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債務者の２０１１年１０月３０日付主張書面の認否反論 

第１ 上記書面第２章について 

１ エネルギーの安定供給について 

（１）債務者は，原子力発電の燃料となるウランが，中東への依存度の高い石

油に比べ，政情の安定した国々に分散して存在することから供給の安定性

に優れているなどとして，原子力発電がエネルギーの安定供給に有利な発

電方法である旨主張する。 

この点，大島謙一著「再生可能エネルギーの政治経済学」を参考に，環

境エネルギー政策研究所の作成したデータでは，平成１８年～平成１９年の

ウランの世界エネルギー貢献比率は６．２パーセントにすぎず，今後原発の

基数が増えて行けば，ウランに対する需要も高まる。平成１９年１月，国際エ

ネルギー機関（ＩＥＡ）は，「世界３１か国に計４３８基ある原子炉は，２０３０年に

は８１５基まで増える」との推計を発表している。仮に，原子力が世界のエネ

ルギー供給に石油と同等の貢献をするようになると，資源の消費ペースは４

倍に速まるので，単純計算すると，可採年数は３０年前後になる見通しである

（甲６３号証：７２頁）。これに伴い，ウランの獲得競争は今以上に激しくなるこ

とが容易に予測でき，そうなるともはや安定供給に有利とは言えなくなる。 

 

２ 地球温暖化について 

（１） 被告は，原子力発電が，大規模発電を実現しつつも，発電過程で二酸

化炭素を排出しない発電方式である旨主張する。 

（２） 化石燃料を燃焼させる発電方式である火力発電と比較すると，原子力

発電は，発電過程そのものでは二酸化炭素を排出しないことから，地球温

暖化への影響は少ないといえる。 

 この点，債務者も考慮している，ライフサイクル全過程で発生する二酸化

炭素排出量を検討すると，各種の発電方式を検討すると，発電量１ｋｗｈあ

たりの二酸化炭素排出量（ｋｗｈ／ｇ）は次のとおりとなる（甲６４号証）。 

石炭火力  ９４３ 
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石油火力  ７３８ 

ＬＮＧ火力  ５９９ 

ＬＮＧコンバインド ４７４ 

太陽光   ３８ 

風力     ２５ 

原子力   ２０ 

地熱   １３ 

水力   １１ 

このように，原子力発電は，火力発電と比較すると，二酸化炭素排出量

は極めて少ない。 

しかし，地熱や水力といった自然エネルギーと比較すると 善とは言えな

い。また，太陽光や風力は，現時点ではライフサイクル全体でみた二酸化

炭素排出量は，原子力発電よりも多いが，これらは比較的新しい発電方法

であり，今後の技術革新や設備の量産効果によって，排出量の削減が期

待できる。 

そうすると，原子力発電は，地球温暖化の観点からみても， 善の発電

方法とはいえない。 

（３） また，今回の福島第一原子力発電所の事故のように，大規模な放射能

漏れ事故が発生すると，周辺へ放出された放射能の除染作業，近隣住民

の避難活動，代替発電設備の確保，破損した原子炉及び建屋の保全や

復旧作業，その後の設備の廃棄作業，事故で発生した大量の廃棄物の維

持管理にあたり，想像を絶する量のエネルギーが費消されることになる。事

故が起こった場合の二酸化炭素排出量の影響は，火力発電所で事故が

起こった場合の比ではない。 

（４） したがって，温室効果ガスの排出量規制の対応として原子力発電を行

うことは有効ではない。 

（５） なお，環境への負荷という意味では，二酸化炭素排出量のみを見るの
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ではなく，燃料となるウラン等の採掘の際に発生する残土の処理（我が国で

も岡山県で問題となっている），使用済み核燃料や放射性廃棄物の維持

管理，放射能漏れによる影響も考える必要がある。 

環境負荷の観点から考えても，原子力発電が適切な発電方法とはいえ

ないのである。 

３ 経済効率性について  

（１）債務者は，原子力発電は，火力発電等と比べ１ｋｗｈあたりの発電原価

が低廉であり，また，発電コストに占める燃料費の割合が小さいため，発電

コストが燃料の値上がり等の価格変動に左右されにくい，化石燃料の過度

の価格高騰を防ぐことができるから，エネルギー界全体のコスト低減，経済

効率性向上に貢献する旨主張する。 

（２）① しかし，債務者の主張する発電減価は，次のような債務者にとって

有利な前提を与えてようやく成り立つものである。 

発電事業は，燃料費より発電施設などの固定資本部分に多くお金がコ

ストがかかるので，設備稼働率を高く設定したり，耐用年数を長く見積もれ

ば，それだけ「施設を効率よく使った」ということになり，発電単価は下がる。

政府試算では，原子力発電や火力発電の設備稼働率を８０パーセントと

仮定しており，債務者はこの数値を前提としているが，実際には，平成２２

年以降，電力９社の全体で見て，原子力発電の稼働率が８０パーセント以

上になったことはない（甲６５号証：４４頁）。 

② 立命館大学国際関係学部大島堅一教授によると，有価証券報告書総

覧からすると，毎年の研究開発費や立地対策を合わせた約４０００億円を

除いても原子力発電と発電単価が高いと言われる火力発電の発電単価

はほとんど変わらないとのことである。それどころか，電源ごとの発電量当た

りの財政支出も考慮すると，昭和４５年から平成１９年の電源別総合単価

は，原子力発電が１０．６８円，火力発電が９．９０円となり，前者が他の電

源の中で一番高額となっている（甲６５号証：４８頁）。 



その他，原子力発電には，他の電源にはない特有の問題として，バック

エンド費用（使用済み燃料と放射性廃棄物の取り扱い費用）と莫大な事

故の補償費用がつきまとう点を考慮しなければならない。バックエンド費用

は，平成１６年に総合資源エネルギー調査会が出した報告書によると，１８．

８兆円になるとのことである。しかも，この数字は，再処理費用の一部しか

反映しないなど，非常に甘く想定された試算である。 

  これに今回の福島の原発事故で明らかになったとおり，莫大な事故の補

償費用を加えると，原発の発電単価は，他の電源に比べ圧倒的に高額で

あると言わざるを得ないのである。 

（3） 朝日新聞（平成２３年１１月２３日）によれば（甲６６号証）， 

「政府の『エネルギー・環境会議』のコスト等検証委員会の公開データで原

発の発電コストを試算したところ，発電量１キロワット時あたり約７．７円となり，

２００４年の政府資産より約４割高となった。 

 朝日新聞は検証委の委員を含む複数の専門家に試算を依頼した。資産

に使ったデータは検証委が公開した原発の建設費や人件費，燃料費など。

また，原発出力は１２０万キロワットで，稼働率が８０％，稼働年数は４０年な

どと想定。原発から出る使用済み核燃料は再処理するとした。計算方法は

国際エネルギー機関（IEA）でも一般的に採用されている計算方法を使い，

資本費と運転維持費，燃料費の合計を発電電力量で割って１キロワット時

あたりのコストをはじいた。 

 経済産業省資源エネルギー庁が０４年にほぼ同じ条件で試算した原発コ

ストは約 ５．３円 。今 回 の試 算 で

は約６．５円で，放射能が漏れだ

す過酷事故が起きた場合の費用

を算出した『事故リスクコスト』とし

て，約 １．２円 を足 すと計 約 ７．７

円だった。事故リスクコストには廃

炉費用も含まれる。 

 事故リスクコストは，内閣府原子力委員会が１０月下旬に公表した試算結
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果を援用。東京電力福島第一原発の１～３号機の３基の事故を『３回』と数

え，事故の発生確率を『５００年に１回』，除染などにかかる損害費用を約５

兆円とした。 

 ０４年当時の原発コストは他の電源に比べて も安かった。ただ，原発稼

働率の想定を８０％よりも落とせば発電コストは高まり，事故の追加費用が

発生する可能性もある。条件によっては今回の資産よりもさらにコストが上が

りかねない。」 

４ 本件各発電所の必要性  

（１） 債務者は，原子力等の電源のうち特定の電源が使用できないとなると，

安定供給，環境保全及び経済性に大きな影響を与えること，債務者の発

電電力量の電源別構成比において，原子力発電は約５１パーセントを占

めること，本 件 各 発 電 所 の運 転 は，債 務 者 の所 有 する原 子 力 発 電 所 の

過 半 数 をしめているので，関 西 地 域 の社 会 全 般 を支 える電 力 の安 定 供

給のために必要不可欠などと主張する。 

（２） この点，日本の電力は火力発電が全体の６５パーセントを，原子力発

電が３０パーセントを賄っていると言われるが，実際は，原子力発電は出

力調整ができないので，全出力で優先的に動かし，火力発電を休ませて

いることからこのような数値になるにすぎず，原子力発電の発電設備全体

の量からみると（各電源が 大限発電した場合の出力量）全体の２０パー

セント程度にすぎない（甲６７号証：５２頁）。原発が止まったとしても，発電

設備量が全体の６０パーセント以上を占める火力発電所の設備利用率を

上げれば，電力不足は起こらないのである。 

実際に，この夏，全国に５４基ある原発が停止しても，電力は不足しなか

った。関西についても，７月末に大飯，高浜原発の各４号機が定期検査で

停止し，７月１６日には調整運転中の大飯原発１号機が冷却装置のトラブ

ルで停止し，急速に供給事情が悪化したが，そのような状況であっても，電

力不足でトラブルが発生するなどといった事実はなかった（甲６８号証：１７
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頁）。債務者のいうように特定の電源が使用できなくても，安定供給，環境

保全，経済性に大きな影響を与えることはないのである。 

 

第２ 上記書面第３章について 

１ 福島事故原因編 

（１） 債務者が第３章で主張する内容は，要するに，福島第一原子力発電所

で起こった事故は，債務者の原発では発生しないとするものであるが，その

根拠としては，福島第一原発ではとっていなかった対策を本件原発ではとっ

ているというが，それは具体的主張をしているのではなく，殆どの原発に共通

の安全対策を述べているにすぎない。また，債務者は，各所で「今回の福島

の事故は津波によるものであって地震によるものでない」との政府のＩＡＥＡで

の報告書を引用しているが，そのことは福島第一原発の事故の原因が解明

され，福島第一原発の第一撃の原因が地震による配管破断であったこと，メ

ルトダウンが想定外の津波によってもたらされたのではなく，地震によって配

管が破断したことによるものであることが明らかになれば，福島原発を襲った

地震は想定内のものであり，それによって配管破断が起こったのであるから，

本件原発にも当然にメルトダウンの危険が生じるのである。 

（２） この点について，田中三彦氏のグループは，週刊朝日 11 月 4 日号にお

いて（甲６９号証）， 

「元原発設計者のサイエンスライター田中三彦さんは，『福島第一原発の

事故は津波で起こった。地震で原発は壊れていない』とする東京電力の

公式見解に，真っ向から異議を唱えている。もし地震で壊れていたのなら，

ほかの原発の安全性にも大きな影響を与える。」 

「田中 東電のデータを解析すると，配管破断の可能性が排除できない。

初に水素爆発を起こした１号機の圧力容器は，水位が急激に低下し，

圧力も落ちた（運転時は７０気圧が約８気圧に）。また，圧力容器の外側に

ある格納容器の圧力は設計上の限界値の２倍近くまで上がった。いずれ

も地震で圧力容器につながる配管のどこかが破損して，そのために起こっ

た現象と考えられる。配管だけでなく，いわゆるマークＩ型格納容器のドー
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ナツの形をした『圧力抑制室』もやられていると見ている。」 

「田中 圧力容器につながっている『再循環系配管』は何十トンという重い

ポンプを抱え込んでいるため，激しい地震に持ちこたえられるかどうかが，

問題になっている。原発メーカーの技術者ならだれでも，たとえばそういう

部分の配管破断を疑うはずだが，政府が６月にＩＡＥＡ（国際原子力機関）

に出した報告書ではそういう議論は一切されていない。そこがおかしいと思

う。」 

「田中 今回の事故原因は当面，白黒決着がつけられない。なぜかという

と，格納容器内部の配管を直接調べることができないからです。放射能レ

ベルが高いので内部に入れるようになるまでに，十数年はかかるでしょう。

ロボットを入れても，巨大な格納容器内には配管が何本も通っていて，し

かも保温材や金属カバーで覆われているので，直接配管は見えない。事

故を分析するときは，起こりうることを，すべて考える必要があります。当然，

地震の影響を算定して，正しく評価しなければいけない。」 

「田中 とくに１号機は地震で配管が破壊されたと考える方が合理的です。

１号機は，非常用復水器（ＩＣ）と接続している再循環系配管が破断した可

能性がある。ＩＣは電源が失われたとき，原子炉（圧力容器）で発生する蒸

気を冷やして水に変えて原子炉の圧力を下げ，つぎにその水を再循環系

配管経由で炉心に戻して，原子炉を冷却する装置です。 

 地震発生直後に制御棒が入って原子炉が自動停止。その６分後にＩＣ

が動き始めています。３月１１日午後２時５２分です。ところが午後３時３分，

わずか１１分動かしただけで運転員がＩＣを手動で止めてしまった。 悪の

事態に も頼りになるシステムを止めるとは，命綱を自ら切るようなもの。」 

「広瀬 ７月２７日に国会の非公開のヒアリングが行われて，田中さんも出

席していましたね。議事録を手に入れたのですが，地震で破壊された可能

性を指摘する田中さんの質問に，東電も原子力安全・保安院も，まったく

答えられない。やり取りの中で，肝心なところはぜんぶ隠して，僕から見れ

ば明らかに嘘と分かることも言っている。彼らが嘘をつかなければならない

理由は，はっきりしている。田中さんの説を認めると，すべての原発が危な

いことの実証になるから。それが明らかになれば，阪神大震災を受けて０６
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年に改められた耐震設計審査指針を，根本から見直さなければならない。

