要棟設置の代わりに、代替緊急時対策所を設置したので、

安全と考えている。免震重要棟設置は平成２７年度に完成予定となっている。 



 

4 
 

 

（３）コアキャッチャーと可搬式ポンプのキャビティ貯水は同じか 

貴社は、再稼働申請書で「原子炉の重要な配管が破断し、全電源が停止し、Ｅ

ＣＣＳ（緊急炉心冷却装置）が喪失した場合、炉心冷却の手段がなく、核燃料

のメルトダウンを放置、キャビティ（格納容器下部）に大量の水を溜めて、溶

融核燃料を冷却する」と申請し、新規制基準適合性審査でも、「コアキャッチ

ャーと緊急キャビティ貯水冷却は同じ」と説明し、原子力規制委員会はそれを

承認している。 

 しかし、チェルノブイリ過酷事故を経験し、旧ソ連は過酷事故発生後直ちに

原子炉の真下にトンネルを掘って、コアキャッチャーを取り付けて、地下水の

放射能汚染を防止した。 

 そして、日本以外の欧米、ロシアでは、格納容器下部を１２００℃で簡単に

溶けるコンクリートで設計し２６００℃の溶融炉心を受けて、溶融炉心・コン

クリート相互作用（ＭＣＣＩ）が引き起こされ、チャイナシンドローム発生直

前まで行ったことにより、大設計ミスに気が付いて、一斉に対策を行った。緊

急キャビティ貯水冷却を度々試みたが、どうしても水蒸気爆発の防止ができな

いので、絶対に緊急キャビティ貯水冷却をしてはいけないという事になり、約

１０年前に二つの方法が新基準に採用された。 

一つの基準はＩＶＲ－ＡＭ（In-Vessel Retention：溶融物の圧力容器内保

持）対策になった。大量の水を使用しないので、格納容器が破裂するような水

蒸気爆発は起きない。もう一つはコアキャッチャー取り付けです。 

 世界の新規制基準は水蒸気爆発による爆轟（ばくごう）破壊を起こさない事

となっているが、川内原発の過酷事故対策は逆に爆轟によるチェルノブイリ級

爆発の可能性を否定できない。 

イ）（当方質問）貴社はＩＶＲ－ＡＭの方法は検討を行いましたか。 

（九電回答）ＩＶＲ－ＡＭの検討は行っていない。 

ロ）（当方質問）貴社はコアキャッチャーとは何かの検討を行いましたか。 

（九電回答）以前の交渉で、コアキャッチャーを使用していないとの指摘が有

ったので、その後九電でもコアキャッチャーの調査は行っている。 

ハ）（当方質問）貴社はＩＡＥＡ（国際原子力機関）の安全基準の過酷事故対

策の検討を行いましたか。 

（九電回答）海外の安全基準なので、検討は行っていない。 

ニ）（当方質問）貴社はＥＰＲ (European Pressure Reactor：欧州加圧水型

炉)の過酷事故対策の設計基準を検討しましたか。 

（九電回答）海外の安全基準なので、検討は行っていない。 

ホ）（当方質問）コアキャッチャーと可搬式ポンプのキャビティ貯水は同じで
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すか。 

（九電回答）明確な回答は無かった。 

 

（４）九州電力は川内原発の過酷事故対策の検討をＭＥＬＣＯＲコードでも行

ったのか。 

福島第一原発の過酷事故が発生し、東京電力は過酷事故の解析をＭＡＡＰコー

ドで行ってきた。しかし、国内外で、ＭＡＡＰコードは原発の過酷事故の解析

と対策の検討のためには、大きな欠陥のあるコードと言われてきた。旧原子力

安全基盤機構がＭＥＬＣＯＲコードを使用して行った福島第一原発の過酷事故

解析結果は東京電力のＭＡＡＰコードの解析結果とは大きく違っており、ＭＥ

ＬＣＯＲコードの解析のほうがはるかに、過酷事故の実記録に近いと言われて

います。 

佐藤暁氏の伊方発電所３号炉再稼働についての意見書［１］のページ７７～７

８に示されているように、加圧水型原発の過酷事故発生時の放射性物質の飛散

量に最も大きい影響を持つ、水蒸気爆発とＭＣＣＩに関するスタンスの説明に

おいて、我が国はＭＡＡＰコードのモデルを使用するが、海外ではＭＥＬＣＯ

Ｒコードのモデルが多く使用されていると報告されている。 

ィ）（当方質問）貴社は川内原発の過酷事故対策の検討を国外で信頼性が高い

と評価されているＭＥＬＣＯＲコードでも行いましたか。 

（九電回答）ＭＥＬＣＯＲでの計算は行っていない。 

 

