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第１．誤記の修正 

 ２０１１年１１月２４日付債権者主張書面に誤記があったので，修正

する。 

１．Ｐ.２５の１３行目，Ｐ.３８下から７行目，Ｐ.３９下から９行目，

同頁下から６行目の 2 カ所，Ｐ.４０の１３行目の「敦賀原発」との記

載をいずれも「敦賀半島にある本件原発」と訂正する。 

２．Ｐ.４０の１０行目「敦賀原発は敦賀半島の略北端東側の谷底にある

が」とあるのを「美浜原発は敦賀半島の略西側にあるが」と訂正する。 

 

第２． 

１．本件各原発が地震ないしその随伴現象である津波によって過酷事故

に至る具体的危険性があることについて 

  この争点についての債権者らの主張は，２０１１年１１月２４日付

主張書面（以下「前回主張書面」という。）の第３の１（２２頁から

２９頁）に記載したほか，次のとおりである。 

 (1) はじめに 

 原発の運転差止め請求訴訟において争点となる「原発の安全性」

については，過酷事故等によって周辺住民の生命，身体に害を及ぼ

す確率が科学的に０％であることを意味する「絶対的安全性」では

なく，科学的には０％ではないものの，社会的に許容される程度の

安全性を備えていることを意味する「相対的安全性」をいうものと

解するべきではある。なぜなら，「絶対的安全性」を意味すると解

した場合，原発に対してどれだけ万全と思われる安全対策を施して

も，およそ原発を運転することは不可能になってしまうからである。

しかしながら，「相対的安全性」の概念を前提として求められる安

全性のレベルは，万が一の事故が起こった場合の被害の深刻さ，広

範さとの兼ね合いで考えられなければならない。福島第 1 原発事故

では，大地が，大気が，海洋が高濃度の放射性物質に汚染され，未



 4

だに１５万人もの人たちが故郷を奪われて帰宅する目途もたって

おらず，今後膨大な数の人たちが低線量被ばくによる健康被害の恐

怖に怯えながら生活しなければならない等，その被害は極めて広範

且つ深刻であるが，一歩間違えれば，複数の原子炉が次々と爆発し，

急性放射線障害によって多数の死者が出るのみならず，東北地方か

ら首都圏に至る広範な土地が人の住めない土地になってしまう危

険が現実のものであった（田坂広志内閣官房参与（当時）は，首都

圏３０００万人の避難を検討していたことを明らかにしている（甲

１０１号証）。また，原子力安全委員会も，首都圏の避難を想定し

たシナリオを作成して菅総理に提出していた（甲 102 号証）。今回

の事故によって，原発集中立地の恐怖を目の当たりにした。将来，

若狭の原発で地震による過酷事故が起こった場合，１基が爆発を起

こすと，もはや原発敷地近傍に人間が近寄ることはできないから，

地震によって損傷している他の号機も次々と爆発し，近畿，北陸，

東海地方は，人が住めない土地になってしまう危険があるのである。 

 若狭地方で原発の過酷事故が起こった場合に想定される被害の

深刻さ，広範さを踏まえると，原発に求められる安全性が「相対的

安全性」でよいといっても，社会的に許容される安全性のレベルは，

社会一般人が過酷事故の危険を現実的なものと認識してその発生

に怯えながら生活する必要のない程度のものであることを要する

と解するべきである。そして，そのためには，地震対策，津波対策

については，少なくとも「既往 大」，すなわち，人間が認識でき

る過去において（地球の歴史に比較すれば一瞬に過ぎないが）生じ

た 大の地震， 大の津波を前提にした対策をとらなければ，「相

対的安全性」を満たさないと解するべきである。 

 この，「既往 大」の考え方は，中央防災会議の「東北地方太平

洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」が平成

２３年９月２８日に取りまとめた「東北地方太平洋沖地震を教訓と

した地震・津波対策に関する専門調査会報告」（河田恵昭部会長）（甲

103 号証）にも採用されている。すなわち，同報告では，「あらゆる
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可能性を考慮した 大クラスの巨大な地震・津波を検討」し，「発

