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  はじめに 

 

原発が再稼働準備の過程で技術的トラブル起こす事象が相次いでいる。下表を見れば、

実に様々な種類のトラブルが次々と生じていることが分かる。 

ここでは、これらのトラブルの意味するものについて、九州電力川内原子力発電所と関

西電力高浜原子力発電所の再稼働時のトラブルを例にとり、各電力会社の報告書や日報に

注目し、その分析を試みた。またそれに基づいて、再稼働の推進を主張するマスコミがこ

れらトラブルをどう評価したかを検証した。その結果を要約すれば、原発の設備老朽化と

保守作業現場とが共に危機的状況にあるということである。電力会社の報告書がそれをス

トレートに物語っている。さらには、原発・再稼働推進を主張するマスコミでさえもこの

事実を伝えている。だが、政府や電力会社は、この危機を無視し、いわば無いことにして、

原発の再稼働を強権的に進めようとしている。それがどのような結果をはらんでいるかは、

おのずと明らかである。現在の再稼働路線は、いわば、第二第三の福島規模の原発事故に

向かって突き進んでいるようなものだといわざるをえない。 
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表 最近の原発再稼働作業時および再稼働準備時の主な技術トラブル 

発生時期 電力会社 原発・号機 トラブルの内容 

2015年 8月 20日 九州電力 川内 1号機 復水器チタン細管の破損、それによる二次冷

却水漏れ 

2016年 2月 20日 関西電力 高浜 4号機 化学体積制御系統のバルブから一次冷却水

漏れ 

同年 2月 29日 関西電力 高浜 4号機 送電線への接続時に、逆電流により、保護リ

レーが作動、発電機停止、原子炉緊急停止 

同年 6月 2日 日本原電 東海第二 1

号機 

濃縮廃液貯蔵タンクのベント配管から放射

性廃液漏れ 

同年 6月 16日 東北電力 女川 2号機 非常用ディーゼル発電機からの潤滑油の漏

洩 

同年 7月 17日 四国電力 伊方 3号機 一次冷却水ポンプのシール部の不具合、封入

水の水漏れ 

同年 8月 5日 東北電力 女川 3号機 非常用ディーゼル発電機の不調、調速機の異

常と発表 

出典：各電力会社ホームページ。筆者が気づいたもののみ。 

  



3 

 

 

１．川内原発 2 号機再起動時の復水器細管の破損――設備老朽化の危険 

 

九州電力川内原発は 1 号機が昨年 2015 年 9 月 10 日に営業運転に入り、2 号機もその後

再起動した。だが 1 号機再起動時には、再稼働の日程が 8月 20 日から 26日まで 6日間遅

れるトラブルがあった。発電に使った水蒸気を水に戻す装置（復水器）にある冷却用の海

水が通るチタン製細管 5本に穴があいて、海水が 2次冷却水側に漏れていたのである注。 

（注）九州電力「川内原子力発電所１号機の出力上昇の延期について」2015年 8月 21日 

http://www.kyuden.co.jp/press_150821-1.html 

 

図 1 九州電力の事故報告書に見るトラブルの説明 
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出典：九州電力「川内原子力発電所１号機の出力上昇の延期について」付属文書「川内原子力発電所概略

系統図」2015年 8月 21日 

http://www.kyuden.co.jp/var/rev0/0047/9398/kd6vgs0b88h3c3.pdf 

 

 手順通りの起動で配管に穴があくほど老朽化が深刻 

 

このトラブルは深刻な性格のものだった。川内 1号機はすでに設備年齢が 31年に達して

いる。老朽化の進む原発を再稼働することそのことが、重大事故に繋がる著しい危険性を

はらんでいることが如実に示された。 
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九州電力は、これら 5 本の細管がすべて、他の装置（高圧給水加熱器）から流れ込む排

水の入口の近傍にあったため、起動時に排水が細管あるいは管板に「衝突した」のが、配

管が破損した原因であろうと推定した。そのため九電は、穴のあいた 5 本とその周囲の配

管 64本、計 69本をゴムで施栓したと発表した（図 2～4）。 

 

図 2 九電によるトラブルの説明 左中央のドレンからの廃水が配管に当たり配管が破損したという 
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図 3 九電は以下の配管を施栓したという 

 

 

 