事実上，原発は再稼働できなくなる。」 

「田中 ３月１１日の地震で福島第一原発の揺れは，５００ガル（ガルは加

速度の単位）前後。ところがここ数年，２千ガルを超える地震が相次いでい

る。０３年宮城県北部地震，０４年新潟県中越地震，０７年新潟県中越沖

地震はいずれも２千ガルを超えた。０８年の岩手・宮城内陸地震では４千

ガルを超えて，山が一つなくなってしまった。 

 原発は非常に精密に設計をしているような誤解を与えているけれど，複

雑な形の構造物なので，地震の揺れから配管の強度まで，それぞれの専

門家が様々な仮定を重ねて，このくらいならという線で造るから，いろんな

誤差が入り込む可能性がある。僕が福島原発事故の原因として考えてい

るのは，地震の揺れの回数の多さです。」 

「広瀬 だから，国としては地震で配管がこんなに簡単にやられてしまうこと

がはっきりしたら，今までの耐震設計審査指針は何なのか，という問題に

戻ってくる。ところが地震で壊れたことを隠し続ける国は，ストレステストなる

ものを行って，原発の再稼働にお墨付きを与えようとしている。」 

「田中 ストレステストなどと言う前に，福島第一原発の事故原因を，地震

による配管破断も含めて検証するべきです。その一助となるべく，１０月２６

日に衆議院第２議員会館で，東芝で格納容器を設計していた渡辺敦雄

さん，後藤政志さんとともに，議員に対する勉強会を開きます。圧力抑制

室の水が地震時にどう揺れるか，詳細なシミュレーションを公開します。記

者も参加できるので，地震によって破壊された可能性があることを，報道で

多くの人に伝えてもらいたい。」 

と報告している。 

（３）福島事故原因論には別の援軍も登場した。 

「東京電力福島第１原発２号機で，原子炉格納容器下部の圧力抑制プ

ールが地震の揺れで早期に損傷したか，劣化した可能性が高いとする解

析結果を１９日までに，原子力安全の専門家がまとめた。 

解析したのは日本原子力研究開発機構の元研究者で，社会技術システ

ム安全研究所（茨城県ひたちなか市）の田辺文也所長。 



 11

 田辺氏によると，福島第１原発では地震３日後の３月１４日午後９時半す

ぎ，原発敷地境界の放射線量が急上昇した。２号機では直前の同９時１８

分，圧力が高くなった原子炉圧力容器から放射性物質を含む蒸気を圧

力抑制プールに逃がす操作をしていた。この前後に他号機では放射性物

質放出につながる出来事や操作は見当たらなかった。 

 ２号機は当初，津波による電源喪失で溶け落ちた燃料が格納容器に達

し，１５日朝，その熱と圧力によって圧力抑制プールが破損したと考えられ

ていた。しかし，それに先立つ１４日の夜，圧力容器から蒸気を抜くという

想定内の作業をしただけで周辺の放射線量が高まったことは，早い段階

で既に同プールに損傷があった可能性をうかがわせる。 

田辺氏は，「圧力抑制プールには接合部や保守点検で人が入るための

開口部など，弱い部分がある。地震の揺れで破損したか，少なくとも劣化

して，その後の操作に耐えられなかった可能性を調べるべきだ」としてい

る。」 

「東京電力福島第１原発事故で，地震の揺れが安全上重要な機器に損

傷を与えたかどうかをはっきりさせるには，廃炉の過程で実物を調べるしか

ないが，専門家が一定の根拠をもって疑いを指摘していることは重要だ。

津波以外にも事故原因が浮上すれば，他の原発を動かしていいかどうか

の判断にも大きく影響するからだ。」（甲７０号証） 

２ 安全指針失効論について 

 債務者は，自分たちは安全性について主張立証を尽くしているというが，そ

の安全性は今や完全に破たんした「安全神話」に基づいて設定された既行

安全審査指針に従って審査され，認可されたものに依拠して主張しているに

すぎない。 

「安全指針の失効」についての反論として，所定の手続きを経ることなくし

て省令等が失効するものではないとか，指針類の一部に不備があっても

当該指針が失効するものではないというが，国会の質問に対する答弁に

おいて，繰り返し指針の不合理性を認め，指針の見直しを約束し，国際

公約までしているのであるから，行政庁が失効を宣言したものにほかならな

い。 
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 ストレステスト実施に際して，「わが国の原子力発電について，稼働中の

発電所は現行法令下で適法に運転が行われており，定期点検中の発電

所についても，現行法令にのっとり安全性の確認が行われている」との安

全指針の有効性を前提とする政府の統一見解が出ていることを執行して

いないことの根拠とするが，この統一見解は，それまでの国会審議におけ

る政府の答弁と全く矛盾するものであり，指針の有効性を裏付けるものと

はなりえないのである。 

３ 大地震，津波による危険性とストレステストについては， 

「共同通信社・識者評論（２０１１年１１月２日配信）（甲７１号証） 

『原発ストレステスト』すぐの再稼働は無謀 地震・津波想定の甘さ問題と

して神戸大名誉教授 石橋克彦氏は， 

 関西電力は１０月２８日，定期検査で停止中の大飯原発３号機(福井県おお

い町)について，ストレステスト(耐性評価)の１次評価結果を全国で初めて経済

産業省原子力安全・保安院に提出した。 

 ストレステストは，東京電力福島第１原発事故後の欧州連合(EU)の措置にな

らい，政府が７月に導入した。全原発で行う２次評価もあるが，１次評価は定期

検査後の再稼働の必要条件とされている。原発を襲う地震動(揺れ)と津波を設

計の想定より徐々に上げ，安全上重要な機器類がどこまで耐えられるか，コン

ピューターで調べる。 

 しかし，全国の原発で一番問題なのは
、、、、、、、、、、、、、

，
、
ストレステ
、、、、、

ストの前提となる耐震設計
、、、、、、、、、、、、

の想定自体が甘いことである
、、、、、、、、、、、、、

。このテストに合格したから再稼働というのは，危

険きわまりない。それが今回の報告でもはっきりした。 

 ２００６年の耐震設計審査指針の改定に伴い，全国の原発で耐震・津波安全

性の見直し（耐震バックチェック）が行われていた。大飯原発では，新たに２本
、、、、、、、、、、、、

の海底活断層が同時に活動すると一番影響が大きいとして
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
断層の長さが
、、、、、、

３５
、、

ｷﾛ
、、

の地震による地震動
、、、、、、、、、

７００
、、、

ｶﾞﾙに対して耐震性を確保するとしていた
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。保安院

と原子力安全委員会もこれを認めている。 

 今回のストレステストはそれを大前提として，その１．８倍の１２６０ｶﾞﾙまで大丈

夫であることを確認したという。 

 だが，２本の海底活断層の陸側延長には同じずれ方の熊川断層があり
、、、、、、、

，
、
同
、
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時活動を考慮すべきである。その場合
、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
断層の長さは６０キロ以上となり
、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
地震
、、

動は
、、

１２６０
、、、、

ｶﾞﾙ
、、、

を超す可能性がある。３月１１日の超巨大地震が地震学の予想

をはるかに超えるものだった現実から，活断層の同時活動についても，十分考

慮することが一層必要になった。 

 津波に関しては，２．８５㍍の想定高さの４倍の１１．４㍍まで耐えられるという。

しかし，私たちは０６年の地震学会で，沖合の海底活断層によって若狭湾岸に

は控えめにみても約
、

４
、
㍍の津波が来ると発表している。
、、、、、、、、、、、、、、、

２．８５㍍
、、、、、

という想定自体
、、、、、、、

が過小なのは明らかである
、、、、、、、、、、、、

。 

 福島第１原発１号機は，津波と全電源喪失の前に地震動で重大事故を起こ

したという指摘がある。観測された揺れが想定を超えた事実からも，改定指針と

耐震バックチェック全般に欠陥があることは確実といえる。 

 全国のすべての原発が，広い意味で大飯と同様の問題を抱えていて，設計

上の想定地震動と津波が小さすぎるといって過言ではない。 

 それを放置してストレステストをやるのは，ずさんな健康診断で高血圧や動脈

硬化を見逃していながら『無理な運動をしても心臓は大丈夫』とでたらめを言う

ようなものである。再稼働しようとするならば，まず正しい血圧測定や血液検査

をして基礎的な健康状態を確保しなければならない。 

 立地自治体の多くが，ストレステストだけでは運転再開を認められないとして

いるのは賢明である。そもそも１次評価の意図が無謀なのだ。 

 保安院は，３月以降中断していた耐震バックチェックの審議を再開すると発

表した。大震災の前に地震動と津波の甘い想定を容認し助長した専門家も，さ

すがに今は反省している人が多いだろう。 

 改定指針の欠陥に留意しつつ，津波も含めた耐震バックチェックの厳重な見

直しこそ急ぐべきだ。ストレステストはそのあとの話である。」としている。 

４ 原発事故が多発していること 
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以上，重大事故として１９９１年２月９日と２００４年８月９日に美浜２号機と３

号機で重大事故が発生している。 

又，関電の原発では事故，故障が２２５件，日本原電では７２件，日本原子

力研究開発機構のもんじゅ，ふげんでは３６件が発生しているところ，これは
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全国の７２８件に比べて３２１件であり，４４％が福井原発で発生している。又，

被ばくした従業員は全国１８６０４人に対し，２３００人である。 

 

５ 老朽化については， 

「老朽化の原発 専門家ら審査 

 経済産業省原子力安全・保安院は１５日，運転開始から４０年で事故を起

こした東京電力福島第一原子力発電所の影響で，高経年化（老朽化）し

た原発の安全確保に関心が高まったとして，専門家を集めた意見聴取会

を２９日に設けると発表した。 

 審査の主な対象は，来年３月と４月にそれぞれ運転開始３０年を迎える四

国電力伊方２号機と東電福島第二１号機，７月に４０年を迎える関西電力

美 浜 ２号 機 。」（平 成 ２３年 １１月 １６日 付 朝 日 新 聞 ）としている（甲 ７２号

証）。 

 老朽化については別項で述べる。 

６ 深層崩壊については， 

「原発斜面の安定 検討課題に追加保安院，再評価支持 

 経済産業省原子力安全・保安院は１１日，耐震や津波の安全性を重点的

に検討すると決めた国内９原発について，電力会社などに安全性の再評

価を支持した。関西電力美浜，大飯，高浜，日本原子力発電敦賀の各

原発と，日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉もんじゅは，周辺

斜面の安定性も検討課題に追加した。 

 このほかに指示したのは北海道電力泊原発，東北電力東通原発，中部電

力浜岡原発，日本原子力発電東海第二原発。地震の連動の考慮，活断

層や津波の調査などを求めている。斜面の安定性は，専門家の指摘を踏

まえ加えることにした。」（平成２３年１１月１２日付朝日新聞）（甲７３号証）

斜面の安定性は債権者が本申請で行なった「深層崩壊の危険性」の警

告が頑迷な保安院をもついに動かしたのである。 

７ 大飯 1 号機，2 号機に固有の具体的危険性（アイスコンデンサ方式の危険

性） 

（1）  大飯１号，２号機の格納容器の耐圧気圧は，０．８４気圧，大飯３，４号機
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の耐圧気圧は４．０気圧であるところ，福島事故では格納容器の内の気圧

の上昇によって，格納容器の爆発を防ぐため，ベント（大気放出）をしたが，

それは格納容器の耐圧気圧と関係している。大飯１，２号機は運転年数が

３１年の老朽化原発であるが，このときに作られた原発の耐圧気圧は低すぎ

て，経年数による炉の破損の可能性がある。 

（2）  原子炉格納容器の意義 

原子炉格納容器は，１次冷却材喪失事故（ＬＯＣＡ）時などにおいて放

射性物質の外部拡散を抑制するために設置される。旧ソ連が開発したＲＢ

ＭＫ炉のように元々格納容器の概念の無い炉も存在するが，国内に設置さ

れているＰＷＲ及び BWR には全て原子炉格納容器が設置されている。 

ＬＯＣＡ時には，原子炉１次系設備から放射性物質が高温の蒸気ととも

に放出されるが，原子炉格納容器は，その際，環境に対する圧力障壁の

役目を果たし，かつ放射性物質の放散に対する 終障壁となる。 

（3）  ＬＯＣＡ時における圧力抑制方法 

ＬＯＣＡ時には，発生する高温の蒸気により原子炉格納容器内圧が上昇

するが，ＰＷＲ原子炉格納容器はこれを巨大な空間により抑制する考えで

設計されている。プラント出力 1100MWe の代表的なＰＷＲ原子炉格納容器

の設計圧力は約 4.0kg/cm2 であり，直径は約 43m，高さ約 65m となってい

る。 

これと対をなす圧力上昇抑制方式としては，冷却材流出に伴う蒸気を格納

容器内に貯蔵された氷に接触させて凝縮させるアイスコンデンサ
、、、、、、、、

方式があ

る。 

アイスコンデンサ型格納容器は，格納容器内に常時氷の充填層を準備

しておき，事故時に発生する高温の蒸気を氷によって凝縮させ，格納容器

内圧を低下させるものであり，格納容器の小型化と設計圧力の低減を図る

ことができる。プラント出力 1100MWe の代表的なアイスコンデンサ型格納容

器の設計圧力は約１kg/cm2 であり，直径は約 37m，高さ約 52m となってい

る。 

（4）  大飯 1 号機，2 号機でのみ採用された特殊な方式 

原子力事故への対応として大飯 1 号機と 2 号機には，このアイスコンデン
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サ方式と呼ばれる方式が採用されている。右方式は他の原発では採用され