生頻度は極めて低いものの，甚大な被害をもたらす 大クラスの津

波」を想定すべきであるとされているのである。また，原発の耐震

安全性を検討する国の作業部会の主査と委員を平成２３年７月末

に辞任した纐纈一起東京大学教授も，毎日新聞社のインタビューに

おいて，「立地を問わず，過去 大の揺れと津波を同じ重みをもっ

て安全性を考慮するよう改めるべき」であり，「過去 大というの

は，原発の敷地でこれまでに記録したものではなく，日本，あるい

は世界で観測された 大の記録を視野に入れることが重要」である

と述べている（甲 104 号証）。 

 (2) 基準地震動について 

① 債務者は，基準地震動を，美浜原発について７５０ガル，大飯

原発について７００ガル，高浜原発について７００ガルと定めて

いる。 

  しかしながら，「既往 大」の考え方に立脚する以上，２００

７年７月中越沖地震の際に柏崎刈羽原発で記録した１６９９ガ

ル（解放基盤表面におけるはぎとり波）を基準地震動とすべきで

ある。その理由は，次のとおりである。 

 ア 中越沖地震は，Ｍ６．８の中規模地震にすぎない。それでい

ながら，柏崎刈羽原発において，基準地震動４５０ガルの４倍

近い１６９９ガルもの地震動を記録した。また，１号機～４号

機の解放基盤表面での重力加速度は，いずれも１０００ガルを

超えたのに対し，５号機～７号機は，５００ガル～７００ガル

程度にすぎなかった。これらの現象の理由は，いずれも解明さ

れていない。すなわち，東京電力は，地震波が，震源の影響に

よって１．５倍程度，深部地盤による不整形性の影響で２倍程

度，古い褶曲構造による増幅によって１号機～４号機側で２倍

程度，５号機～７号機側で１倍程度増幅したことがその原因で

あるとしている（甲 105 号証）が，何故これらの増幅が生じた

かについて明確な説明はなされておらず，他の原発敷地におい
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て，同様の増幅要因がないことについても何らの保障がない。 

 イ ２００９年８月静岡沖地震は，Ｍ６．５の中規模地震である

が，これによって浜岡原発を襲った地震動は，１，２号機では

１０９ガル，３号機は１４７ガル，４号機は１６３ガルであっ

たのに，５号機では４２６ガルを記録した。５号機が他の号機

の３～４倍の揺れを記録した原因について，地盤の特性が指摘

されているが，今もって，明確にされていない。（甲 106 号証） 

 ウ 要するに，原発の敷地に，揺れを増幅させるどのような要因

が隠れているか正確には判っておらず，大地震が起こり，想定

を超える地震動，あるいは周辺の土地よりはるかに激しい地震

動に襲われて，初めてそれが判るということが繰り返されてい

るのであるから，本件各原発においても，「既往 大」である

１６９９ガルを想定すべきなのである。 

② そもそも，債務者が本件各原発において策定した基準地震動は，

低きにすぎる。その理由は，次のとおりである。 

 ア 「震源を特定せず策定する地震動」について 

  ⅰ 債務者は，加藤研一ほか「震源を事前に特定できない内陸

地殻内地震による地震動レベル」（以下「加藤論文」という。

乙１７）に基づき，各発電所の敷地の地盤特性を加味して，

Ｍ６．８～６．９を想定している（債務者平成２３年１０月

３１日主張書面２９頁，乙１２ ２－１１９，乙１３ ２－

１００，乙１４ ２－１１３）。 

  ⅱ しかしながら，加藤論文には次のような問題点があり，こ

れを基づくことは，危険極まりない。 

    すなわち，加藤論文は，日本とカリフォルニアで発生した

４１個の内陸地殻内地震について，地質学的調査によって事

前に震源の特定が可能かどうかを検討し，３０地震は特定が

可能であるとして「震源を事前に特定できない内陸地殻内地

震による地震動レベル」の検討対象から排除し，残りの１１

地震のうち強震記録のある９地震を検討対象とし，これら９
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地震の応答スペクトルの上限レベルを「震源を事前に特定で