図 4 施栓方法はあまりに原始的で驚かされるが、今後ゴムの劣化などにより栓が脱落した場合、復水ポ

ンプをはじめ広範囲の設備を損傷することが予想される  

 

図 2～4出典：九電「川内原子力発電所 1号機の状況について（日報）2015年 8月 25日」 

http://www.kyuden.co.jp/var/rev0/0048/3641/news150825.pdf 

 

 老朽化が明らかなのに配管の全数点検は行われないまま 

 

もしこの通りであるなら、今回のトラブルの基礎には、細管が起動手順どおりの排水が

当たった程度で穴が開くほど設計時の強度以下に劣化・ぜい弱化しているという事実があ

るわけだ。つまり九電の推論からは、最低でも、すべての復水器（九電資料によると 3基 6
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室ある）について、ドレン入り口に近い配管をすべて施栓する必要がある（加えて最低で

も 69 本×5 室＝345 本）という結論が出てくる。また、当然すべての復水器配管（8 万本

ある）について、その健全性を詳しくチェックしなければ安全性は確保されない、という

ことになる。 

九電は、復水器の冷却用配管を全数検査したとは発表しておらず、細管の減肉や腐食や

損傷の全数点検は行われていない。 

 

 他の原因は考慮されず 

 

しかも配管損傷の原因は、九電の推定以外にも多く考えられる。たとえば、①復水器ド

レンが繋がっている「高圧給水加熱器」でのトラブル（配管損傷）、②タービン翼の破損に

よる金属片の混入、③海洋生物のフジツボの付着など配管の生物学的腐食、④振動などに

よる摩擦損傷、⑤海水中の化学成分による配管腐食、などである。しかし、これらについ

てきちんと検査が行われたとは発表されていない。 

それにもかかわらず、九電は応急的措置だけで、その他原因による可能性も明らかなの

に、稼働を強行した。最低でも、川内原発の稼働を止めて、8万本の復水器全配管を点検し

なければならなかった。また、復水器細管の劣化が見られるということは、蒸気発生器の

細管についても劣化の危険性があり、これも再点検するのが当然だということになる。 

 

  原子力規制委員会の対応――「復水器は安全上重要な施設ではない」 

 

さらに問題なのは、原子力規制委員会もこのような場当たり的対応を容認していること

だ。原子力規制庁の担当者は、稼働を止めて徹底した検査を行うように要求した市民団体

に対して、「復水器は、発電上重要な施設だが、安全上重要な施設ではない」と言って拒否

したと伝えられている注。 

（注）阪上 武（原子力規制を監視する市民の会）「８／２６川内原発の即時停止を求めて／緊急署

名提出と規制庁交渉」 http://kiseikanshi.main.jp/2015/08/28/hokoku/ 

これは、原子炉の「安全」というものを「正常運転」時の状態としてしか考えない、ま

ったくの倒錯した思考である。誰が考えてもわかるとおり、①停電や津波などにより海水

ポンプが停止してしまう事態が生じれば、冷却・復水が行われなくなる。原子炉冷却の最

終段が停止してしまう。②そうすると、復水器内の圧力は、タービンから流れて来る蒸気

によって一気に上昇する。復水器内の圧力は、海水による冷却が行われるという条件の下

で、またその条件下でだけ、非常に低く保たれている。その条件がなくなれば、加圧ポン

プの圧力である最大およそ 58気圧に向かって、急速に上昇していく。③九電の説明どおり、

ドレン口からの排水によって穴があく程度に細管が劣化し脆弱化しているとすれば、この

復水器内の圧力上昇の結果、海水の通る細管が破断するであろうことは容易に想像できる。
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④そうすれば、2次冷却水が破断部を通って海水へと大量に漏れ出す事態が生じるであろう。