ていない特異な方式である。これは格納容器の周りに設けられた 1,944 本

のバスケットにブロック状の氷を収納し，事故時に発生する蒸気を強制的に

急速冷却し，炉内の圧力をさげる方式である。 

アイスコンデンサー内には常時 1,250 トンの氷が格納されている。この方

式により格納容器の体積を小規模化することが可能となった。 

（5）  圧力容器の脆弱性 

アイスコンデンサーにより原子炉の小規模化を達成する一方で，大飯 1

号機，2 号機については蒸気の急速冷却による格納容器内の圧力低下で

対処するという設計方針を採った結果として，格納容器それ自体の耐圧性

は重視されなかった。そのため，氷による蒸気の急速冷却が失敗した場合

に対する高温高圧蒸気に対する格納容器それ自体の耐圧性は極めて脆

弱であり，アイスコンデンサー方式による安全確保が失敗した場合，巨大な

蒸気圧力により圧力容器が破損し，その外殻にある格納容器内も蒸気圧

に堪えられなくなって破損する。そして放射性物質を格納遮蔽するという格

納容器の も重要な機能を完全に喪失することになると考えざるを得ない。 

（6）  アイスコンデンサー方式における格納容器耐圧性能の軽視 

原設計段階において格納容器内に放射性核物質と高圧蒸気を強固な

格納容器で封じ込めるという設計方針が採られていなかったからこそ，アイ

スコンデンサー方式という手段によって容器内の蒸気圧力を低下させるとい

う設計が優先されたのである。設計者は大量に貯留された氷により高温高

圧蒸気は強制冷却され，格納容器内が減圧されるという防護方針を採った

反面，格納容器それ自体が高温高圧蒸気に長時間暴露されるという緊急

事態を想定していなかったのである。 

すなわち，代 表 的 なアイスコンデンサ型 格 納 容 器 の設 計 圧 力 が約 １

kg/cm2 と ， 代 表 的 な Ｐ Ｗ Ｒ 原 子 炉 格 納 容 器 の 設 計 圧 力 で あ る 約

4.0kg/cm2 の約４分の 1 の耐圧性能を有するにとどまるのは，高圧蒸気は

格納容器内には発生し得ないという前提に立った結果である。 

（7）  アイスコンデンサー方式における多重防護の欠如 

そして，このアイスコンデンサー方式による安全確保の も重大な欠点は
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氷による蒸気の強制冷却による減圧が奏功しなかった場合の多重防護が

決定的に欠落しているという点である。蒸気の強制冷却に失敗した場合，

当然ながら高温高圧の蒸気が原子炉圧力容器を破壊し，さらには耐圧性

を度外視して設計された格納容器をも破壊することは容易に起こりうる重大

事象である。 

このような技術的な重大な欠陥があることから，同じ大飯原発であっても，

3 号機と 4 号機では格納容器のコンクリート壁内部に鋼線を封入し，格納容

器全体を締め付け，事故時に発生する巨大な蒸気圧力に耐えることを主

眼とするプレストレストコンクリート製方式が採用されるようになったのである。 

アイスコンデンサー方式による安全確保は原子力発電所の黎明期に安全

確保技術について試行錯誤を経ていた段階での実験的要素の強い特殊

かつ例外的な方式であって，その他の原子力発電所では用いられていな

い。 

これはアイスコンデンサー方式が氷による強制冷却に失敗した場合の多

重防護を考慮していないことによるものと考えざるを得ない。氷を常時保管

しておく電源，電力の喪失という緊急事態が起きれば，冷却剤を失った状

態のまま高温高圧の蒸気が格納容器内に貯留し，その圧力により格納容

器を破壊することは容易に想像しうる事態である。 

大量の冷却用氷を常時保管しておく電源それ自体を喪失した場合，大

飯 1 号機及び 2 号機は格納容器内の圧力を抑制する 終的な防護手段

をも喪失するという致命的な欠陥を有しているのである。 

（8）  加温破損に対する無防備性 

 さらに大飯 1 号機及び 2 号機の原子炉収納容器については加温破損を

考慮した設計は一切なされていない。アイスコンデンサー方式による安全確

保措置はあくまで格納容器内の高圧蒸気に対する防護手段であって，高

温状態に対する防護手段ではない。そのため，格納容器内の温度上昇が

継続し，格納容器本体が高圧状態に長時間暴露された場合，当該格納容

器がどの程度の耐久性，抗堪性を有するかについては不確実性があると言

わざるを得ない。 

 以上のように，高温高圧蒸気に長時間暴露された場合，これを想定して
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いない大飯 1 号機及び 2 号機の格納容器はそれ自体として融解あるいは

加温劣化により破損し，外部への放射性物質の放出を防止できない危険

性が極めて高い。 

（9）  コアコンクリート反応の危険性 

 「コアコンクリート反応」とはメルトダウンした核燃料が圧力容器の底に溜ま

り，やがて貫通（「メルトスルー」）し，格納容器に達した溶融物とコンクリート

と化学反応を起こし，大量の水素と一酸化炭素を発生させる状態を言う。

その水素が爆発すれば格納容器も大きく破損し，大量の放射性物質が放

出される。 

 大飯 1 号機及び 2 号機の格納容器はあくまで高圧蒸気対策としてアイス

コンデンサー方式による安全確保が講じられているのみであって，コアコンク

リート反応を防止するための具体的措置は一切採られていない。つまり，高

温蒸気やメルトスルーした超高温の融解核燃料に対する具体的な措置が

何ら採られていないのである。 

 超高温状態に長時間暴露されることが想定されていない大飯 1 号機及び

2 号機の格納容器は当然ながらメルトダウンした核燃料に対する防護性能

を有しない。高圧蒸気に対する安全性を度外視した結果として他の原子炉

格納容器よりも耐圧性に劣る格納容器が，超高温状態で融解した核燃料

に対して抗堪性を発揮できないであろう事は事理の当然である。 

（10） 水素爆発の危険性 

アイスコンデンサ型プラントは大量の水素発生時に水素燃焼による格納

容器の早期破損の可能性が高いと考えられており，これを防止するために

諸外国においては水素燃焼装置が設置されている。 

さらに格納容器の過圧破損を防止することを目的として鋼製格納容器の

外側にスプレイすることにより格納容器内雰囲気を冷却する格納容器外部

スプレイが検討されている。 

具体的に米国では NRC（アメリカ合衆国原子力規制委員会）が１９７９年

～１９８０年，スリーマイル島事故の検討に基づく勧告及びアクションプラン

を発表し， PWR アイスコンデンサ型プラントへの水素対策の実施を求めた。

その後，１９８１年１２月には格納容器に対して窒素ガスによる不活性化対



 20

策（不活性ガスによる水素爆発の防止措置）を行うべきという規則を定め，

続いて１９８５年１月には PWR アイスコンデンサ型プラントに対して水素制御

系の改善等に関する要求をまとめた規則が発出された。 

なお米国のアイスコンデンサー方式を採用したプラントについては「グロ

ープラグ式水素燃焼装置」が設置済みである。グロープラグにより水素を強

制的に燃焼させることで水素の大量貯留を防止し，事前に大規模水素爆

発を防止するという，多重防護に基づく技術的措置である。 

ドイツでは，水素対策の 終結論をまだ出していないが水素不活性化と

制御の可能性に関する研究の検討を通じて，PWR ドライ型プラントの水素

対策として燃焼方式によるものが適当と判断し，水素燃焼装置の設置を全

原子炉設置者が同意した。 

また，フィンランドにおいては，PWR アイスコンデンサ型プラントに対し，水

素対策として「グロープラグ式水素燃焼装置」が設置済みである。 

（11） 水素爆発の防止に関する具体的措置の欠如 

 大飯 1 号機及び 2 号機においてもイグナイタ（着火装置）の設置により水

素を燃焼させることで爆発の危険性を可及的に減殺する装置を設置してい

るが，イグナイタそれ自体が電気発火式であり，全電源喪失という自体に至

った場合，水素を着火燃焼させること自体が物理的に不可能となる。電源

を回復して再びイグナイタを使用できる状態に復帰したとしても，その時点

で冷却剤の喪失により大量の水素が格納容器内に貯留しているのである

から，イグナイタの使用はかえって大規模な水素爆発の危険を増大させる

だけであって，大規模爆発を防止する機能を期待することはできない。 

 電気式水素再結合機についても全電源喪失に至れば水素の再結合によ

る処理が不可能になる点で上記と同じリスクを生じる。なお，水素再結合機

は 2 台設置されているが，その両方が地震動による機能喪失や電源喪失

による機能不全を生じた場合に備えた多重防護措置が採られていない点も，

上記リスクを増大させる点である。 

 

 



 

 

（12） 本件原発のうち特に美浜１号機，大飯１，２号機は圧力容器，格納容

器が狭小であり，かつ低耐圧であるのが特徴である。 

 政府はＩＡＥＡへの報告において，福島第一原発事故につき， 

「（第２の教訓のグループ）シビアアクシデントへの対応策の強化 

（９）水素爆発防止対策の強化 

今回の事故では，１号機の原子炉建屋で３月１２日１５時３６分に，３号機の

原子炉建屋で３月１４日１１時０１分に，それぞれ水素による爆発が起こったとみ

られる。さらに４号機でも３月１５日０６時頃に原子炉建屋で水素が原因とみられ

る爆発が起こった。すなわち，１号機における 初の爆発から有効な手だてをと

ることができないまま，連続した爆発が発生する事態となり，これが今回の事故

をより重大なものにした。沸騰水型軽水炉では，設計基準事故に対して格納容

器の健全性を維持するため，格納容器内を不活性化し，可燃性ガス濃度制御

系を設置している。しかしながら，原子炉建屋に水素が漏えいして爆発するよう

な事態を想定しておらず，原子炉建屋における水素対策はとられていなかっ

た。 

このため，発生した水素を的確に逃すか減じるため，格納容器における水素
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対策に加えて，シビアアクシデント時に機能する原子炉建屋での可燃性ガス濃

度制御系の設置，水素を外に逃すための設備の整備等の水素爆発防止対策

を強化する。」 

「（１０）格納容器ベントシステムの強化 

今回の事故では，シビアアクシデント発生時の格納容器ベントシステムの操

作性に問題があった。また，格納容器ベントシステムの放射性物質除去機能が

十分でなかったため，アクシデントマネジメント対策として効果的に活用できなか

った。さらに，ベントラインの独立性が十分でないため，接続する配管等を通じ

て他の部分に悪影響をもたらした可能性もある。 

このため，今後は，格納容器ベントシステムの操作性の向上や独立性の確

保，放射性物質除去機能の強化などにより，格納容器ベントシステムを強化す

る。」 

としているところ，本件原発においても，水素爆発防止対策格納容器ベント

システムの強化対策はとられていない。 

 

第３ 上記書面第４章について， 

１ 本件各原発を運転する危険性 

（１） 本件各原発を再稼働するのは，次のとおり，極めて危険であって，過酷

事故が発生し，取り返しのつかない事態になりかねない。 

（２） 近い将来，本件各原発周辺で巨大地震が起こり，本件各原発が地震

動や大津波に襲われる可能性が高い。 

① 若狭湾沿岸地域で大地震が起こる危険性が高い。 

イ 若狭湾沿岸地域で想定される地震としては，上部地殻の活断層の活

動によって起こる直下型地震，日本列島下部まで沈み込んでいる太平

洋プレート内で起こるスラブ内地震，日本海東縁を走る北米プレートとユ

ーラシアプレートとの境界付近で起こるプレート境界型地震が考えられる

が，次のとおり，いずれの地震についても，その危険性は高くなっている。 

ロ 阪神大震災後，我が国は地震の活動期に入っている。とりわけ，東北

地方太平洋沖地震によって，日本列島の地殻は大きく移動したし，太平

洋プレートと北米プレートとのいわばタガが外れたため，今後，日本列島
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各所で大地震がおきる可能性が高まっている。 

ハ 東海地震，東南海地震，南海地震の発生時期が切迫しているが，その

前兆として琵琶湖ないし若狭湾付近で，スラブ内地震が発生する危険が

高まっている。 

ニ 若狭湾周辺は，多数の活断層があり，もともと地震の多発地帯である。

日本原電が平成２１年１１月１６日に原子力安全保安院に提出した報告

書「敦賀発電所 基準地震動Ｓｓの策定について」（甲７４号証）によると，

債務者が敦賀原発の耐震性能について評価すべき活断層として認めて

いるものだけでも，和布－干飯崎沖断層（日本原電が認めている断層長

さ約４２㎞，以下同じ），甲楽城断層（約１９㎞），柳ケ瀬断層（約３１㎞），

ウツロギ峠北方－池河内断層（約２３㎞），浦底―内池見断層（約１８㎞），

白木－丹生断層（約１５㎞），Ｃ断層（約１８㎞），野坂断層（約１２㎞），Ｂ

断層（約２１㎞），大陸棚外縁断層（約１４㎞），三方断層（約２７㎞），敦

賀断層（約２３㎞）がある。更に，和布－干飯崎沖断層と甲楽城断層，大

陸棚外縁断層，Ｂ断層と野坂断層は，いずれも同時活動を考慮しなけ

ればならず，その場合の断層長さは，前者が６０㎞，後者が４９㎞になり，

予想地震規模は，前者がマグニチュード７．８，後者がマグニチュード７．

７に達するとしている。 

しかるに，近年若狭地方は，大きな地震に見舞われていない。他方，

その周辺地域では，濃尾地震（明治２４年，マグニチュード８．０），北丹

後地震（昭和２年，マグニチュード７．３），福井地震（昭和２３年，マグニ

チュード７．１），鳥取県西部地震（平成１２年，マグニチュード７．３）等，

大地震が起こっていて，若狭湾周辺は，地震の空白域になっている。次

の地震が地震の空白域で起こる可能性が高いのは，地震学の常識であ

る。 

ホ 石橋克彦神戸大学名誉教授は，平成２３年５月２３日に開催された参

議院行政監視委員会において，浜岡原発（静岡県御前崎市）の次にリ

スクの高い原発はどこかとの質問に対し，「若狭一帯の原発」と答えた。

また，同年５月１１日に開かれた衆議院経済産業委員会において，日本

共産党の吉井英勝衆議院議員の質問に対し，寺坂信昭原子力安全・
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保安院院長は，世界中で，活断層から１km 以内に原発があるのはもんじ