きない内陸地殻内地震の地震動レベル」として設定したもの

である。しかし，排除した地震の中には，Ｍ７を超える大地

震が多数含まれるのに対し，上記９地震の規模は，Ｍ５．６

～Ｍ６．６に過ぎない。加藤論文では，２０００年鳥取県西

部地震（Ｍ７．３）すら排除されているが，同地震を起こし

た震源断層は，事前には知られていなかった。地震が起こっ

た後に，その断層を把握できたというのは，「後出しジャン

ケン」のようなものである。多くの地震研究者が，この地震

の場所と規模を事前に正しく予測することは不可能だった

と考えていることは，文献によっても指摘されている（甲 107

号証ｐ５６）。 

    そうすると，加藤論文による「震源を事前に特定できない

内陸地殻内地震の地震動レベル」の設定は，恣意的に過小評

価されているというべきである。 

  ⅲ 前回主張書面で主張したように，Ｍ７を超える地震であっ

ても，地表地震断層が出現しなかった地震は枚挙のいとまが

なく，中央防災会議によれば，Ｍ７．３以下の地震はどこで

も発生する可能性があるのだから（甲７５），「震源を特定せ

ず策定する地震動」として，その程度の地震を想定すべきで

ある。 

  ⅳ 原発敷地周辺については，電力会社が綿密な活断層調査を

するから，それ以外の地域よりも活断層を発見しやすく，「震

源を特定せず策定する地震動」の設定は小さくてよいと考え

る向きがある。しかし，電力会社による活断層調査結果の信

頼性は低い。そのことは，次の事実から明らかである。 

 あ 債務者は，新耐震指針に基づくバックチェックを行う以

前，周辺活断層について，次のとおり，現在よりもはるか

に小さな評価しかしていなかった。（甲 108 号証） 

 ａ 浦底断層 現在は，内池見断層と連なる約１８ｋｍの
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断層であるとしているが，以前は，南方海域だけの３．

６ｋｍの断層であるとしていた。 

 ｂ 白木－丹生断層 現在は１５ｋｍの断層であるとし

ているが，以前は，北方海域だけの２．４ｋｍ及び６．

４ｋｍの断層であるとしていた。 

 ｃ 野坂断層・Ｂ断層・大陸棚外縁断層 現在は同時活動

する４９ｋｍの断層と評価しているが，以前は，同時活

動を否定していた。 

 い 中国電力は，島根原発周辺に研究者や市民が指摘してい

る活断層は存在しないと主張していたが，その後，これを

否定できなくなって認めるに至った。認める距離も，１９

９８年には８ｋｍとしていたが，研究者や市民の批判を受

け，２００４年には１０ｋｍ，２００８年には２２ｋｍと，

しぶしぶ，少しずつ長くする有様である。（甲 109，110 号

証） 

 う 東京電力は，平成１９年７月１６日中越沖地震（Ｍ６．

８）を起こした活断層を把握していなかった。 

 え 北陸電力は，平成１９年３月２５日能登半島地震（Ｍ６．

９）を起こした海底活断層を把握していなかった。（甲 111

号証） 

 イ 「震源を特定して策定する地震動」について 

  ⅰ 活断層が確認されていない場所でもＭ７．３程度の地震を

想定すべきなのであるから，活断層が確認されている場合は，

その活断層（すなわち地表地震断層）が短くとも，Ｍ７．３

の地震を想定すべきことは，前回準備書面の２５頁に記載し

たとおりである。島崎邦彦東大地震研究所教授が，短い活断

層で起こる地震の 大規模はＭ７．４程度であると論じてい

る論文「震源断層より短い活断層の長期予測」を証拠に提出

する。（甲 112 号証） 

  ⅱ 耐専スペクトルによる地震動評価，断層モデルを用いた方
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法による地震動評価の信頼性が乏しいことについては，前回