⑤最悪の場合、これによって 2 次系の圧力が低下し、1 次系の加圧 154 気圧程度が、厚さ

わずか 1 ミリ余程度しかない蒸気発生器細管にかかることになる。⑥蒸気発生器細管は破

断し、高い放射能を含む 1 次冷却水が 2 次系に漏れ出す事態が引き起こされるであろう。

⑦これにより 1 次冷却水による原子炉の冷却が不備あるいは不能になり、メルトダウンと

いう重大な事態に陥りかねないことは、誰が見ても明らかだ。 

付言すれば、2号機は、この蒸気発生器細管の劣化が明らかであり、更新することになっ

ていたが、未更新のままの再稼働した。更新することになっていた蒸気発生器は、三菱重

工製で、米国サンオノフレ原発で更新後すぐに細管の不良が発見されたものと同型であり、

さらに危険であると指摘されている注。 

（注）「再稼働 川内原発の“大事故”が危ぶまれる本当の理由」『週刊朝日』2015年 9月 18日号 

http://dot.asahi.com/wa/2015090900135.html?page=1 

http://dot.asahi.com/wa/2015090900135.html?page=2 

驚くべき危険な「世界一厳しい規制基準」（安倍首相）というほかない。原発事故に対す

る政府・電力会社の基本的な考え方そのものは変化している。「事故は起こらない」から「事

故は起きてもよい」へと、「安全神話」から「確率論的事故容認論」（政府文書では 22年程

度に 1度福島クラス事故が想定されている）へと移行している注。脱原発を求める広範な運

動や住民の力で、再稼働そのものを中止させるほかには、福島のような苛酷原発事故は避

けられないように見える。 

（注）この点に関しては渡辺悦司「原発再稼働の経済と政治――経済産業省専門家会議『2030 年

度電源構成』の分析と批判」（市民と科学者の内部被曝問題研究会ブログ）を参照されたい。 

http://blog.acsir.org/?eid=43 

（以上の基となった文章は、ほぼ 1 年前、同トラブルの直後に書かれたものであること

を付言しておきたい）。 
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２．関西電力高浜原発 4 号機、再起動中の一次冷却水漏れ――保守現場の 

恐ろしく危険な実状 

 

 川内原発に続き、関西電力の高浜原発 4 号機の再稼働時トラブルを取り上げよう（同原

発は現在裁判所の差し止めにより停止中）。それが、現在進行中の再稼働のもつ致命的な危

険性を保守作業の現場レベルで集中的に示しているからである。 

 

  放射能汚染された一次冷却水が弁から漏れる 

 

関電の報告書によると、2016年 2月 20日、「１次冷却材系統の昇温に向け化学体積制御

系統の水をホウ素熱再生系統に通水したところ、『１次系床ドレン注意』警報が発信した」、

3 分後に通水を停止したが、その間に 34 リットルの一次冷却水が漏れ出したとされている

注。 

（注）関西電力「高浜発電所 4号機の管理区域内における水漏れについて」2016年 2月 20日 

http://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2016/0220_1j.html 

 ここで重要な点は、漏れ出したのが「一次冷却水」である点である。しかも、漏水速度

は、3分間で 34リットルとされ、日量にすると 16.3トンで決して僅少とはいえない。漏れ

続けた場合、炉心のメルトダウンにもつながる可能性もあったわけだ。 

 漏水して溜まっていた水（8リットル）からは、約 1万 4000ベクレルの放射能が検出さ

れた（漏水の総量 34リットルでは約 48万ベクレル）。関電は、これが「国のトラブル事象

の基準値（370万 Bq）に比べ、200分の 1以下の値」であるとして、問題ないとしている。 

だが、本格稼働中であれば、今回のような、一次冷却水からリチウムやセシウムなどイ

オン状の放射性物質を取り除く装置（冷却剤脱塩塔）での漏水は、深刻な放射能汚染をも

たらしたであろう。 
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図 5 関西電力による一次冷却水漏れトラブルの位置 

 

出典：関西電力「高浜発電所 4号機の管理区域内における水漏れについて 添付資料」 

http://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/02/20/0220_1j_01.pdf 

 

  関電、原因はボルトの緩みと報告 

 

漏水の原因について関電は、21気圧という高圧がかかっている弁（バルブ）の一つで「一

部のボルトの締め付け圧が低い状態であったため」と推定した。関電は、このボルトの締

め付けトルク不足を、「現場が狭隘な場所で一部のボルトに適正なトルクがかからなかった」

ためと説明している。 
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図 6 関電による高圧弁のボルトのゆるみの説明図 

 

出典：関電「高浜発電所 4号機の管理区域内における水漏れについて 添付資料」 

http://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2016/pdf/0222_1j_01.pdf 

 