ゅ，敦賀，美浜の３発電所だけであると答弁した。(甲５，６号証）。 

② 地震について全原発に共通の事由 

イ 「震源を特定せず策定する地震動」について 

  債務者は，「震源を特定せず策定する地震動」については，加藤等

(乙１７)に基づき，各発電所の敷地の地盤特性を加味して応答スペク

トルを設定していると主張する（債務者主張書面 29 頁）ところ，具体的

な地震規模については，Ｍ6.8～6.9 を想定しているように窺われる。

（乙 12 2-119，乙 13 2-100 乙 14 2-113）。 

他方，内閣府に設置された中央防災会議は，平成１４年６月１２日，

「内陸部の地震による工学基盤の揺れの強さの考え方」を発出したが，

その中で，「Ｍ７．３以下の地震は，活断層が地表に見られていない潜

在的な断層によるものが少なくないことから，どこででもこのような規模

の被害地震が発生する可能性があると考えられる。」との考え方を公表

した（甲７５号証）。原発のような危険物を扱う事業者が耐震設計をす

るにあたっては，より安全側にたち，中央防災会議の見解にしたがって，

Ｍ７．３程度の直下地震を想定すべきである。 

なお，平成１８年９月に改定された耐震設計審査指針では，「震源

を特定せず策定する地震動」は，「震源と活断層を関連付けることが

困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における

観測記録を収集し，これらを基に敷地の地盤物性を加味した応答スペ

クトルを設定し，これに地震動の継続時間，振幅包絡線の経時的変

化等の地震動特性を適切に考慮して」策定することとされ，具体的に

はＭ６．８程度を想定していると言われているが，これは，原子力安全

委員会耐震指針検討分科会において，危険性が過小評価されていく

中で，一部の委員が辞任するという異常事態の中で定められたもので

ある（甲７６号証）。 

  ロ  個々の活断層が引き起こす地震の規模について 

  債務者は，本件各原発の基準地震動Ｓs の策定のための検討用地震

として選定した活断層が引き起こす地震の規模について，Ｃ断層がＭ６．
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９，三方断層がＭ７．２，白木－丹生断層がＭ６．８，熊川断層がＭ７．

１とそれぞれ評価している（乙 12 2-63 乙 14 2-64）。しかしながら，①

で記載したように，活断層が確認されていない場所でもＭ７．３程度の

直下地震を想定すべきなのであるから，まして，活断層が確認されてい

る場合には， 低でもＭ７．３の地震を想定すべきである。なお，島崎

邦彦東大名誉教授（地震予知連絡会長）も，日本活断層学会２００８

年度秋季学術大会で発表した論文で，短い活断層で発生する地震の

大規模はマグニチュード７．４程度と予想されるとしている。（甲７７号

証） 

ハ  新耐震設計審査指針は，基準地震動の策定方法として，応答スペク

トルによる地震動評価，断層モデルを用いた方法による地震動評価を

併用することを定めている。そして，債務者は，敦賀原発の基準地震動

を策定するに当たり，前者の方法として耐専スペクトルの手法を用いて

いる。 

ところで，耐専スペクトルとは，社団法人日本電気協会原子力発電

耐震設計専門部会がとりまとめた距離減衰式に基づく地震動の経験

的評価法であるが，等価震源距離が２０㎞未満の地震観測記録に基

づいていないので，直下地震や近距離地震の短周期地震動を過小

評価している可能性が高いと言われているから，その信用性は疑わし

い。 

また，断層モデルを用いた方法については，様々な断層モデルが提

唱されているが，基本式において，根拠とする地震データの違いに基

づく大きな差異があり，今後の地震観測記録の蓄積に伴って修正が

避けられない代物であり，信頼性に乏しい。（甲７８号証） 

③ 地震について各原発に固有の事由 

イ 美浜原発 

Ｃ断層は，美浜原発の約４ｋｍ西に位置し，おおむね南北方向に連

なる長さ約１８㎞の逆断層型活断層であり，東側に約６０度で傾斜して

いるから，同原発の直下には，その断層面が存在することになる。同断

層が動けば，原発敷地の地盤が変位し，隆起，陥没，傾き等の事態が
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発生する恐れがある。原子炉施設の直下の地盤が変位した場合，原

子炉施設は基礎ごと破壊される危険がある。その場合，原子炉施設の

耐震性能をいくら高めていても，無意味なのである。 

  ロ 大飯原発 

    債務者は，ＦＯ－Ａ断層とＦＯ－Ｂ断層（全長３５㎞）が同時に動くことを

想定している。しかしながら，上記両断層は，更にその東側の熊川断層

と連動する恐れがあり，その場合，全長約６０キロの大断層となるから，こ

れを想定した耐震設計をする必要がある。 

    また，ＦＯ－Ａ断層は，大飯原発の北東約２㎞から北西方向に延びてい

るから，ＦＯ-Ａ断層が動いた場合，大飯原発の敷地地盤に大きな変位，

傾斜を生じさせる恐れがある。 

④ 津波について 

イ 本件各原発における津波想定は， 大の大飯原発ですら１．８６ｍに

過ぎない。債務者が上記の程度の津波しか想定していない理由は，過

去，若狭湾に大津波が押し寄せた記録はなく，今後もその危険がないと

いうことにある。しかし，西暦１５８６年の天正大地震の際，若狭湾沿岸に

大津波が押し寄せたことは，当時の文献（吉田神社(京都市左京区)の

宮司・吉田兼見による第１級の歴史資料｢兼見卿記｣とポルトガル人宣

教師ルイス・フロイスの｢日本史｣等）が明らかにしている（甲９号証）。 

平成23年4月29日福井新聞によれば，「福井県美浜町の常神半島

東側に過去，大津波が押し寄せ，村が全滅したとの記述が『三方郡西

田村誌』(1955年発行)にある。険しい断崖が連なる常神半島の東側に

は現在集落はないが，過去には『くるみ浦(久留見村)』と呼ばれる村が

あったとされる。25年前に美浜町内の民家で発見された，三方五湖や

その周辺の集落を描いた江戸時代初期の絵図にも所在が記されてい

る。西田村誌では『クルビ村』の項に『小川の浦の山を越した日本海岸

を血の裏といい，そこには以前クルビという村があったが，ある晩村人が

出漁中に大津波が押し寄せて，人社と寺と民家1軒だけを残して全滅

した』と書かれている。『小川』は常神半島西側の若狭町小川を指す。

村が滅んだ時期は他の古文書の記載などから，中世とも江戸時代とも
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推測されるが具体的には不明で本当に大津波が原因なのかも分かっ

ていない。」と記載されている(甲第７９号証)。 

ロ 債務者が平成２３年１１月４日に広報誌によって公表したところによると，

大飯原発における対策は，電源車の追加配備，空冷式非常用発電機

の設置，消防ポンプの配備，海水ポンプの配備等応急の弥縫策にす

ぎず，今後予定しているものも，ディーゼル駆動式の大容量ポンプの配

備，恒設非常用発電装置の設置等に過ぎない。既存防波堤のかさ上

げ，防潮堤の設置等は，具体化している形跡はない（甲８０号証）。なお，

平成２３年１０月２４日，債務者は，日本原子力発電株式会社及び独

立行政法人日本原子力研究開発機構とともに，若狭湾地方を襲った

過去の津波の痕跡を調べるためのボーリング調査を開始した（甲８１号

証）。調査開始から採取した試料の検討・評価まで約１年を要するとの

ことである（甲８２号証）。これには，これによって，過去に若狭湾地方を

襲った津波の規模を正確に把握し，その 大級の津波が襲来しても安

全を維持できる津波対策をとるまで，債務者が本件各原発を運転すべ

きでないことは明らかである。 

ハ 福島第一原発事故の経緯 

①  原子力安全・保安院の発表によれば，福島第一原発事故の経緯

は次のとおりである（甲８３号証）。 

② ３月１１日午後２時４６分 地震発生 

午後２時４７分 原子炉自動停止 

４０分後の津波到達までの間に外部電源喪失 

午後３時２７分 津波第１波到達（高さ４ｍ） 

午後３時３５分 津波第２波到達（高さ１５ｍ） 

午後３時３７分 全交流電源喪失確認 

③ そして全交流電源喪失時点以降，非常用発電機停止，非常用

冷却システム停止，原子炉水位低下，炉心露出，炉心損傷，原子

炉建屋爆発という事象が次々に発生した。 
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  ニ 津波評価の見直しとあるべき対策 

①  上述したように，福島第一原発を襲った津波第２波は，高さ１５ｍ

のものであったが，従前の土木学会の津波高さの評価値は５．５ｍ

であり（甲８３号証），実際にはこれを９．５ｍも上回る高さの津波が襲

来したことになる。現実の３分の１程度の評価しか行っていなかった

のである。 

②  若狭湾における土木学会の津波高さの評価値はどうかというと美

浜原発が１．６ｍ，高浜原発が１．３ｍ，大飯原発が１．９ｍである。そ

こで，原子力安全・保安院は，債務者に対して，福島第一原発で評

価値を９．５ｍ上回る津波が襲来したことに鑑み，美浜，高浜，大飯

各原発においても，評価値を９．５ｍ上回る高さ（美浜では１１．１ｍ，

高浜では１０．８ｍ，大飯では１１．４ｍ）の津波に対する浸水防止措

置を講じさせることにした（甲８３号証：１５頁）。 

③ しかし，「福島で予想より９．５ｍ高いのが来たから，若狭でも９．５ｍ

上乗せした対策を講じよう」という発想は，いかにも場当たり的であり，

想定値の求め方としても幼稚あるいは素朴に過ぎるというべきであり，

綿密な活断層調査，津波に関する過去の文献調査及びその裏付け

調査などを実施し，あり得る 大の津波を想定した津波対策が講じ

られるべきである。事故後８か月を経過した今もなお収束の目途すら

立たないような甚大な被害を出した福島第一原発事故を踏まえた対

策と銘打つ以上は，その程度の対策が講じられて当然である。 

又，福島第一原発事故を踏まえて安全対策を講じるべきは津波

対策だけではない。原子力安全・保安院は，福島第一原発事故を

踏まえて講じるべき対策を２８の項目に分けている。津波対策は，そ

の一つのうちのさらに一部に過ぎない（甲８３号証：３９頁）。現段階で，

本件各原発の再稼働を云々することがいかに時期尚早であるかは

他言を要しないはずである。 
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④ 付言 

イ 福島第1原発事故は，想定外の地震と津波によって生じたものではな

い。日本海溝付近で生じる津波地震は，岩手県沖や宮城県沖だけで

なく，福島県沖から房総沖にかけても起こることが地震予知連の島崎

邦彦会長らによって主張されていた。島崎氏は，中央防災会議で，自

分たちの主張が明確な論拠もなく退けられたのは原子力業界の力が

働いていたと感じると述べている。また，今回の地震によって間違いなく

地震の可能性は大きくなり，５年から１０年ぐらいは非常に危険な状況

にある，日本海にはたくさん活断層があり，構造的に見て大きな地震を

起こす可能性があるとも述べている（甲８４号証）。国や電力会社が，多

数の学者らから様々な警告を受けながら，あえてこれらを無視し，その

危険を想定しなかった姿勢が福島第1原発事故を引き起こしたのであ

る。そして，今，多くの国民が感じる不安や学者らの警告を無視し，停

止中の原発の再稼動を急ごうとする国や電力会社の姿勢は，福島第1

原発事故前と何ら変わりがなく，国や電力会社は，福島第1原発事故

を起こしたについて真摯な反省をしていないと言わざるを得ない。 

ロ 東大地震研（応用地震学）纐纈一起教授は，経産省総合資源エネ

ルギー調査会原子力安全・保安部会耐震構造設計小委員会地震，

津波，地質・地盤合同ワーキンググループＣサブグループ主査として，

本件原発等の耐震安全性評価（バックチェック）の審査に当たっていた

が，福島第1原発の事故後の今年7月に辞任した。同教授は，「あんな

に活断層がたくさんあるところで，もう原発は止めた方がよいでしょう。活

断層のほぼ真上に原発があるところもあり，分かっていないものもあると

思う。日本全国どこでも危険だと思いますが，福井県は特に危険だと思

う。」等と語った（甲８５号証）。この碩学の警告は，深刻に受け止められ

るべきである。 

 

２ 本件各原発は，老朽化している。 

（１）高経年化対策について 
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① 初期の原発に高経年化対策はそもそも講じることができない 