ロ）（当方質問）貴社の過酷事故発生時の放射性物質の飛散量５．６ＴＢｑの

説明は、可搬式ポンプのキャビティ貯水対策で水蒸気爆発が起こらないとの何

の根拠もない見解から誘導されたのではないですか。 

（九電回答）明確な回答は無かった。 

 

４． 実効性ある避難計画について 

過酷事故時の放射性物質は、放出量も蓄積量もセシウムで答えています。他の核

種の追求が必要です。それも格納容器は壊れないが九電の数字の前提です。小さ

く小さく見せかけています。5.6 テラベクレルは Max ではないと答えさせてい

るのは成果と思います。 
原発開発に合わせてつくられてきた揚水発電所の年間利用率が極端に少なくな

っています。原発を再稼働させれば、その分再生エネ受け入れ枠が減るのは当た

り前です。揚水は、原発をやめて再生エネに利用すべきです。 
川内原発 1.2 号機と玄海 3.4 号機を再稼働させれば、既にプールにある 1754
トンに加え、毎年 87 トンもの使用済み核燃料が増えていくことがはっきりしま
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した。玄海原発は再処理・中間貯蔵が出来なければ、4 年で糞詰まりです。 
巨大噴火、航空機墜落、テロには全く対応できないこともはっきりしました。日

本学術会議の提言すら無視しています。以下質問と回答です。 
 
５．地元同意（範囲）について 
現在日本では、偏西風にのって中国から飛来してくる PM2.5 への注意喚起や黄

砂情報が出されています。また、100 年前の桜島の大噴火による火山灰は、東

北でも確認され、遠くはカムチャッカまで飛んだと言われています。これらの事

から、日本の西側に在る川内原発や玄海原発で重大事故が起きた場合、西日本は

深刻な被害を受けると思われます。 
 
（1）川内原発で過酷事故が起きた時に漏れる放射性物質は、最大何ベクレルを

想定されていますか。またその時の原子炉内には、どれほどの放射性物質が蓄積

されていますか。 
 
九電：（設置許可提出）7 日間でセシウム 137 が 5.6 テラベクレル（5.6×10 の

12 乗ベクレル）、250827 資料-----セシウム蓄積量 3.3×10 の 17 乗ベクレル 
格納容器破損防止等をやっている。 
5.6 テラベクレルが Max ではない。有効性評価の中で出てきた。航空機落下と

かテロで破損した場合、今審査を受けている。 
 
（2）川内原発再稼働に、薩摩川内市議会・市長及び鹿児島県議会・県知事が「同

意」としましたが、それで十分ですか。隣接県の宮崎県・熊本県の同意が必要で

はありませんか。 
 
九電：自治体、地域に安全と考えていただくことが大事。事業者から範囲を答え

るのは適切ではないと考える。30 キロ圏をはじめ、鹿児島県、宮崎県、熊本県

にも、安全対策状況・新基準への適合審査状況を事務局を通じ説明している。今

後も原発への疑問に答えていく。 
 
 
（3）玄海原発再稼働は、玄海町議会・町長及び佐賀県議会・県知事の「同意」

だけでいいですか。隣接県の長崎県・福岡県の同意は必要ありませんか。 
 
九電：玄海原発 30 キロ圏をはじめ、佐賀県、長崎県、福岡県にも説明している。 
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（4）本年 11 月姉川東電常務は、衆院原子力問題調査特別委員会で「原発の３