準備書面の２５頁に記載したとおりである。なお，耐専スペ

クトルの考え方は，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，２００２年にＯＥＣＤ/ＮＥＡワ

ークショップへ発表したものであって，北陸電力の想定をは

るかに超える地震動を記録した２００７年３月の能登半島

地震，東京電力の想定をはるかに超える地震動を記録した２

００７年７月の中越沖地震等による知見を反映していない

から，仮に，とりまとめた当時はそれなりの合理性を有して

いたとしても，今となっては信用性に乏しいといわざるを得

ない。 

    また，債務者がした個別の地震動評価においては，次のよ

うな問題点がある。 

 あ 債務者は，Ｃ断層について耐専スペクトルによって地震

規模を求めるに際し，断層の上端長さ１８ｋｍを前提に松

田式によって地震規模を求めている（乙１２ 2-65）。し

かしながら，松田式を適用するのであれば，断層上端長さ

ではなく，震源断層の長さを用いるべきところ，Ｃ断層の

断層モデルは東側に傾斜した台形の形状をしており（乙１

２ 2-73），下端長さをとれば２２．９ｋｍであり，中央

の長さをとっても２０ｋｍを超えることは明らかである。 

   よって，Ｃ断層について，耐専スペクトルによって求め

られた地震規模は過小評価である。 

 い 債務者は，白木－丹生断層について，断層モデルでは断

層長さを２０ｋｍとしておきながら（乙１２ 2-91），耐

専スペクトルでは，１５ｋｍとして地震規模を求めている

（乙１２ 2-65，2-66）。したがって，耐専スペクトルに

よって求められた地震規模が過小評価になっている。 

 う 債務者は，検討用地震の地震動を耐専スペクトル及び断

層モデルによって求めているが，断層モデルは，パラメー
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タの設定の仕方によって，結論がいかようにもなるところ，

そのパラメータの設定の仕方について学者の間でもコン

セサンスができていない。そして，債務者は，次のとおり，

恣意的にパラメータを設定している。 

  ａ アスペリティの面積（Ｓａ）について，Ｃ断層，三方

断層，白木－丹生断層，大陸棚外縁～Ｂ～野坂断層，Ｆ

Ｏ－Ａ～ＦＯ－Ｂ断層，上林川断層，熊川断層について

は，Sa=πｒ2 の式で計算している（乙１２ 2-74，2-83，

2-91，2-99，乙１３ 2-72，2-82，乙１４ 2-92）のに

対し，和布－干飯崎隠岐断層・甲楽城断層，柳ヶ瀬断層

及び鍛冶屋断層（～関ヶ原断層）では，断層面積（Ｓ）

の２２％に固定していて（乙１２ 1-115），その手法が

異なる。 

  ｂ 債務者は，各断層におけるアスペリティの応力降下量

を 13.6MPa（Ｃ断層 乙１２ 2-75），13.1MPa（三方断

層 乙１２ 2-83），12.3MPa（大陸棚外縁～Ｂ～野坂断

層 乙１２ 2-99），14.1MPa（和布－干飯崎隠岐断層・

甲楽城断層，柳ヶ瀬断層及び鍛冶屋断層（～関ヶ原断層），

乙１２ 2-115），12.7MPa（ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ断層 乙

１３ 2-72），12.5MPa（上林川断層 乙１３ 2-81），

13.7MPa（熊川断層 乙１４ 2-92）と設定している。

しかしながら，過去のケースをみると，鳥取県西部地震

では，２アスペリティで，28.0MPa と 14.0MPa，能登半

島地震では，３アスペリティで，20MPa，20MPa，10MPa，

中越沖地震では，３アスペリティで，23.7MPa，23.7MPa，

19.8MPa，岩手・宮城内陸地震では，２アスペリティで，

17.0MPa，18.5MPa であったから，債務者の上記各設定は

過少である。（証拠甲 113 号証 P17） 

  ⅲ 債務者は，ＦＯ－Ａ断層及びＦＯ－Ｂ断層と熊川断層が一

体として動くことを前提としていないが，ＦＯ－Ａ断層及び



 11

ＦＯ－Ｂ断層と熊川断層は，ほぼ一直線上にならんでおり，

いずれも左横ずれ断層であるうえ，隆起傾向がＦＯ－Ａ断層

及びＦＯ－Ｂ断層は「南西」，熊川断層は「南」であって，

同一方向である（乙１４ 1-9）から，これらが一体として

連動することを想定するべきである。その場合，この断層は，

全長６０㎞にも及ぶ大断層となるから，債務者が大飯原発の

基準地震動を設定するに当たり，「震源を特定して策定する

地震動」の検討用地震とした，熊川断層による地震，上林川

断層による地震，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ断層による地震よりも

大飯原発敷地に重大な地震動をもたらすことは明らかであ

る(甲 114 号証の１～３) 