だが、もしこの通りだとすると、わざわざこのような成り立たない言い訳をしたくなる

ような事情が、保守現場に現にあるということになる。つまり、①関電上層部から再稼働

前の点検範囲を狭くするようにとの指示や圧力や示唆があるのではないか、②保守点検作

業の下請化やコスト削減によって担当現場での極端な人員不足が生じているのではないか、

③現場作業員の士気や規律が低下している、ではないかということだ。 

というのは、今回のトラブルが生じた「後」でのチェックでは、「狭隘な」現場状況は変

わらないにもかかわらず、弁のボルトのトルクの調査も、弁を分解点検することも問題な

く実施できているからだ。さらに、「系統を隔離して加圧したところ」「（当該の）弁の弁箱

とダイヤフラムシート（弁を開閉する部品）の間から漏えいが認められた」とも書かれて

いる。すなわち、場所的な制約にもかかわらず、加圧検査も分解検査も、再起動前に検査

をやる気があればできたわけだ。 
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  当該高圧弁（バルブ）を 8年間も分解点検せず 

 

重要なことは、4年以上稼働していなかった原子炉を今回再起動する際に、きわめて「常

識的」な手順である基本的な安全確認、すなわちボルトが規定のトルクで締め付けられて

いることの確認が、やろうと思えばできたはずであるのに、なされていなかったという事

実である。 

さらに深刻な問題がある。関電の報告書は、「当該弁については、第 18 回定期検査(平成

20年 8月～平成 21年 1月)において分解点検を実施していることを確認しました」と書い

ている。だが、文字通り読めば、当該弁の本格的点検が、福島原発事故以前の 2008年 8月

の定期検査以降、すなわち 8 年間近くも行われていなかった事実を、同報告書は公式に認

めていることになる。 

 

 年 1回の検査を義務づけた「高圧ガス保安法」に違反 

 

 一般のプラントにおいては、「高圧ガス保安法」が適用され、高圧弁の 1年に 1回以上の

定期検査が法的に義務づけられている。しかも、内部の腐食状況の確認・整備、グランド

パッキン［軸封部］の状況の検査など点検事項が決められている。 

4年以上動いていなかった装置を動かす際には、高圧部のバルブのボルトの締め付けを点

検するのは、一般プラントでは普通の常識的措置であろう。8年も内部点検やグランドパッ

キンおよびシールなどの交換をしないままに、4年間休止していた装置をそのまま稼働する

というのは、一般プラントでは脱法あるいは違法な操業となる。だが原発ではそうではな

い。 

弁の故障や漏水が生じた場合に、放射能で高度に汚染される危険があり、メルトダウン

による苛酷事故につながりかねないような、１次冷却水を扱う高圧弁については、当然最

低でも「高圧ガス保安法」の精神と規定が生かされなければならない。そうでなければ「安

全」は最初からありえない。 

 「高圧ガス保安法」の規定との比較だけからみても、関電が当該弁の本格的な点検を再

起動前に行うことなく 8 年間も放置した状態で再稼働作業に着手したことは、社会常識か

らも道義的にも重大な保守義務違反と言わざるを得ない。同時に、そのような原発保守の

規律が緩んだ状況を放置し容認している原子力規制委員会の姿勢は、「安全」とはほど遠い

ものであり、「安全無視」としかいいようがない。 

 

  「何でもない」トラブルから炉心溶融に――原発固有の危険性 

 

 もちろん、弁からの水漏れというようなトラブルは、原発以外のいろいろなプラントで
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もよく起こる事象である。「取り立てて問題にすることはない」という評価もあるかもしれ

ない。だが、このような「何でもない」ように見えるトラブルが、放射能汚染や炉心溶融

を含む重大事故に導く巨大な危険をはらんでいることこそ、原発の避けがたい特質なので

ある。だから原発は動かしてはならないのだ。 

関電は、「当該弁のダイヤフラムシートを新品に取替えるとともに、当該弁をはじめ、１

次系冷却水が流れる系統の同種の弁（弁駆動軸が水平方向の弁）について、適正に締め付

けられていることを確認した」として、その他の再点検を行うことなく、予定通り再稼働

作業を強行した。そして起こったのは、発電機の送電網への接続の失敗と、原子炉の緊急

停止であった。これについては次に検討しよう。 

  



14 

 

３．関電高浜原発 4号機、送電線網への接続失敗と原子炉緊急停止――「失 

態」どころではない再稼働現場の恐るべき実態 

 

写真 1 トラブル発生時の高浜原発 4号機中央制御室の状況、産経新聞インターネット版より 

 