イ 債務者は，本件各原発のうち，美浜１，３号機，高浜１号機及び大飯１

号機については，高経年化技術評価を実施しており，国のお墨付きも得

ているから安全であると主張する。そこで，本項及び次項では，高経年化

対策の問題点について論じる。 

ロ およそ機械類は，年月が経てば老朽化するものである。また機械類には

必ず寿命が存在する。これらのことは，身の回りの機械製品を思い起こ

せば当然のことであって，一般の経験則でもある。 

このことは原子炉であっても何ら変わらない。実際，米国では運転認

可が４０年有効として与えられている（甲８６号証：１０頁）。法的寿命が４０

年とされているのである（日本原電の甲８７号証：６８頁）。また，ドイツでは，

運転開始から３２年を 長稼働期間として，以後は廃炉とすることがきめ

られている（甲８６号証：１０頁）。 

我が国では不思議なことに原子炉の寿命が法定されておらず，このこと

を奇貨として，債務者などは，「３０年から４０年という期間は，一部の機器

に発生する劣化事象の発生量や進展量を評価するための想定期間であ

って，原子力発電所全体の寿命期間や認可期間とは異なる」などと強弁

する。しかし， 初の原子炉が作られた頃は，米国が４０年としていたこと

から，「３０年から４０年」というのが暗黙の前提であった（甲８７号証：６８頁）。

それが，いつの間にか，「高経年化対策」という名のもとに，６０年までは１０

年ごとの検査を経ながら使い続けることができるということになっている。 

しかし，原発が作られ始めた初期の頃は，原子炉圧力容器や配管等

の 重要機器の設計や製造に適用される独自の法規が存在せず，初期

の原発は，化学プラントや発電用ボイラーの機器に適用されていた法規

を借用して設計・製造されていた。敦賀１号機，美浜１，２号機等は，全て

そうである（甲８７号証：６７頁）。これらの原発については，独自の設計・製

造関係法規のもとで作られた原発とは異なり，同様の高経年化対策を施
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したからといって，当初想定されていた寿命を超えた運転を認めることは

できない。 

つまり，初期の原発については，その設計・製造過程からして，そもそも，

高経年化対策なるものを講じる前提を欠いているのである。当初の想定ど

おり，３０年ないし４０年の経過によって，速やかに廃炉とするべきなのであ

る。 

ハ この点に関連して，債務者は，「原子力発電所は，その累積運転年数の

長期化によってトラブルの発生件数が増加しているという傾向は認められ

ていないので，高経年化による原子力発電所の信頼性が低下している状

況はない」と主張し，初期の原発と他の原発について異なった考慮をする

ことは必要ないと主張する。 

しかし，美浜１，２号機，敦賀１号機，福島１号機といった初期の原発は，

蒸気発生器破損，燃料破損，再循環ポンプ破損などを繰り返し，始終運

転停止に追い込まれてきたために，設備稼働率が異常に低くなっている

（甲８６号証：１０頁及び１１頁の図）。初期の原発は，運転期間が長期化

するまでもなく，コンスタントに様々なトラブルを繰り返してきたものであって，

大事故は小事故をきっかけに起こるという経験的事実に基づけば，中小

事故を繰り返してきたこれら初期原発群は，一般の寿命問題とは切り離し

て，早急に運転停止，廃炉にするべきである（甲８６号証：１１頁）。このこと

は，本年３月の福島第一原発事故においても，揺れによって重大な損傷

を生じたのが福島１号機であったこと（甲７号証）によっても，既に実証済

みである。 

また，「原子力発電所は，その累積運転年数の長期化によってトラブル

の発生件数が増加しているという傾向は認められていない」との主張につ

いても，客観的なデータに反している。すなわち，１９７０年から１９９０年の

事故例を原因別，発生箇所別に分析した研究結果によれば，昔に比べ

ると事故の発生部位としては，配管や弁が増加しており，これは明らかに
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経年劣化が原因であると考えられること，事故原因については，制作・メン

テナンス不良と経年劣化を原因とする事故が増加していることが指摘され

ている（甲８６号証：１３頁）。 

 

（２） 高経年化対策の問題点 

① 上述したように，初期の老朽化原発については高経年化対策を講じる前

提をそもそも欠いているというべきであるが，このことは，その他の原発との関

係 においては高 経 年 化 対 策 が有 効 であるということを意 味 するものではな

い。 

② たとえば，平成１７年８月３１日に原子力安全・保安院が発表した「実用

発電用原子炉施設における高経年化対策の充実について」では，①原

子力圧力容器の中性子照射脆化，②応力腐食割れ，③疲労，④配管減

肉について，次のように記載されている。 

すなわち，①中性子照射脆化の問題については，６０年運転後の脆性

遷移温度の上昇，遷移温度以上での use（破壊の際に必要な吸収エネ

ルギー）の低下等の点でいずれも条件をクリアしている。②応力腐食割れ

問題については，経年劣化とともに大きく増加する傾向は認められないが，

加圧水型においてニッケル合金に発生する１次冷却水応力腐食割れは

運転年数等に応じて発生頻度が増加する可能性があり，照射誘起応力

腐食割れは照射量に応じて発生頻度が増加するので，高経年化に関し

ては適切な評価が必要である。③疲労の繰り返し応力による疲労破壊に

ついては，低サイクル疲労破壊に基づく亀裂は発生せず，高サイクル疲

労のうち，設計・制作・保守が原因の主要機器配管での破壊発生件数は

運転年数とともに増加する傾向は見られないが，小径管の振動等による

破壊については運転年数ともに増加する傾向があるので，適切な検査や

監視が必要である。④炭素鋼配管のエルボ部やオリフィス下流部に生じ

るエロージョン・コロージョン減肉については，主要点検部分に指定されて
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いる配管等については，高経年化ともに増加する傾向は認められないが，

「配管全体の相当部分を占める常時使用しない予備的な系統を含めた

比較的小さな減肉率の部分が，長期運転に伴い減肉率が大きくなるのが

問題」として見逃す可能性もあることを示唆している。 

③ しかし，上記のうち②，③，④については，報告書自体が，経年劣化とと

もに増大する要因があり，点検・監視・検査が必要であることを認めており，

６０年運転にお墨付きを与えるには，その論理はいかにも薄弱であると言

わざるを得ない（以上全体につき，甲８６号証：１１～１３頁）。 

また，①については，監視試験片の問題が指摘されなければならない。

債務者も主張するように，原子炉においては，中性子照射脆化を監視す

るために，監視片をもともと原子炉内に設置しておき，これを定期的に取り

出して検査を実施するのであるが，この監視片は数に限りがある。例えば，

柏崎・刈羽１号機では，１年後，４年後，１２年後，３２年後と４回取り出して

調べるという計画になっている（甲８８号証：６４頁）。これは，当初想定寿

命が３０年ないし４０年となっていたことから，このような計画になっているも

のと思われるが，２０年も寿命延長して運転するとなると，監視試験片の数

が圧倒的に不足してしまうことになることになる（想定寿命を超えた後は，

取り出し頻度を上げていく必要があることを考えれば尚更である。）。運転

開始時に入れておいた試験片の数が少なく，使い切ってしまい，もう実測

できない炉も出現しつつあるのである（甲８６号証：１３頁）。 

数が足りなくなってモニターができなくなると，既に老朽段階に入ってい

るにも関わらず，その炉は完全な無視界飛行状態になってしまう。 

④ また，事業者が，高経年化対策の中で実施する安全評価にも問題があ

る。例えば，債務者の「高経年化技術評価報告書」（１９９９年）では，運転

開始６０年後での脆性遷移温度を予測し，その予測を元に，実測破壊靭

性値を予測している。そして，圧力容器で も怖いのは冷却水喪失事故

などに伴って生じる加圧熱衝撃であるから，大破断ＬＯＣＡ，小破断ＬＯＣ
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Ａ，主蒸気管破断事故のそれぞれについて生じる力の大きさを応力拡大

係数Ｋ I として計算し，破壊靭性予測値K IC と比較している。 

それによると，圧力容器が温度低下とともに熱衝撃を受け，大破断ＬＯ

ＣＡの場合，１２０℃位で応力拡大係数Ｋ I が 大となり，このときの破壊靭

性予測値K IC はそれより高くＫ I ＞K IC であるから破壊は起こらず安全であ

ると評価している。

こうした評価手法は現在においても基本的には変わっていないと考えら

れるが，そもそも予測に用いられる脆化予測式自体が万全でないという問

題点があり，また，破壊力学に基づく応力拡大係数Ｋ I の時間的変化も，

ＬＯＣAのプロセスをどのように想定するかで変わってしまうという問題点が

ある。人為的操作が可能であるということである。 

このように考えると，１２０℃でのＫ I とK IC の比が１．５程度しかなく，また７

０℃から１００℃付近の間では３０ＭＰa程度の差しかないことをもって安全と

断定することができるのかは極めて疑問である（以上全体につき，甲８８号

証：６３～６４頁）。 

計算過程に不確実要素を多く抱え込んでいるのであれば，安全率はも

っと大きくとっておく必要があるはずである。 

⑤ 以上のように，高経年化技術評価は，絶対的なものではなく，その手法

には，専門家からも大きな疑問が示されているところである。また，今後の

評価については，監視試験片の数が足りなくなっていく中で，評価の前提

となるデータ自体がとれなくなっていくという問題もある。この問題に対応す

るためには，試験片の再生技術を確立することが必要であるが，それは未

完成の状態である。 

さらに言えば，高経年化対策の根本思想である，部品を交換したり，監

視や検査を行い適切にメンテナンスしていけば，設計当時の想定運転年

数を超えて，６０年くらいは運転していけるという考え方についても，ひび

割れが見つかった配管や機器を新しいものに交換して運転すれば，それ
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でよいのかという問題がある。 

当然のことであるが，部品を交換してもシステム全体としての原発が生

き返るわけではなく，かえってバランスを崩し，思わぬ事故を招く危険性が

生じる。 

また，各種の制御系統のケーブル類のシールドが，劣化に伴い絶縁機

能の低下を起こす可能性もあるが，それらを交換することは不可能である

（以上全体につき，甲８９号証：３６頁）。 

 

（３） 高経年化対策は原子炉圧力容器の脆化にとって無力である 

① さらに，部品の交換可能性ということに関して言えば，そもそも，原子炉

圧力容器自体は交換不可能である。このことは高経年化対策の 大の問

題点であると言える。 

原子炉圧力容器の損傷は原発事故の中で 大級の事故であり，高経

年化対策を始めとして各種の安全対策は全てその防止を目的にしている

と言っても過言ではない。そして，原子炉圧力容器は，中性子照射を受

けることによって，日々，脆化が進行する。つまり，日々刻々と老朽化が進

行するのである。しかし，高経年化対策によって交換されるのは，その周

辺の部品だけであって，肝心の原子炉圧力容器自体は交換対象とはな

っていない。それを交換することは，要するに廃炉を意味するからである。 

高経年化対策が，部品を交換したり適切なメンテナンスをすることによ

って原発の超長期運転を可能とする対策であるとすれば，部品の交換が

不可能な原子炉圧力容器それ自体は高経年化対策の対象となっていな

いと言っても過言ではないのである。 

② 

イ ところで債権者は，原子炉容器の健全性を考える上では，脆性遷移温

度だけでなく破壊力学評価を加味しなければならないと主張する。 

しかし，脆性遷移温度は原子炉圧力容器の老朽化を知る上で第１次
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的な手掛かりになるものであるから，その温度変化から，脆化が看過でき

ないほどに進行していると考えざるを得ない現実をまずは直視するべきで

ある。 

ロ また，破壊力学の観点を考慮するべきというのであれば，債権者がこれま

で繰り返し主張しているように，本件各原発を地震による大きな揺れが襲う

危険性が具体的に存在するのであるから，原子炉圧力容器が破壊に至る

現実的な危険性が存在しているというべきである。 

ハ さらに，地震による大きな揺れ以外にも，照射脆化の進んだ加圧水型原

子炉圧力容器にとって怖い力に「加圧熱衝撃（ＰＴＳ）」がある。 

原子炉圧力容器の熱疲労を軽減するために，原子炉圧力容器内の水

の温度を上げ下げするときは，１時間あたり５５℃以下に制限されている。 

しかし，たとえば冷却材喪失のような緊急事態時には，ＥＣＣＳ系が自

動的に作動し，原子炉は急冷され大きな熱衝撃を受ける。原子炉の急冷

は，冷水の注入以外にも，一次系あるいは二次系の急激な減圧，蒸気発

生器による急激なエネルギー除去などの要因も考えられる。いずれにせよ，

こうした複合的な要因によって原子炉が急冷されると，原子炉圧力容器

はかなりの熱衝撃を受けることになる。 

炉が急冷されると一次系の圧力が急激に低下するが，その急激な圧力

低下のためにＥＣＣＳの高圧注水ポンプが自動的に作動し，ふたたび一

次側の圧力が上昇する。したがって，原子炉圧力容器には熱衝撃だけで

なく，上昇した水圧力も作用することになる。これが加圧熱衝撃（ＰＴＳ）で

ある。 

このＰＴＳが発生するとき，原子炉圧力容器内部には，熱衝撃によって

発生した大きな引っ張り応力のほかに，水圧力による引っ張り応力が加算

されることになる。そして，こうしたダブルの大きな応力を受けるのは，急冷

により脆性遷移温度を下回る水に浸された，破壊危険状態にある原子炉

圧力容器なのである。なお同様の危険予測は，アメリカのオークリッジ国
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立研究所が，１９８１年１０月にアメリカ原子力規制委員会に提出した「加