０キロ圏内の自治体の理解がなければ、再稼働させるには十分ではない」と述べ

ています。九電はどうですか。 
 
九電：姉川発言が了解しているが、事業者側から同意の範囲を言うべきではない。 
 
（5）川内原発から 30 キロ圏内の自治体（いちき串木野市議会、日置市議会、

姶良市議会）で同意や、再稼働反対・廃炉を求める意見書が可決されていますが、

見解をお聞かせください。 
 
九電：安全確保と安全性向上に取り組む。今後も立地自治体にとどまらず 30 キ

ロ圏をはじめ九州全域で訪問活動、見学会で説明していきたい。 
 
（6）玄海原発から 30 キロ圏に入る伊万里市は、立地自治体並みの安全協定を

求めていますが、見解をお聞かせください。 
 
九電：伊万里市とは協議中。締結に向けて努力していきたい。 
 
（7）本年 5 月、福井地方裁判所は、「原発から半径 250km 圏内の住民は、直

接的に人格権が侵害される具体的な危険があると認められる」として、大飯原発

の運転再開を差し止める判決を言い渡しました。川内原発から半径 250km 圏

内には九州全域、玄海原発からもほぼ九州全域が入ります。大飯判決への見解を

お聞かせてください。 
 
九電：現在係争中のため、コメントは差し控える。 
 
（巨大リスクをかかえて進める理由は何か） 
電気供給の事業。火力、水力、原子力を含めなどベストミックスで進めてきた。

エネルギーセキュリティー、地球温暖化問題。総合的に原発を失うべきでない。 
 
（田中委員長は「適合したからといって安全ではない」と言っているが） 
福島事故は大きな事故と認識している。だから国を上げて安全対策をしている。

安全に終わりがないと言われている。事故を起こさないよう対策。事故が起こる

ことを前提に抑制していく。 
 
6.再生可能エネルギー受付中断について 
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「7 月末現在の申込み量が全て接続された場合、近い将来、太陽光・風力の接続

量は約 1,260 万 kW にも達することが判明しました。これらの全てが発電す

ると、冷暖房の  
使用が少ない春や秋の晴天時などには、昼間の消費電力を太陽光・風力による発

電電力が上回り、電力の需要と供給のバランスが崩れ、電力を安定してお届けす

ることが困難」とされています。また、「揚水発電所と地域間連携の九州外送電

も検討」とされています。 
（1）需要電力についてお尋ねします。 
イ）安定供給が困難とされている春と秋の晴天時の需要電力を教えてください。 
ロ）1 月 1 日から 1 月 3 日までの需要電力（特に最低電力）をそれぞれを教え

てください。  
ハ）4 月 29 日から 5 月 5 日までの需要電力（特に最低電力）もそれぞれ教えて

ください。  
 
九電：春と秋の晴天時昼間-------約 800 万 kW 
1 月 1 日から 3 日まで-----------1028 万 kW、最小 708 万 kW 
4 月 29 日から 5 月 5 日まで-------（平成 26 年分）最大 1015 万 kW、最小

691 万 KW 
 
（2）近い将来、太陽光・風力の接続量は約 1,260 万 kW にも達するとされて

います。定格出力と実出力についてお尋ねします。 
イ）太陽光発電の実出力は定格出力の何％と見積もられていますか。 
ロ）風力発電の実出力は定格出力の何％と見積もられていますか。 
ハ）定格出力 1,260 万 kW の時、実出力はどれくらいになりますか。 
 
九電：太陽光・風力は時間や天候によって出力が変動、昼夜を問わず地熱や水力、

いわゆるベース電源とは役割が異なる。国でも今検討されている。地理的、気候

的特性、導入場所を含めた長期的傾向を踏まえる必要があり、過去の実績を用い

る事が望ましい。 
国の系統ワーキングで検討される予定なので回答は控える。1260 万 kW は定

格出力だ。 
 
（3）大平、天山、小丸川揚水発電所についてお尋ねします。 
イ）福島第一原発事故前の年間利用率は、それぞれいくらですか。 
ロ）原発が停止している現在の年間利用率は、それぞれいくらですか。 
ハ）入力可能な（受け入れ可能）電力は、それぞれいくらですか。 
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九電：福島事故前（H22）-------大平 3.0％、天山 1.2％、小丸川 4.5％ 
原発停止の現在（H25）---大平 1.6％、天山 1.1％、小丸川 2.5％ 
入力可能--上ダムの容量による、一概には言えない。大平 52.2 万 kW、天山 65
万 kW、小丸川 136 万 kW 
 
（4）他電力への送電についてお尋ねします。 
イ）送電可能電力はいくらですか。 
 
九電：国の系統ワーキングで検討されることになっているので、その結果を踏ま

えて公表。 
 
（5）再生可能エネルギーの受け入れ可能量についてお尋ねします。 
イ）原発再稼働がない場合は、どれほど受け入れ可能ですか。 
ロ）川内原発 1、2 号機を再稼働した場合は、どれほど受け入れ可能ですか。 
ハ）合わせて、玄海原発 3、4 号機を再稼働させた場合は、どれほど受け入れ可