 

  「失態」（産経新聞） 

 

 関西電力高浜原発 4 号機は再稼働した後、突然、自動的に緊急停止した。大津地裁の仮

処分によって運転が停止されるよりも前のことだ。産経新聞（インターネット版）から、

この「失態」シーンの描写を引用しよう。それを誇張とか扇情的とかと批判できる者はい

ないはずだ。同紙は、再稼働推進を主張する原発推進勢力の宣伝機関だからだ。 

 「『（電気を送電線に）投入します。投入！』 

 2月 29日午後 2時ごろ、高浜原発 4号機の中央制御室。運転員がレバーをひねった途端

に警告音が鳴り響き、運転員らが慌ただしく動き出した。関電幹部や福井県、高浜町の担

当者が居並び、報道のカメラが撮影するなかで起きた事態だ。騒然とした室内に驚いた人

も多いだろう。 

 高浜 4 号機は、その 3 日前に再稼働したばかりで、その日は発電機を動かして発電と送

電をスタートする予定だった。それが、まさに発電機と送電線網をつないだ瞬間の出来事

だった。発電機などの故障を知らせる警報が鳴り、発電機は自動停止。タービンや原子炉

が自動停止した。 

 関電にとっては、1月に再稼働した高浜 3号機に続く 2基目の再稼働で、原発の安全性を

広くアピールする場になるはずだった。ところが、4 号機は直前に１次冷却水が漏えいし、

原因究明まで再稼働への作業を止めている経緯もあり、トラブルが相次ぐ結果になった。 

関電幹部は『あってはならないタイミングでのトラブル。ふがいない限り』と肩を落と

した」（藤谷茂樹記者「現場力の『劣化』？ 関電、本当に危機かも 規制委も『あ然』高

浜原発の緊急停止」注より。同記事の意味については後に検討する）。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjln4v6-4nOAhUDnpQKHfj4AI0QjRwIBw&url=http://www.asahi.com/articles/ASJ2Y4V5TJ2YPLFA008.html&psig=AFQjCNHSl5IeXyYNr6suHkBLtGeIKYXG8Q&ust=1469376422621136
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 （注）産経WESTのホームページで見ることができる 

   http://www.sankei.com/west/news/160425/wst1604250001-n1.html 

 

  関電、「設定ミスが原因」と規制委に報告 

 

このトラブルについて関電は、3月 9日に、原子力規制委員会に報告を送り、概ね次のよ

うに説明した（「高浜発電所４号機 発電機自動停止に伴う原子炉自動停止について」）。 

①「発電機と変圧器の故障検出を受けて発電機を送電系統から切り離す信号を出す継電

器」あるいは「保護リレー」（回路ブレーカーのこと、本来の継電器はデジタル化工事中で、

別の継電器を「代替として暫定運用」していた）が、このような「運用の変更」を「考慮

した設定値としていなかった」（主変圧器定格電流の 30％で動作する設定のままであった）

ため、②送電線網への接続時、送電線と発電機との波形のズレ［「位相差」］によって、送

電線から発電機の方向に（つまり逆方向に）、過大な（上記設定値 30％を超える 35％の）

逆電流が流れ、③当該リレーが作動して、④送電線への接続を遮断し、⑤「発電機が自動

停止するとともに、タービンおよび原子炉が自動停止した」と。 

 

図 7 今回のトラブルについての関電の説明の図 

 

 

「対策」として関電は、保護リレーの設定値を、現行の主変圧器定格電流の 30％から 90％

に引き上げ、このリレーが作動する領域を大きく減らしたとした。要するに保護リレーが

働かないように保護リレーの容量を大きくしたというわけだ。家庭で言えば、ブレーカー

を 30アンペアの代わりに 90アンペアにするようなものだ。 
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図 8 今回のトラブルへの対策についての関電の説明の図――作動しないよう保護リレーの容量を上げる 

 

図 7～8出典：関電「高浜発電所 4号機の原子炉施設故障等報告書の提出について 添付資料 1」 

http://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2016/pdf/0309_1j_01.pdf 

 

  設定値を定格の 90％まで上げて安全か？ 

 