 (3) 活断層の常識が覆りつつある。 

 「東日本大震災後の４月１１日に起きた地震（マグニチュード<

Ｍ>７．０）で福島県いわき市の地表に現れた活断層が注目されて

いる。原発の耐震安全性の評価で東京電力や国が活動しないと判断

していた断層であるうえ，学界の常識を外れたタイプの地震が起き

たからだ。 

 経済産業省原子力安全・保安院は１１月，福島第一原発と第二原

発から４０～５０キロ離れた湯ノ岳断層を現地調査。４月の地震で

動いた跡や東電の掘削調査現場，採取した試料を調べた。 

 ４月の地震では原発での揺れの想定を超えなかったが，湯ノ岳断

層は東電と国が活断層ではないとしていた。今回の大地震でこの断

層が活動しただけに調査の信頼性に疑問を残した。 

 活動しないという思い込みにつながった一つが『正断層』だった

ことだ。東北地方に多いのは逆断層。断層の両側から押されて地震

を起こすタイプで，この力は太平洋プレートに押される東北地方全

体の力のかかり方と一致する。 

 一方，正断層は反対に両側から引っ張る力のタイプ。現在の東北

地方の力のかかり方では，地震を起こさないと考えられていた。 

 ところが，震災後，いわき市付近で正断層型の地震が多発した。
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Ｍ９．０の巨大地震で列島にかかる力が変わったためとみられる。 

 １１月末の日本活断層学界でも注目され，産業技術総合研究所の

今西和利主任研究員は，本来，正断層型の地震がおこる場所だった

との分析を発表した。過去に起きたＭ１．５～３．５の地震２６回

を解析すると，今回の断層付近で起きた地震は正断層型ばかりだっ

た。これが活発化したという。 

 震災前に，この分析ができていれば『活動する』と想定できた可

能性がある。 

 もう一つの見誤りが断層の固結だ。東電は崖などに露出した断層

を観察，岩と岩の境が固まりくっついていることを古くて動かない

断層の根拠に挙げていた。今回はこの観察をした場所もずれた。保

安院の調査に加わった複数の専門家は『固結は活断層否定の根拠に

ならない』と話す。 

 原発の耐震指針では，１２万～１３万年前以降に動いたことが否

定できない場合に活断層として扱う。震災前の調査では，この時期

に動いた明確な証拠は見つからなかったが，東電が９月から初めて

掘削調査をすると，活動の痕跡が見つかった。東電は『原発の敷地

から離れているため掘削調査はしなかった』と説明するが，掘削ま

でしなくても，活断層だとみなして耐震性評価に盛り込めた可能性

は残る。」（平成２３年１２月８日付朝日新聞 甲 114 号証の 4） 

 (4) １９９１年３月２５日発行の「日本の活断層」（東京大学出版会 

甲 115 号証）によれば，美浜，大飯，高浜原発の周辺には，活断層

が集中していて，これはいずれも５０ｋｍ以内にある。５０ｋｍ以

内にある活断層は，「９．石山坂峠北５ｋｍ」，「１０．神林川断層

１５ｋｍ」であって，湯ノ岳断層と同じである。５０ｋｍ離れた湯

ノ岳断層が活断層であるのなら，これらの関西電力の原発の付近活

断層は調査対象とされるべきである。 

  (5) 地震については，「若狭遠敷郡誌全」Ｐ．７６１(甲 116 号証)に

よると，「紀元２５１５年（西暦１８５５年），安政２年に８月洪水，

１０月大地震あり」とある。これは，安政２年（１８５５年）１０
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月２日の江戸大地震のことを指しており，それが若狭にも達したも