圧熱衝撃の評価」と題する報告書でもなされている。そこでは，冷却材喪

失事故，主蒸気管破断事故，タービン・トリップなどのいくつかの仮想的な

過渡現象において，炉の寿命内の早期の段階で，ＰＴＳによる容器の破

壊が予測されるとされている（以上全体につき，甲９０：１０８～１１２頁）（な

お，アメリカの報告書の中で，「炉の寿命」という言葉が登場することにも注

目されたい）。 

③ 以上のように，高経年化対策は，原子炉圧力容器の脆性破壊にとって

は，有効な対策とはなり得ないものなのである。 

３ 深層崩壊による地滑り，道路崩壊が原発に及ぼす危険性  

（１） 美浜原発の立地の特殊性 

 美浜原発は，土木工学及び砂防学的見地からみて重大な危険を孕んで

いる。 

 何故なら，同原発は，西方ガ岳（海抜７６４ｍ）とその北側に連なる蠑螺ガ岳

（海抜６８６ｍ）が山裾を広げる敦賀半島の略北端西域に設置されているから

である。 

 海岸線からせり上がる緑豊かな山域と間近に望む日本海の大観等が多く

のハイカーを魅了してやまない敦賀湾展望ハイキングコースの終点にある浦

底バス停から更に北側に位置する入江の奥，つまり，谷底である（甲９１号

証）。 

 美浜原発は，このように海岸線からせり上がる蠑螺ガ岳の谷底部分に位置

しており，深層崩壊の危険にさらされているからである。 

（２） 深層崩壊 

 近年，深層崩壊という自然災害がマスコミ等で大きく取り上げられるようにな

ってきた。 

 深層崩壊とは，山崩れ，崖崩れなどの斜面崩壊のうち，滑り面が表層崩壊

よりも深部で発生し，表土層だけでなく深層の地盤までもが崩壊土塊とな
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る比較的規模の大きな崩壊現象のことと定義されている。 

 崩壊土砂量が１００万立方ｍを超える極めて大規模なものから５万立方ｍ

以下のものまで様々である。 

 深層崩壊発生のメカニズムはなお研究途上であるが，大まかには，豪雨に

よって，斜面の表層と風化の進んでいない水を透しにくい深層の岩盤との

中間にある風化されて割れ目の多い岩盤内の窪んだ部分に地下水が集

中することによって，岩盤を支える力が岩盤が滑り落ちようとする力よりも弱

くなることから生じると考えられている。 

 発生時の雨の強さが零に近い事例や雨がほとんど止んでから発生した事

例もあること等から，なお研究が必要ではあるが，概ね，降水量が４００ミリ

を超えると発生しやすいとされている。 

 いずれにしろ，水を透しやすい風化した割れ目の多い岩盤の存在と台風

等由来の豪雨による大量の地下水の集中が深層崩壊発生の必要条件で

あることに疑いはない。 

 従って，環太平洋造山帯または環太平洋火山帯と称される地域に属し，

風化された活断層等の多い山脈を中心にして構成されている日本列島に

は深層崩壊の発生しやすい場所がいたる所に存在している。 

 それ故，浦底断層をはじめ多くの断層や活断層が存在している敦賀半島

の西方ガ岳や蠑螺ガ岳の斜面が水を透しやすい風化岩盤層を多く擁し

ている深層崩壊の危険地帯であることは明らかである。 

 このように敦賀原発は，深層崩壊に襲われる危険性の極めて高い場所に

建設されているのである。 

（３） 短期間超集中豪雨時代の到来 

 本年八月下旬から九月上旬にかけて来襲した台風１２号は移動速度が極

めて遅くノロノロ台風と称され，僅か１０日程で日本列島各地に記録的な豪

雨をもたらした。 

 これらの集中豪雨によって，各地で堤防が決壊し，河川が氾濫して道路や
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鉄道が寸断されるとともに紀伊半島南東の山間部に大規模な深層崩壊が多

発した。 

 １２道県において死者行方不明者合計９０数名，倒壊家屋８０数戸，浸水

家屋数千戸，避難世帯１１０以上，土砂ダム１０数ケ所内４ケ所は決壊の恐

れがあった等という甚大な被害が生じたことは公知の事実である。 

 なかでも特筆すべきは，奈良県上北山村の２４００ミリを超える観測史上

多の豪雨であるが，これは前年の台風８号の際に亜熱帯に位置する台湾で

記録された３０００ミリに迫る凄まじいものである。 

 これらの事実を踏まえて気象庁などが実施した気候変動シュミレーションに

よれば西暦２１００年には日本の南海上の海面水温が現在の台湾近海並に

上昇することが予想されている。 

 本年９月７日，日本気象協会が見解を発表したが，それによると近年の台

風災害や地球温暖化の影響を考慮すると，今後，日本国内でも２０００ミリを

超える大雨が想定されると分析するとともに台風１２号の「総雨量２０００ミリは

記録的な大雨ではありますが『想定外』であったとはいえません」と指摘して

いる。日 本 は，短 期 間 超 集 中 豪 雨 時 代 の到 来 を迎 えたのである（甲 ９２号

証）。 

（４） 短期間超集中豪雨時代の到来，僅か１０日程度で２０００ミリを超える凄ま

じい豪 雨 によって頻 発 する深 層 崩 壊 が敦 賀 原 発 を襲 う危 険 性 は，今 後 ，

年々高まっていく。 

 崩壊土砂量１００万立方ｍという大規模な深層崩壊が発生して土石流が敦

賀原発を襲えば，台湾の小林村の例のように敦賀原発全体がすべて埋まっ

てしまうような土石流に見舞われれば，原子炉建屋，タービン建屋及びその

他の各種付属施設も全て破壊される。 

 ２０１０年４月２６日，台湾の台北北２高速道路を飲み込んだ深層崩壊を写

したインターネットの写真を提出しておく（甲９３号証）。 

 この写真は，書面で百万言を費やすよりも雄弁である。 
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 その場合，襲い来る土石流によって原子炉建屋が崩壊して原子炉格納容

器が倒れたり，あるいは傾いた場合，内部の原子炉圧力容器内の燃料集合

体がその衝撃によって変形あるいは損傷して制御棒の挿入が不可能となる

事態が発生することが強く懸念される。 

 しかも，直ぐに流れて引いてしまう津波の場合とは異なり，重く水分を含ん

だ土石流に埋まってしまった施設の早期復旧は略不可能であるから，一部

の重要な装置や機器の損壊が原発にとって致命傷となるからである。 

（５） 復旧が著しく困難乃至は不可能な事態としては，建屋等と同時に敦賀原

発の進入用の唯一の道路を深層崩壊が襲った場合にも生じる。 

 敦賀原発は敦賀半島の略北端東側の谷底にあるが，進入路としては曲が

りくねった片側一車線の道路が一本あるだけである。 

 しかも，その道路は海岸からせり上がる急峻な蠑螺，西方ケ岳，蠑螺ガ岳

の山裾を削って設置されていることから一度土砂崩れに見舞われれば敦賀

原発は陸の孤島となり，短期間での道路の復旧はまず不可能だからである。 

（６） 使用済み燃料プールの危険性 

① 自衛隊が炙りだした危険な現実 

     本年３月１７日，福島第一原発を目指して自衛隊のヘリコプターが飛んだ。ヘリ

コプターに吊るした容器で３号機の上空から何度も水をかけるニュース映像

には多くの人々が固唾を飲んだ。 

   それは，その当時，３月１４日の大爆発後もなお残っていると推測されていた

使用済み燃料が発熱を続け，更に甚大な放射能汚染を引き起こす可能性が

あると危惧していたからに他ならない。 

  地震前，福島第一原発には１乃至４号機の各使用済み燃料プールに使用

済み燃料と４号機の定期点検の為に取り出された燃料の集合体が合計２７２

４体（１号 ２９２，２号５８７，３号５１４，４号１３３１）保管されていた。 

  これは，運転中の福島原発１乃至３号機の原子炉の燃料集合体の合計が１

４９６体（１号機４００，２，３号機各５４８，４号機は定期点検の為空であった）で
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あったのと比べると二倍弱という大変な量である（甲９４号証）。 

  このように大量の使用済み燃料等が，全電源喪失，配管等の損壊による水

漏れ等によって完全に冷却機能を失ってしまった１号機乃至４号機の各使用

済み燃料プールに保管されていたからこそ事態は急を要したのである。 

  後に，この放水作戦は，大量の被曝を覚悟した自衛隊員の英雄的行為であ

ったという美談話に仕立てられたが，実態は，当時唯一の冷却手段がバケツ

で水をかけるという情けない方法であったという原発災害に対する対応のお

粗末さを端的に示した出来事であったに過ぎない。 

  しかしながら，この作戦によって大量の使用済み燃料が原子炉建屋の使用

済み燃料プールに保管されており，それが絶え間ない冷却を必要としている

という事実が白日の下に晒され，使用済み燃料プールこそがより大きな脅威

であって看過出来ない大問題であるという現実が突きつけられた。 

② より大きな脅威とは，使用済み燃料が崩壊熱によって発熱してメルトダウンを

起こし， 悪の場合水素爆発や水蒸気爆発が引き金となって即発臨界という

大災害を引き起こす可能性があるということである。 

  この点につき，アメリカで原子炉を７０基も作ってきたベテランエンジニアの

アーノルド・グンダーセン氏は，３号機の大爆発を詳しく解析した結果，そ

れは水素爆発ではなく，使用済み燃料プールの燃料が水素爆発または水

蒸気爆発の爆風で濃縮されて生じた即発臨界という一種の核爆発であっ

たと考えるのが正しいと結論付けている。 

４ 緊急安全対策等の問題点 

（１）  債務者は，緊急安全対策として，津波による全電源喪失の発生を前提

として次の３点をあげる（平成２３年１０月３１日付主張書面第４章第２の３）。 

  ⑴ 緊急時の電源確保   

  ⑵ 緊急時の 終的な序熱機能確保 

  ⑶ 緊急時の使用済燃料貯蔵プールの冷却確保 

（２） 債務者の主張の問題点 
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 しかしながら，結論を先に言えば，これらの緊急安全対策なるものに効果を

期待することは出来ない。 

 それらの緊急安全対策は原発が後述する巨大災害に見舞われた場合，ま

ず，役に立たない代物であると断ぜざるを得ないからである。 

 何故なら，債務者の主張は，巨大災害に見舞われたにもかかわらず，各種

建屋，原子炉，蒸気発生器，タービン，発電機，配管，電気回線等々の原

子力発電所の主要な設備や部品に損傷が生じておらず，通電や給水さえ

再開出来れば全ての機器が正常に再稼動することが可能であるという，およ

そ幻想にも似た楽観的な想定の基に構築されているからである。 

 このように債務者の主張は，津波による外部電源及び非常用電源の喪失

という事象のみを前提にしており，発生が危惧されている直下型の大地震，

大津波及び深層崩壊等の災害が単一又は複合して襲来することによって原

子力発電所の主要部分に甚大な損傷が生じることが不可避であるにも係わ

らず，それらの可能性を一切無視しているという大問題がある。 

 しかも，債務者の主張のように津波によって原発に全電源喪失以外の致命

的な損傷が生じなかったと仮定したとしても，上記３点の緊急安全対策には

それぞれ個別の問題があり，それらの対策のみで安全性が確保されることは

あり得ない。 

 以下，それぞれ項を改めて検討する。 

（３） 巨大災害による原発施設の損傷等を無視していることについて 

 地震，津波及び土砂災害等に関する 新の研究によれば，将来襲来する

可能性の高い大災害としては，⑴直下型の大地震，⑵大津波，⑶深層崩壊

の三種類が想定される。 

   ⑴ 直下型の大地震について 

    まず，直下型地震について検討する。 

    わが国で発生する地震は大まかには以下のタイプに分類される。 

    ① プレート境界又はプレート内を震源とする海溝型の地震 
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    ② 内陸部や海底の活断層を震源とする直下型地震 

 日本列島の太平洋側の海底には海洋プレートが陸のプレートの下に沈み

込んでいることから海溝型の地震が多く，内陸部及び日本海側では直下型

の地震が多いという特徴がある。 

 地震の規模については，海溝型がマグニチュード８クラスと大きいものが多

く，直下型はそれより小さいものが多いとされている。 

 しかしながら，直下型の地震は震源が地表に近い為，マグニチュードが小

さくても甚大な被害をもたらすことがあるから油断は出来ない。 

 直下型であった１９９５年１月１７日の兵庫県南部地震はマグニチュード７．

３であったが，高速道路やビルをはじめとする堅固な多数の建築物を倒壊さ

せ，港湾等を破壊するとともに液状化を引き起こし甚大な被害をもたらしたと

いう公知の事実があるからである。 

 同じく直下型の２００４年１０月２３日の新潟県中越地震はマグニチュード６．

８であったが，走行中の新幹線が脱線し，新幹線や在来線の路盤等が崩壊

するとともに道路に多数の陥没や亀裂が生じ，長岡市では大規模な崖崩れ

が起こったという公知の事実がある。 

 更に，同じく直下型の２００８年６月１４日の岩手・宮城内陸地震はマグニチ

ュード７．２であったが，岩手県一関市厳美町厳美町祭畤の観測点では

大加速度４０２２ガル，東成瀬で３１６カインを記録したという特筆すべき出来

事があった。 

 この４０２２ガルは，日本国内観測史上 大値であり， 世界 大の加速

度としてギネスブックの認定を受けている。（甲９５号証） 

 この４０２２ガルという数値は，債務者の所有する原発は地震に対して安全

であるとの反論を根底から覆した。 

 債務者は，主張書面の３０頁おいて美浜発電所７５０ガル，高浜発電所５５

０ガル及び大飯発電所７００ガルという 大水平加速度を想定して地震対策

をしているから絶対に安全である等と反論しているが，４０２２ガルという数値
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はその６倍から７倍にも達する凄まじいものだからである。 