 ただ、報告書によれば「過去に他のプラントで当該リレーに該当するリレーを発電機内

部故障の検出の代替として（今回と同じように）運用し、並列操作（送電線網への接続）

を行った実績があること」から「設定値の変更は必要ないと判断していた」とされている。

今までは 30％の設定で何の問題もなかったわけだ。 

だから、今回なぜ保護リレーが作動するほどの逆電流が流れたかという根本的な原因を

明らかにしなければならないはずである。前述の産経新聞記事は、接続レバーを操作した

運転員がタイミングを取り違えた人的操作ミスの可能性を指摘して、関電の「現場力の劣

化」を警告している。だが、関電報告書は、運転員によって「正常に操作が行われている

ことを確認した」とし、過大な逆電流の原因についてまったく何の指摘も示唆も行ってい

ない。 

 保護リレーの設定値を事前に変更しなかったことは、今回のトラブルの「原因」ではあ

りえない。裁判所の仮処分がなければ、関電は、トラブルの真の原因を明らかにしないま

まに、設定値を上げるというあまりにも安易で杜撰なやり方で半月後に再度再稼働しよう

としていた。 

このような設定値の変更は、安全上も重大な問題をはらんでいる。設定値を主変圧器の

定格電流の 90％にまで高めた場合、定格電流ギリギリであり、安全上の余裕が極めて少な

くなる。保護リレーが作動する際、瞬間的には定格以上の逆電流が流れる可能性があり、

主変圧器はもとより発電機の各部分や他の機器に悪影響が及ぶリスクは十分に考えられる。

このような定格電流の安全上の余裕を考慮して、今まで定格の 30％に設定されていたはず

なのである。 
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 あまりに杜撰な再稼働 

 

だが、ここでも最大の問題は、「保護リレー」という安全上重要な機器の一つが事前にま

ったくチェックされることなく原発の再起動が行われた事実にある。再稼働作業における

関電の杜撰さは、産経すら「関電本当に危機かも」と示唆するとおり、危機的レベルにあ

るというほかない。 

関電報告書は、「対策」「再発防止に向けた取り組み」という項目に、これから行う措置

を列挙している。裏返せば、これらの措置は、今まで実行されてこなかったのだ。 

「過渡変化（送電線への接続）時を含めた定量的な電流評価」「過渡電流（送電線接続時

の電流）検討のチェックシートの活用」「過渡変化時の潮流（逆電流のこと）に関する社員

教育」「メーカーで実施する対策の実施状況の確認」「設備の追加・取替・撤去を行った工

事での保護リレー、水位計、警報等の設定値等の変更の妥当性の確認」――これらすべて

が行われることなく今までの原発の稼働や今回の再稼働が進められてきた。とくにこの最

後の項目が今までまったく行われてこなかったと関電が認めているのは、驚愕すべき事実

である。 

規制委員会もまた、そのような関電側の杜撰な安全管理体制をチェックしないまま再稼

働を承認してきたのである。恐ろしいことだ。 

 幸い、高浜原発は、脱原発運動と広範な世論をバックに、稼働していた 3号機も含めて、

大津地裁の運転差し止めの仮処分によって停止された。だが、関電には何の反省もない。

現場の危機的状態をそのままにして、何とか裁判所を動かし、原発の再稼働への策動を進

めている。 
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４．マスコミが指摘する原発保守の「現場力の劣化・危機」、その本当の意 

味とは？――崩壊しつつある被曝労働現場の実態 

 

 周知の通り、関西電力高浜原子力発電所 3号機は、3月 9日、大津地裁の仮処分決定によ

って、運転が停止された。裁判所の判断に、前述の 2月 29日の四号機の送電線接続トラブ

ルによる原子炉緊急停止が影響したかどうかは知る由もないが、このトラブルが、原発・

再稼働の推進を主張する支配層側のマスコミにさえ、強い衝撃を与えたことは確実である。 

 

日経社説――「関電は安全確保に厳しく向かい合っているか心配」 

 

 「財界の機関紙」的な存在であり、財界中枢の意図を忠実に反映するといわれる日本経

済新聞が、その「社説」で、「（裁判所の仮処分には）関電や国が重く受け止めるべき点も

多い。高浜 4 号機は 2 月末に再稼働したが、直後に緊急停止した。大津地裁が指摘したよ

うに、関電は安全確保に厳しく向き合っているのか、心配だ」と書いたことは注目に値す

る。つまり日経新聞は、間接的表現ながら、関電が「安全確保に厳しく向き合っていない」

と批判したのである注。 

（注）「原発止めた地裁判断への疑問」2016年 3月 13日付社説 

http://www.nikkei.com/article/DGXKZO98377090T10C16A3PE8000/ 

 