のと考えられる。 

 また，紀元２５５１年（西暦１８９１年），明治２４年「大地震

あり」と記載されている。 

 (6) 政府の中央防災会議（河田会長）が平成２３年１２月１２日に

明らかにした津波防災基本指針案は 悪条件で浸水予測をするこ

とになった。 

「臨時国会で成立した『津波防災地域づくり法』に基づき，全国で

津波対策を進めるための国土交通省の基本指針案が１２日，明らか

になった。都道府県が浸水エリアや深さを予測する場合には， 大

級の津波で堤防が倒壊するなど『 悪の条件』を想定するのが原則

と明記。『なんとしても人命を守る』を基本に，被害防止の推進計

画などの具体的な対策は，地域の実情を もよく知る市町村が主導

するのが重要としている。 

基本指針案の骨子 

一，浸水想定では， 大クラスの津波が堤防を破壊するなど 悪の

条件を設定 

一，「なんとしても人命を守る」が基本。市町村が主体的な役割を

果たす 

一，第２の堤防となる津波防護施設は既存の道路や鉄道を有効活用 

一，津波の到達時間や，漂流物の存在で被害が異なることを配慮し

て対策を進める」（平成２３年１２月１３日京都新聞，甲 117

号証） 

 (7) 津波の規模について 

 債務者が想定している津波の規模は，美浜原発で１．５７ｍ，大

飯原発で１．８６ｍ，高浜原発で１．３４ｍに過ぎないが，「既往

大」の考え方に立てば，本件各原発においても，東北地方太平洋

沖地震によって，岩手県，宮城県，福島県沿岸を襲った津波と同程

度の津波を想定すべきである。 

 仮に，上記考え方が採用されないとしても，次の事実によれば，



 14

若狭湾沿岸には，債務者の想定をはるかに超える津波が押し寄せる

危険がある。 

 ア 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，本件申立書６頁に記載したとおりである。債

務者は，ボーリング調査の結果，上記大地震の際の津波の痕跡

は発見できなかったとしているが，平成２３年１２月２７日に

都内で開かれた原子力安全・保安院主催の意見聴取会では，調

査地点の妥当性や，ボーリング調査結果の持つ意味等に専門家

からの意見が相次いだことが認められ（甲 118 号証），産業技

術総合研究所の岡村幸信脱断層地震研究センター長の意見（甲

119 号証の１－２）に照らしても，上記ボーリング調査の結果

だけで，天正大地震の際に大津波が若狭湾沿岸に押し寄せた事

実を否定することはできない。 

 イ 他方，若狭地方には，前回準備書面２６頁に記載したほかに

も，次のとおり，津波に関する伝承があり（甲 120 号証），こ

のことは，若狭地方に大津波が押し寄せたことを示している。 

  ⅰ 波よけ地蔵（佐田） 若越国境の関峠に石の地蔵尊があり，

これを「波よけ地蔵」という。昔，大津波があったとき，打

ち寄せた津波は，ここで止まったという。 

  ⅱ のた平（佐田） 佐田の東南にある乗鞍岳（６５０ｍ）の

中腹には，「のたくぼ」「のた平」という場所がある。「のた」

とは，「波」のことである。そこには，津波で逃げた人々が

使用した粉引き用の石臼があるという。 

  ⅲ 大津波（坂尻） 古代の坂尻は，数百戸の部落であったが，

大津波のために海中に没して跡形もなくなった。この大津波

のとき，坂尻の天王山（約１８０ｍ）へ逃げた者は腰まで水

につかり，山上の御嶽山（約５２０ｍ）へ逃げた者は水に足

がつかったという。 

  ⅳ 津波の発生の可能性について，京都府宮津市の天橋立の北

端真名井神社の境内にある「真名井原波せき地蔵堂」には「昔
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大宝年間（約１３００年程以前）に大地震の大津波が押し寄

せたのをここで切返したと伝えられ，以後天災地変から守る

霊験と子育て，病気よけの妙徳も聞こえる。」と案内板にて

記載されている（甲 121 号証）。 

    現地は，海抜４０ｍの地点であり，宮津湾の切りこんだ裏

手にある。現地の人々もこの伝承をよく知っていた。日本海

にも大津波があったことを示す例である。 

  ⅴ 舞鶴市史・通史編（上）によると(甲 122 号証)， 

   「津波  地震によると思われる津波の記録が一件ある。 

    寛保元年（一七四一）酉ノ七月十九日小橋村 野原村高浪

痛家八拾軒内弐拾八軒ハ潰家依之ニ小屋かけ材木相願御公

儀より願之通ニ被遺候縄四百二十束藁五千六百束ハ大庄や

八組割ニ被仰付候 世間ニたとへ申様ニハ津浪と申候俄ニ

出来申し浪差而大風も吹不申ニ出来申波ニ而候 （『金村家

文書』） 

    七月十九日大入（大丹生）村近所四五ヶ村津波打 （『田

村家文書』） 

    同日，蝦夷松前領に大津波，死者１，４６７人，流失家屋

７２９戸に及んだ（『年表日本歴史』筑摩書房）とあり，日

本海沿岸地方に大きな被害があったものと思われる。当時，

このことを記録した人は，津波の起因を大風も吹かないのに，

にわかにできる波としている。」 

  ⅵ 「『丹後・若州・越州，浦辺波を打ち上げ，在家ことごと

く押し流す，人死ぬ事数知らずと云々―』 

    これは，戦国時代の京都の神主吉田兼見の日記『兼見卿記』

の一節だ。１５８６年の天正地震の際，大津波が京都から福

井にかけて若狭湾沿岸を襲い，民家を押し流し，数え切れな

い死者が出たと記されている。 

    しかし，４００年以上前の記録のため，この津波の実態は

よく分かっておらず，福井県の地域防災計画には反映されて
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いなかった。東日本大震災を受け，同県は津波の被害想定の