 ９８０ガルで地上の物体が空中に放り上げられるという重力加速度に鑑みれ

ば４０２２ガル，３１６カインという激しい震動に耐えられる構造物は恐らく存在

しないものと思慮されるからである。 

 なお，この４０２２ガルは東西南北上下の三成分合成データーであるが，南

北１１４３ガル，東西１４３３ガルであったのに対して上下動が３倍弱の３８６６ガ

ルと突出していることが特徴であると指摘されている。 

 従って，仮に，債務者所有の各原発の直下もしくは直近の活断層がマグニ

チュード６．８以上の直下型地震を発生させた場合，状況によっては原発関

連建屋の中でＳクラスと も耐震強度の高い原子炉建屋でさえ地盤毎倒壊

して破壊されることは明らかである。 

甲９６号証の１乃至４はいずれも岩手・宮城内陸地震による宮城県栗原市の

山間部の崩落現場の航空写真であるが，まるでクレーターのように広範囲に

山々が深く崩れ落ちている。 

 もし，この山の上に債務者所有の各原発が建てられていたとしたら，それら

の施設全体が地盤ごと倒壊し，手の施し用のない事態を引き起こすことは何

人にも容易に理解できるところである。 

 その場合，原子炉建屋が崩壊し，原子炉容器，加圧器，蒸気発生器等が

投げ出されて倒れたり，あるいはずれて傾いたりした場合，内部の原子炉容

器内の燃料集合体がその衝撃によって変形あるいは損傷する等して制御棒

の挿入が不可能となる事態が生じる。 

 万が一，制御棒が挿入出来なければ，冷却機能を失った原子炉は暴走し

て臨界が止められなくなり，主蒸気管及び主給水管が破断して注水出来な

くな放射線を遮断する為の水を失った原子炉から外部に大量の中性子線が

放射されて福島第一原発の場合よりも更に手が付けられない事態が生じる。 

 その後，主蒸気管や主給水管の破損によって給水機能が失われ，冷却不

能となった原発は，やがてメルトダウンに至り，水素爆発，水蒸気爆発及び
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即発臨海による核爆発等が生じることによって大量の放射性物質を大気中

にまき散らし，原子雲が生じて広範囲に飛来し，債権者を含む多数の国民

の生存環境が広範囲に高濃度の放射能汚染に晒されることになる。 

 なお，上記の事象は原子炉だけに生じるものではなく，併設されている使

用済燃料プール内の使用済燃料にも生じる。 

 プールが崩壊し冷却水を失った使用済燃料の集合体は崩壊熱によって発

熱し続け，メルトダウンを起こしたり，燃料プール内で一か所に集まって即発

臨界による爆発を生じたりする可能性が高いからである。 

 また，仮に，全体的な倒壊を免れ，運良く も耐震強度の高い原子炉建

屋に損壊等の部分的な被害が生じただけで済み，建屋が守られたとしても，

それよりは強度の劣るタービン建屋や付属施設には甚大な被害が生じる。 

 この場合も，建屋内の原子炉容器，使用済燃料プール，加圧機，蒸気発

生機，それらを繋ぐ各種配管，付属の大小様々なポンプ類，タービン，発電

機その他の電気設備，消防設備等々が激しく東西南北上下に揺さぶられる

ことから，それらの器機が土台や取付装具から脱落したり，破損したりして各

所に様々な致命的な損傷が生じ，冷却機能が維持出来なくなって過酷事故

に至ることが危惧される。 

 当然のことであるが，使用済み燃料プール内の使用済み燃料についても

同じ危惧がある。 

 更に，別のところで述べたように，債務者所有の原発には高経年化したも

のが多い。従って，それらの原発は，当然のことであるが，配管，配線及び各

種制御器機に金属疲労，減肉等による強度低下，目に見えないひび割れの

発生等々の劣化が随所に生じているから紹介した前記３件の地震より遙に

弱い直下型地震に遭遇した場合でも致命的な損傷が生じる可能性がある。 

 特に，債務者の保有している加圧水型軽水炉は三千数百本もの細管を束

ねて封入した蒸気発生機や多数のボンプに故障が多いことが弱点であると

指摘されているのであるから，蒸気発生機の細管，ポンプ及びそれらの接続
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部分等に損傷が生じて一次系の冷却水が失われ過酷事故に至ること等が

強く危惧されるところである。 

 なお，美浜発電所では敷地に至る為に海上に橋が架けられているが，この

橋が直下型地震に見舞われれば崩落してしまい海岸沿いの進入路のみに

なってしまうことも同時に懸念されることを指摘しておく。 

  ⑵ 大津波について 

 一般には，海溝型の地震に津波が伴うことが多いことから直下型の地震で

は津波が生じないかの如く誤解されている。 

 しかしながら，内陸型の直下型地震においても大津波が発生することは１５

８６年１月１８日（天正１３年１１月２９日）の天正大地震によって証明されてい

る。（甲９７号証） 

 天正大地震の詳細は諸説があり，必ずしも定かではないが，推定規模マグ

ニチュード７．９ないし８．１という大規模な内陸地殻内地震であったと推定さ

れており，震源域は現在で言うと，福井県，石川県，愛知県，岐阜県，富山

県，滋賀県，京都府，奈良県に相当する広大なものであったとされている。 

 この地震により北陸，東海及び近畿に甚大な被害が生じ，地割れ，波，山

崩れ，液状化現象及び家屋の倒壊が多数発生し，死者も多数出たと記録さ

れている。 

 琵琶湖では，下坂浜千軒移籍となる現長浜市の集落が液状下現象により

水没し，越中国では木船城が倒壊城主前田秀継夫妻外多数が死亡してい

る。 

 飛騨国では帰雲城が大規模な山崩れによって埋没し，城主内ケ島氏理と

その一族が全員死亡し，周辺の集落数百戸も同時に埋没の被害にあってい

る。群上では，奥明方（現群上市明宝）の水沢上の金山や６０乃至７０軒の

集落が崩壊し，あたり一面の大池になったと言われている。 

 その他，美濃の大垣城，近江の長浜城，三河の岡崎城及び伊勢の長島

城が全壊，大破あるいは焼失したとされ，京都では三十三間堂の６００体の
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仏像が倒れ，八坂神社が一部損壊，壬生地蔵堂等が倒壊などしており，大

和では多門院築垣が倒壊したとされている。 

 この地震による津波は，伊勢湾と若狭湾で発生しており，いずれも沿岸部

で多数の家屋喪失や溺死者を出したとのことである。 

 このように，大規模な直下型地震とそれに伴う大津波による甚大な被害の

記録が存在していることに鑑みれば，福島第一原発と同様に上記⑴で述べ

た大地震によって倒壊乃至は損壊した債務者所有の各原発施設に引き続

いて大津波が襲来することは十分あり得ることである。 

 それ故，債務者が緊急安全対策の前提として主張しているような津波が収

束した後に各種冷却装置が通電又は給水によって正常に稼動出来る状態

にある等ということは絶対にあり得ない。 

  ⑶ 深層崩壊について 

 債務者所有の原発はいずれも，敦賀原発やもんじゅと同様に土木工学及

び砂防学的見地からみて重大な危険を孕んでいる。 

 何故なら，それらの原発はいずれも若狭湾を臨む半島の山間部の裾野等

に建築されているからである。 

 深層崩壊とは，山崩れ，崖崩れなどの斜面崩壊のうち，滑り面が表層崩壊

よりも深部で発生し，表土層だけでなく深層の地盤までもが崩壊土塊となる

比較的規模の大きな崩壊現象のことであると定義されている。 

 崩壊土砂量が１００万立方メートルを超える極めて大規模なものから５万立

方メートル以下のものまで様々である。 

 深層崩壊が多くの人々の注目を集めるようになったのは，２０１０年６月２７

日，午後９時からＮＨＫスペシャルが「深層崩壊が日本を襲う」というタイトル

の番組を放映して以降のことである。 

 注目を集めた理由は，同番組が導入部で，２００９年８月１０日，台風８号が

もたらした３０００ミリという記録的な豪雨によって台湾の小林村の裏山が大規

模かつ広範囲に崩落し，５００名もの村民が避難先の鉄筋コンクリート造りの
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頑丈な学校や集落ともども生き埋めになって死亡し，略全村が跡形もなく消

滅してしまったという衝撃的かつ悲劇的な大災害を紹介するとともに，今後，

同様の大災害が地形の酷似した日本においても頻繁に発生する恐れがある

等と警告したからである。 

 なお，深層崩壊は２１世紀に入って以降その増加が注目されていることから

新しい現象のように認識されているが，必ずしも新しい現象ではない。 

 例えば，１８８９年，奈良県十津川村では，崩壊土砂量が１００万立方メート

ル（東京ドーム概ね１個分）を超える巨大な深層崩壊が２０以上も発生する災

害に襲われている。 

 この十津川村を襲った豪雨による深層崩壊は，地元では「山津波」「山潮」

とも呼ばれている。 

 山津波により１６８名もの死者を出した十津川村は壊滅状態になり，６４１世

帯，２，５８７名が故郷を捨てて北海道への移住を決断し，荒野を開拓して

「新十津川村」を作ったという歴史的事実は公知のものである。 

 深層崩壊発生のメカニズムはなお研究途上であるが，大まかには，豪雨に

よって，斜面の表層と風化の進んでいない水を透しにくい深層の岩盤との中

間にある風化されて割れ目の多い岩盤内の窪んだ部分に地下水が集中す

ることによって，岩盤を支える力が岩盤が滑り落ちようとする力よりも弱くなるこ

とから生じると考えられている。 

 発生時の雨の強さが零に近い事例や雨がほとんど止んでから発生した事

例もあること等から，なお研究が必要ではあるが，概ね，降水量が４００ミリを

超えると発生しやすいとされている。 

 いずれにしろ，水を透しやすい風化した割れ目の多い岩盤の存在と台風等

由来の豪雨による大量の地下水の集中が深層崩壊発生の必要条件である

ことに疑いはない。 

 従って，環太平洋造山帯または環太平洋火山帯と称される地域に属し，

風化された活断層等の多い山脈を中心にして構成されている日本列島には
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深層崩壊の発生しやすい場所がいたる所に存在している。 

 それ故，多くの断層や活断層が存在している敦賀半島，大島半島等の若

狭湾に突き出た半島の山々の斜面が水を透しやすい風化岩盤層を多く擁し

ている深層崩壊の危険地帯であることは明らかである。 

 このように債務者所有の原発は，いずれも深層崩壊に襲われる危険性の

極めて高い場所に建設されている。 

 本年八月下旬から九月上旬にかけて来襲した台風１２号は移動速度が極

めて遅くノロノロ台風と称され，僅か１０日程で日本列島各地に記録的な豪

雨をもたらした。 

 これらの集中豪雨によって，各地で堤防が決壊し，河川が氾濫して道路や

鉄道が寸断されるとともに紀伊半島南東の山間部に大規模な深層崩壊が多

発した。 

 １２道県において死者行方不明者合計９０数名，倒壊家屋８０数戸，浸水

家屋数千戸，避難世帯１１０以上，土砂ダム１０数ケ所内４ケ所は決壊の恐

れがあった等という甚大な被害が生じたことは公知の事実であって記憶に新

しいところである。 

 なかでも特筆すべきは，奈良県上北山村の２４００ミリを超える観測史上

多の豪雨であるが，これは前年の台風８号の際に亜熱帯に位置する台湾で

記録された３０００ミリに迫る凄まじいものであった。 

 これらの事実を踏まえて気象庁などが実施した気候変動シュミレーションに

よれば西暦２１００年には日本の南海上の海面水温が現在の台湾近海並に

上昇することが予想されている。 

 本年９月７日，日本気象協会が見解を発表したが，それによると近年の台

風災害や地球温暖化の影響を考慮すると，今後，日本国内でも２０００ミリを

超える大雨が想定されると分析するとともに台風１２号の「総雨量２０００ミリは

記録的な大雨ではありますが『想定外』であったとはいえません」と指摘して

いる。 
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 このように，日本は，短期間超集中豪雨時代の到来を迎えたのである。 

 僅か１０日程度で２４００ミリを超える凄まじい豪雨によって頻発する深層崩

壊が債務者所有の原発を襲う危険性は，今後，年々高まっていく。 

 仮に，崩壊土砂量１００万立方メートルという大規模な深層崩壊が発生して

土石流が原発を襲えば同原発が壊滅してしまうことは明らかである。 

 台湾の小林村の例のように原発全体がすべて埋まってしまうような土石流

に見舞われれば，原子炉建屋，タービン建屋及びその他の各種付属施設も

全て破壊されてしまうことになる。 

 その場合，襲い来る土石流によって原子炉建屋が崩壊して原子炉容器等

が倒れたり，あるいは傾いたりした場合，内部の燃料集合体がその衝撃によ

って変形あるいは損傷して制御棒の挿入が不可能となる事態が発生すること

等が強く懸念される。 

 万が一，制御棒が挿入出来なければ，冷却機能を失った原子炉は暴走し

て臨界が止められなくなり，原子炉容器が破壊されれば外部に大量の中性

子線が放射されて手が付けられない事態になる。 

 更に，メルトダウン，水素爆発，水蒸気爆発及び即発臨海等が生じることに

よって周辺環境が広範囲に放射性物質によって汚染されることは必至であ

る。 

 なお，復旧が著しく困難乃至は不可能な事態としては，各原発の進入用の

道路を深層崩壊が襲った場合にも生じることを指摘しておく。 

 上記のように各原発は若狭湾をのぞむ半島等の山裾や谷底にあるが，美

浜原発の橋を除けば，進入路としては曲がりくねった道路が一本あるだけだ

からである。 

 しかも，その道路は海岸からせり上がる急峻な山等の山裾を削って設置さ

れていることから一度土砂崩れに見舞われれば各原発は陸の孤島となり，短

期間での道路の復旧はまず不可能だからである。 

 ２０１０年４月２６日，台湾の台北北２高速道路を飲み込んだ深層崩壊を写
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したインターネットの写真を提出しておく。 