  産経記事――関電、「現場力の劣化」「本当の危機」 

 

 産経新聞の前出記事の特徴は、日経よりもさらに踏み込んで、緊急停止トラブルのなか

に、関電の安全保守管理における「現場力の劣化」を見出し、しかもそれが「危機」的状

況であることをストレートに指摘した点にある。つまり「原発の長期停止が現場の運転員

らの技術や知見などを細らせている影響が表面化した」というのである。 

 もちろん、これは、「現場の運転員の技術や知見」を維持するためにも、原発の再稼働を

大規模に進め、日常的に原発が稼働している状態をつくり出すことによって現場力の危機

を克服するべきだという主張を示唆するためかもしれない。だが、それにもかかわらず、

関電の「現場力の劣化と危機」を公然と指摘したことの重要性は明らかだ。 

 

  規制委、関電報告書をそのまま承認 

 

 政府の原子力規制委員会は、4 月 6 日、関電の前記報告書を協議し、そのまま了承した。

産経記事によれば、「田中俊一委員長は『（トラブルの内容が）電力専門の会社なのに今さ

らだ。社会的信頼の喪失は大きく、深刻に反省してほしい』とにがりきった表情だった」
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という。つまり、田中委員長は、関電に対してこの程度の苦言を呈した以外は、懲罰措置

はもちろん是正勧告も再調査も行うことなく、再度の再稼働作業を無条件に承認したわけ

だ。 

規制委は、原発推進派のマスコミが、今回の原子炉緊急停止トラブルに対して、「関電は

安全確保に厳しく向き合っているのか心配」「現場力の『劣化』、本当に危機かも」と警告

したにもかかわらず、田中委員長のこの程度の「お小言」だけで、関電を許した。裁判所

の仮処分が撤回されさえすれば、関電は、再び再稼働作業に取り組むことが行政上可能に

なった。何の再点検も、安全管理体制改革も必要なく、原発を動かしてよいのである。こ

れが今の規制委の姿勢である。それは、「無責任」という言葉を越えて、あたかも電力会社

に対して、次の福島原発級事故を起こしてもよいから、ともかく原発を動かすように促迫

するかのようだというほかない。 

 

  原発「現場力の劣化と危機」とは何か？ 

 

 明らかになった「現場力の劣化と危機」について、産経も日経も規制委員会も何も具体

的に考えない。原発の安全保守現場の具体的状況を考えない。彼らは、その現場が、危険

な高線量の放射線被曝労働であるという事実を無視している。無知なのか意図的に隠して

いるのかは分からないが。 

高温高圧の水や蒸気を扱う保守の現場では、水漏れや蒸気漏れは日常的に起こっている。

原発では、老朽化していくにつれて、放射線による設備の脆弱化や劣化によって保守必要

箇所が増大するだけではない。過去の漏水や漏洩もまた現場の放射能汚染として積み重な

っていく。すべてを除染することはできない。結果として、保守現場のいたるところに、

作業が困難な高い放射能汚染の箇所や区域が広がり、汚染箇所の放射線レベルがますます

高くなっていく注。だから、産経新聞の指摘する「現場力の劣化と危機」とは、客観的には、

放射能汚染が進み、安全保守作業がきわめて困難となり、高線量の被曝と高い労働コスト

が伴うような現場状況のことなのである。 

（注）この点に関しては、2016年 8月 6日第 57回日本社会医学会総会で配布された高木和美氏のレ

ジュメ「末端原発労働者の健康・生命破壊が労災補償から遠ざけられるメカニズム――1980 年代お

よび 2012年以降の聴き取り調査から」を参照した。概要は、以下のサイトにある。 

http://jssm.umin.jp/lectures/2016.pdf 

このあたりの事情を、日立で 20年以上原発の建設と保守の現場において現場監督として

働いてきた故平井憲夫氏（1997 年逝去）は、がんと闘いながら残した遺言的な手記『原発

がどんなものか知ってほしい』において次のように記している注。 

 （注）http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html#page12 にて読むことができる 

 

 元現場監督の貴重な告白 
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「（現場の作業員に対して）ボルトを締める作業をするとき、『対角線に締めなさい、締