能ですか。 
 
九電：これから国のワーキンググループの専門家によって議論が行なわれ、原子

力の折り込み方法も含めて、妥当性が検討される。ワーキンググループの結果を

踏まえ、安定供給を大前提に、再エネ、火力、原子力等全ての電源を活用して最

適な需給バランスを考慮した上で、最大の接続量を検討していく。 
緊急時、即時に対応できるのは揚水発電所。揚水発電所は蓄電所の代わり。 
------------------------------------------------------- 
７．使用済み核燃料・高レベル放射性廃棄物について 
（1）九電所有の使用済み核燃料（ここでは未再処理分）は、何体・何トンです

か。また、どこにありますか。 
 
九電：H26 年 11 月末現在 
玄海原発使用済み核燃料プール--------1968 体（ウランにして 866 トン） 
川内原発使用済み核燃料プール--------1946 体（888 トン） 
 
（2）九電所有のプルトニウムは、何トンありますか。また、どこにありますか。 
 
九電：第 31 回原子力委員会（H26.9.16） 
H25 年度末現在 
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保管 Pu--------801kg、その内核分裂性 Pu--------516kg 
 
（3）ガラス固化体はそれぞれ、何体・何トンありますか。また、どこにありま

すか。  
 
九電：英仏から返還ガラス固化体（九電分） 
合計 167 体、日本原電高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに保管 
 
（4）川内原発 1、2 号機を再稼働した場合、1 年間にうみだすし使用済み核燃

料は何体・何トンですか。 
 
九電：約 3 分の１の発生量であり、川内原発 1・2 号機合計約 84 体、39 トン

／年 
 
（5）玄海原発 3、4 号機を再稼働した場合、1 年間にうみだすし使用済み核燃

料は何体・何トンですか。 
 
九電：玄海 3・4 号機合計 102 体、約 48 トン／年 
 
（6）川内原発、玄海原発では、使用済み核燃料プールでのリラックングで置き

場を確保されてきましたが、それぞれ後何年で満杯になるりますか。また満杯後

はどうされるつもりですか。 
 
九電：再処理が出来なければ、玄海原発は 4～5 サイクル、川内原発が 9～13 サ

イクルの運転が可能、玄海 3 号機のリラックキングは設置許可申請を提出し、

手続き中断中。 
中間貯蔵施設の机上用の検討はしているが具体的な計画はない。 
 
（7）巨大噴火、自然災害、テロ等で使用済み核燃料搬出が必要になったとき、

どこに運び出しますか。また全量運び出すのに何日必要ですか。 
 
九電：破局的噴火の 10 数年前の段階で情報を検知できる。原子炉の燃料体の排

出を適切に対応できるよう実施する。燃料体の搬出については、破局的噴火兆候、

その時の状況、知見を考慮した上で、輸送用容器に収納し、輸送船で排出。対象

火山から離隔できる場所を選定。具体的にどこに、どれくらいでという計画はな

い。その時になって考える。自然災害、テロでの緊急搬出は想定していない。 
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（8）玄海原発 3 号機は、MOX 燃料が使われていますが、搬出が必要になった

とき、どこに運び出しますか。また全量運び出すのに何日必要ですか。 
 
（9）日本学術会議は 2012 年、高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）は取り出し

可能な場所で暫定保管すべきだと国に提言した。また、本年 9 月には、新たに

生じる高レベル放射性廃 
棄物の対策があいまいなまま、原発を再稼働するのは「将来世代に対し無責任」

と報告しましたが、この提言や報告について見解をお聞かせください 
 
九電：日本学術会議でのことは知っているが、国は原子力規制委員会で適合と認

めらたものについては再稼働するという方針があるので、安全性信頼性の向上

に取り組むと同時に、地域や社会に理解して頂き、再稼働していきたい。 
高レベルは国が前面にたって進める方針、連携し理解してもらう。 
 
（火山についての社内組織は） 
モニタリング-----カルデラ火山対応委員会（社長が委員長） 
週１とか月1で集めた情報、提供情報などを評価する部署があり委員会に報告。 
第 3 者助言として火山専門家、公的機関の評価、原子力規制委員会に助言して

もらう。外部の専門家にも確認する。火山学、地質学、地震学の 3 名程度予定。

評価結果の責任は社にあるので、専門家の公表は差し控える。 
 
 

 