 この写真は，書面で百万言を費やすよりも雄弁である。 

 このような深層崩壊が各原発を襲えば直ちに原発災害が生じることは何人

にも容易にイメージ出来るところであろう。 

  ⑷ ⑴乃至⑶の大災害が連続して襲来することについて 

 更に，上記⑴乃至⑶の大災害が連続して襲来することの可能性も除外出

来ない。 

 この危険性は日本が地震国であり，毎年台風が来るのが恒例となっている

からである。 

 本年は，３月に東北地方太平洋沖地震があり，９月に台風１２号の被害が

生じたが，幸いなことに東北と近畿と襲来場所が異なった。 

 しかし，今後も襲来場所が異なるという保証はないからである。 

 地震や火山活動が活動期に入り，温暖化等による巨大台風の増加が現実

のものとなった今日，それらが連続して債務者の所有する原発を襲う可能性

はより強まっていることを忘れてはならない。 

５ 使用済み燃料プールの危険性 

（１） 福島第一原発の大事故が発生するまで，大手のマスコミによって使用済

み燃料 プールの危険性が報道されたことは殆ど無い。 

 しかしながら，原子炉のように格納容器や圧力容器という特殊鋼で造った頑

丈な容器に封じ込められていない，剥き出しのままの使用済み燃料を保管し

ている使用済み燃料プールが危険であることは当然のことである。 

 何故なら，使用済み燃料は，近づけば即死する程の高濃度の放射線を出

し，数年以上もの長期間冷却水を循環させて崩壊熱を除去するとともに放射

線を遮断しなければならない極めて危険な放射性物質の塊だからである。 

（２） 使用済み燃料プールの危険性については概ね以下の４点が指摘されて

いる。 

  イ 原子炉建屋の高所に設置されていること 



 52

  ロ 上部が開放されている（あけっぴろげになっている）こと 

  ハ 事実上使用済み燃料の保管施設になってしまっていること 

  ニ 漏洩事故がおこっていること 

  以下では項を変えて上記問題点を個別に簡単に検討する。 

a 原子炉建屋の高所に設置されていることの危険性 

 日本では，大事故を起こした福島第一原発と同じように，使用済み燃料プー

ルを原子炉建屋内の原子炉上部の脇に設置していることが多い。 

 債務者が保有している敦賀原発第１号機の使用済み燃料プールも敷地から

水面まで約２５ｍという高所（通常のビルの 8 階の高さ）に設置されている。 

 使用済み燃料プールは，ステンレス鋼で骨組みされたコンクリートで造られて

おり，強度は原子炉建屋のそれと略同等である。 

 使用済み燃料プールの大きさは，福島第一原発の２乃至３号機の場合，長

さ１２．２ｍ，幅９．９ｍ，深さ１１．８ｍであるから容量は約１４２５立方ｍ（１４２５ト

ン）である。 

 小学校に設置されている６コースの水泳用プールは，長さ２５ｍ，幅１３ｍ，深

さ１．３ｍのものが多く，容量は約４２２立方ｍ（４２２トン）である。 

 小学校のプールと比較すると，使用済み燃料プールは容積で約３．３７倍と

いう巨大な代物である。 

 しかも，上記の比較は水換算（１立方ｍ１トン）でのものであるから使用済み燃

料の集合体が千体程度保管されている場合は，金属，ウラン及びプルトニウム

等の重量がいずれも水より遙に重いことから使用済み燃料プールの総重量は

更に増加することになる。 

 従って，このように巨大で重い水槽を原子炉建屋の高所に設置していること

はそれ自体極めて危険である。 

 福島第一原発の４号機が余震による使用済み燃料プールの崩壊を防ぐ為，

急いで補強工事を行ったという報道がされたが，この事実は地震に対する使

用済み燃料プールの脆弱性を余すところなく示している。 
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 仮に，原子炉の格納容器や圧力容器が無事であったとしても，使用済み燃

料プールだけが崩壊して原発災害が拡大することが現実の問題となりうる。 

 同様の原発災害は，原子炉建屋の低い部分に水素爆発が生じて使用済み

燃料プールの支えとなる部分が倒壊した場合にも発生する。 

 原発の原子炉建屋は耐震構造であるから地震に見舞われた場合，上層階

程大きく揺れてたわみ，使用済み燃料プールの底や壁面に亀裂が生じたり，

穴があいたり，あるいは接続してある給排水管等に損傷が生じて冷却水を喪

失する可能性が危惧される。 

 大地震の度に指摘されていることであるが，耐震構造の建物はトップヘビー，

つまり上部が重い程倒壊しやすいという特性がある。 

 同じ程度の地震動でも，使用済み燃料プールが高所に設置してある場合は

地上付近に設置されている場合と比べて著しく倒壊の危険性が高くなる。 

 更に，福島第一原発の場合，４号機の高所の使用済み燃料プールに特殊

な生コン打用のポンプ車で苦労して注水していた報道からも明らかなように，

仮に，使用済み燃料プールが無事であったとしても，電源の喪失，循環ポンプ

の故障等が生じると冷却水の補充が究めて困難になるという問題もある。 

b 上部が開放されていることの危険性 

 使用済み燃料プールの上部には蓋がない。 

 蓋がないことによって使用済み燃料プールの水面に波が発生することから生

じる危険性が指摘されている。 

 低周期の小さな地震による波なら特に問題はないが，長周期地震動などに

よって非常に高い波が連続して発生するスロッシング現象が生じた場合，冷却

水が溢れて周囲に飛び散ったり，水圧による加重の変化に使用済み燃料プー

ルが耐え切れず崩壊する恐れがあるからである。 

 しかも，スロッシング現象が生じた場合は，使用済み燃料プールを支えている

原子炉建屋も同時に地震で長く揺さぶられていることから大きな加重によって

コンクリートが剥離して建屋ごと倒壊する恐れもある。 
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 更に，使用済み燃料プールが無事であったとしても，内部の使用済み燃料

がスロッシング現象の大きな波に流されて一か所に押し縮められるという事態

が生じることの危険性が指摘されている。 

 使用済み燃料が一定の間隔以下に押し縮められてしまうと再臨界という 悪

の事態が生じる恐れがあるからである。 

c 事実上使用済み燃料の保管施設になってしまっていること 

 原発の使用済み燃料プールの空き容量は，日本全体で見ても後５乃至６回

の燃料交換，つまり６乃至７年しか持たないと危惧されている。 

 何故このような事態になってしまったのか。 

 原発がトイレなきマンションと揶揄されているように，使用済み燃料の処理方

法が確立出来なかったからである。 

 １９８０年代の一時期核燃料サイクルなるものが実現するかの如く喧伝され

た。 

 しかしながら，青森県六ケ所村の再処理工場の稼働実態，高速増殖炉もん

じゅの深刻な事故による運転不能の実状，アメリカ，フランスという原発先進国

が高速増殖炉計画を断念し，残っているのは日本の「もんじゅ」だけであるとい

う状況等からみて，もはや，核燃料サイクルなるものが不可能であることは公知

の事実である。 

 しかも，仮に，再処理と高速増殖炉が万万が一実現したとしても，再処理後

のプルトニウムとウランを混合したＭＯＸ燃料を高速増殖炉で燃やした後に出

る凄まじい高汚染物質の使用済み燃料の処分技術が完成されることはない。 

 更に，これまた仮に，その処理技術が万万が一開発されて唯一可能性が高

いとされている地層保管処分（地震列島の日本には安定した地盤の適地が無

いといわれている）が実現したとしても，低レベル放射性廃棄物で約３００年，高

レベル放射性廃棄物の場合，１０万年から１００万年と途方もなく気の遠くなる

ような期間，人間が管理し続けなければならない。 

 原子力発電が開始された当初から核廃棄物の処理技術が確立していないこ
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との危険性は指摘されていたが，そのうち何とかなるだろうと無責任にも見切り

発車したがどうにもなりようがなかったという恐ろしい現実が，今，重くのしかかっ

てきている。 

 その場凌ぎのように，ＭＯＸ燃料を軽水炉で燃やすという危険なプルサーマ

ルによって使用済み燃料を減量しようとの画策がなされ，既に，一部で導入さ

れている。 

 しかしながら，それが凄まじく危険な行為であるという現実が， 近になってマ

スコミがようやく報道した，プルトニウムやストロンチウムが広範囲に飛び散って

いたという福島第一原発３号機（ＭＯＸ燃料を使用していた）の大爆発等の続

報によって白日の下に晒されるに至っている。 

 それ故，今後，プルサーマルを他の原子炉で簡単に増やすことは出来ない。 

 このような状況の為，今や各原発の使用済み燃料プールは行き場の無くなっ

た使用済み燃料の保管施設になってしまっているのである。 

 しかも，原発の稼働年数を延ばす為，各原発の使用済み燃料プールの容積

を変えずに使用済み燃料の間隔を今までより狭めて保管量を増やすという危

険この上ない延命措置が画策されている。 

 その手法では，地震等で揺られたり，深層崩壊等で大きな衝撃を受けた場

合，より簡単に燃料の集中が起こって再臨界の可能性が生じる恐れがある。 

d 漏洩事故がおこっていること 

 使用済み燃料プールの防水機能の低下や配管の腐食によってプールの水

が原子炉敷地内や外部に漏洩して環境を汚染している問題である。 

 この問題は日本だけのものではない。  

 既に，アメリカ等でも指摘され，トリチウムという放射性の三重水素等による環

境汚染の拡大が深刻なものとして懸念されている。 

 日本の場合，使用済み燃料プールに漏洩を関知する装置が設置されていな

いことから問題はより深刻である。 

e 債務者の敦賀原発第１号機の使用済み燃料プールは，敷地から水面まで２
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５ｍであるから平均的なマンション等に換算すると略８階建の高さに水面があ

る。 

 従って，上記のすべての危険性が該当することは明らかである。 

 

６ ストレステスト 

（１） 債務者はストレステストを受けることにより，債務者所有の原

子力発電所を再稼働させても安全性が確保されると主張する。 

しかし，債務者が援用する日本のストレステスト（甲９８号証）は EU のスト

レステスト（甲９９号証）を参考に作成されたものであるが，EU のストレステス

トをそのまま使うのではなく，再稼働が認められやすいように意図的に改ざ

んして作成されている。将来，債務者所有の原子力発電所が安全性にお

いて不十分なストレステストに合格したからといって，原子力発電所の安全

性，ひいては債権者らの人格権・生存権を担保するものではない。 

（２） 日本のストレステストの評価手法書及び実施計画書の不十分な

点（甲１００号証） 

プラント技術者の指摘に従い，日本のストレステストの実施計画書の不

十分な点を以下，概括的に述べる。 

① 日本のストレステストと EU のストレステストを比較すると日本のストレステス

トの方が要求されている技術項目が圧倒的に少ない。また，EU のストレ

ステストでは過酷事故管理（対策）の検証を重要視し，多くの字数を割い

ている（2 ページ以上）。一方，日本のストレステストではたった 10 行程度

しかない。 

② 日本のストレステストには EU のストレステストと同様の「決定論的手法を

用い」とあるが，すぐ後に EU のストレステストにはない「過度の保守性を考

慮することなく現実的な評価を行う」という記述がある。現実的な評価を

行うということは決定論的手法をとることと矛盾し，現実的な評価という名

目で安全性が軽視される可能性がある。また，評価の実施方法について

「総合的に評価」するとしているが，「総合的」という言葉は曖昧で，同じく

安全性が軽視される可能性がある。 
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③ EU のストレステストでは地震のケースのみに確率論的安全評価（PSA)を

考慮しても良いとしている。しかし，日本のストレステストでは，津波，電源

喪失，冷却源喪失にまでこの評価方法を適用することを拡大している。

安全性を軽視している。 

④ 日本のストレステストは定期検査中の施設を対象とした一次評価と全施

設を対象とした二次評価を分けている。安全性の確保という観点よりも定

期検査中の施設の再稼働を優先するという政治的な意図がある。 

⑤ 日本のストレステストは福島第一原発事故の調査報告書が作成されてい

ない現段階で作成されたものであり，福島第一原発事故の原因等を踏

まえたストレステストにはなっていない。 

⑥ 日本のストレステストでは公開と透明性の原則には一切言及していない。 

 

第４ 求釈明 

１ 債務者の原発は指針２７の「長時間の全電源喪失は想定しなくてよい」とい

う設計になっていたか。 

２ 単一故障指針は採用していたか。 

３ 本件原発につき格納容器と圧力容器の耐圧気圧を明らかにされたい。 

４ 原子炉内には，脆性遷移温度を測定するための監視試験片が設計段階に

おいて入れられているが，それがなくなれば測定は不可能になる。このことは

本件各原発の安全性を考える上で極めて重要なことである。そこで，債務者

においては，①本件各原発の原子炉内に設計当初入れられていた監視試

験片がいくつであったのか，②その試験片はこれまでに，いつ，いくつ取り出

されてきたのか，③今後は，いつ，いくつ取り出す予定であるのかについて，

各号機ごとに明らかにされたい。 

 