めないと漏れるよ』と教えますが、作業する現場は放射線管理区域ですから、放射能がい

っぱいあって最悪な所です。作業現場に入る時はアラームメーターをつけて入りますが、

現場は場所によって放射線の量が違いますから、作業の出来る時間が違います。分刻みで

す。…ネジを対角線に締めなさいと言っても、言われた通りには出来なくて、ただ締めれ

ばいいと、どうしてもいい加滅になってしまうのです」。 

 

写真 2 6月 2日の東海第 2原発の濃縮廃液貯蔵タンクからの高濃度放射性廃液の漏洩現場――このような

高線量に汚染された現場の生々しい写真が公表されることはあまりない（日本原電のホームページより） 

 

出典：日本原電「東海第 2 発電所 管理区域内での放射性廃液の漏れについて（原因・対策）」2016 年 7

月 25日 http://www.japc.co.jp/news/press/2016/pdf/280725.pdf 

 

「稼動中の原発で、機械に付いている大きなネジが 1 本緩んだことがありました。動い

ている原発は放射能の量が物凄いですから、その 1本のネジを締めるのに働く人 30人を用

意しました。一列に並んで、ヨーイドンで 7 メートルくらい先にあるネジまで走って行き

ます。行って、一、二、三と数えるくらいで、もうアラームメーターがビーッと鳴る。中

には走って行って、ネジを締めるスパナはどこにあるんだ？といったら、もう終わりの人

もいる。ネジをたった一山、二山、三山締めるだけで 160 人分、金額で 400 万円くらいか

かりました」。 

 これが、ボルトの緩みについての関電の言い訳的な報告書の裏にある真実である。 
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写真 3 関西電力高浜 4 号機の一次冷却水の漏水現場（関電報告書より）――作業員は、平井氏の指摘す

る通りの「分刻み」あるいは「イチ、ニ、サン」的な作業をして高線量の被曝をしたはずである。 

 

出典：前掲関電「添付資料」 

 

  被曝がもたらす健康破壊によって現場力・熟練が破壊されていく 

 

しかも、「現場力の劣化」にはまた別の側面がある。前掲の高木和美氏の報告が示すよう

に、原発における被曝労働に固有の諸条件によって次の結果が避けられない。 

第一に、労働現場での放射線被曝によって、「現場力」すなわち労働の熟練の形成は大き

く阻害される。つまり、熟練した労働者は、①被曝許容量の上限に達することによって、

②放射線関連の健康被害による病気や死亡（平井氏自身も含めて）によって、労働力から

脱落していく（労災補償からも統計からも排除される形で）。政府は、①を引き上げた（作

業員の累積被曝許容量を今までの 100 ミリシーベルトから 250 ミリシーベルトに）が、そ

れは必然的に②をそれに見合う形で増やすことになるであろう。 

第二に、現場の被曝労働者のほとんどは電力会社の社員ではない。「多重下請け構造」の

末端労働者である。10 層にも及ぶとされ、暴力団的要素の関与が指摘される、このような

前近代的で半奴隷制的な労働関係（「被曝奴隷制」といわれる）は、原発保守作業の効率や

確実性や安定性を根底からほり崩している。現場の安全意識が喪失し、現場の士気が退廃

するのは避けられない。そのような現状が明らかになっているにもかかわらず政府・電力

会社の側からは、現場末端労働者の労働環境・放射線防護に関しても、雇用関係に関して

も、改革や民主化の議論も計画も努力も何もなされようとはしていない。 

反対である。前述の高木氏が警告するように、政府・電力会社・裁判所・労基局・地方

行政から末端の下請け企業・医療機関・地域社会に到るまで、原発被曝労働者の実状を系

統的に隠蔽し、現場の実情を家族にさえしゃべらないように強制し、労災補償の体系から

遠ざけ、犠牲者を闇から闇に葬る体制が、系統的に追求されている。 

「現場力の劣化と危機」とは、まさしく、原発において避けることのできない、現場労
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働者の健康と生命を犠牲にした発電システムの危機なのである。 

 

-------------------------------------------- 

 

これら原発保守現場の危機的状況を押して老朽原発を次々再稼働すれば、何が起こるか

は自ずと明らかである。あたかも自ら進んで第二第三の福島級重大事故に突進しているよ

うなものである。原発の全面的な廃棄しか道はない。 
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