見直しを始め，『兼見卿記』などの過去の文献も調べ直して

いる。 

    過去の津波の記録は各地に残されており，今回の震災を機

に再検証が進んでいる。慶長三陸地震（１６１１年）では，

これまで信頼性が疑問視されていた資料があったが，今回の

震災の被害状況などと照らし合わせると『十分信頼できる』

という研究報告も出ている。 

    同地震を調査している東北大学の蝦名裕一・教育研究支援

者（日本史）は『古文書には，先人たちが大災害に直面しな

がらも，克服していく姿も記されている。復興という視点か

らも，様々な資料を読み直すことは重要だ』と話す。」（平成

２３年１２月１１日付読売新聞，甲 123 号証） 

 ウ 北陸以西の沖合の日本海海底に，相当数の活断層が存在する。

若狭湾の北～北北西の沖合の隠岐トラフ南東縁には全長８０

ｋｍの北西－南東走向の逆断層群があり，この部分に，走向Ｎ

５５度，長さ６０ｋｍ，幅２０ｋｍ，上端深さ１，５ｋｍ，南

東への傾斜角４５度，すべり量２ｍの矩形逆断層を想定すると，

島根半島・隠岐諸島から能登半島までの広範囲で１ｍを超え，

場所によっては２～３ｍ以上の津波が押し寄せることが分か

っている。断層の長さを８０ｋｍ，すべり量を３～４ｍとする

と，広域に４ｍを超える津波が押し寄せることが分かっている

（甲１２０号証）。本件各原発の所在地は，いずれも入り組ん

だ若狭湾岸の入り江の内側であるから，広域に押し寄せる４ｍ

の津波は，本件各原発に到達するときには，その高さは，５ｍ

にも１０ｍにもなっていることであろう。 

  債務者の行った若狭湾の津波調査について，その手法に専門家から

多くの批判が寄せられている（平成 23 年 1 月 11 日付朝日新聞，甲 1

24 号証の１，同日付新聞赤旗，甲 124 号証の２）。, 
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２．使用済核燃料プールの危険性 

 (1)「潜在的危険 事故で露呈 福島第１核燃料プール 

   東京電力福島第一原発事故は，これまで重視されていなかった使

用済み燃料プールの潜在的危険性を浮き彫りにした。事故直後か

ら，海外の専門家から対策を急ぐよう指摘があったのに，後手に回

った国や東電の危機管理のまずさも明らかになった。 

   使用済み燃料では核分裂は収まっているが，燃料中の核分裂生成

物が崩壊熱を出し続けるため，水に漬けて長期間冷却を継続する必

要がある。 

   今回の事故のように冷却機能を失った場合，原子炉には代替えの

冷却装置や放射性物質の放出防止を目的とした設備があるが，燃料

プールではそうした安全対策はない。置いてある燃料は原子炉内よ

りも多く，事故時の危険性は高かった。 

   米原子力規制委員会など海外の研究機関や専門家は３月１１日

の事故後，プールの水がすべて蒸発する『ドライアウト』への懸念

を表明していた。 

   しかし国と東電は対応に手間取った。１，３，４号機は水素爆発

で原子炉建屋が激しく壊れ，プールや水を循環させる配管が無事か

どうかを確認できず，建屋の損傷部を通して外部から注水を試みる

しかなかった。 

   １７日の自衛隊ヘリコプターによる３号機への放水や，４号機で

当初試みた高圧放水車での放水では，実際にプールに入った水は１

割（東電評価）。永井アームを備えたコンクリートポンプ車を２２

日に投入後，確実な注水ができるようになったが，４号機では水位

評価を誤り，水位の低下が続いていた。」（平成２３年１２月２日付

京都新聞，甲 125 号証） 

 (2) 細野原発相は福島事故の 悪シナリオとして 4 号機の使用済み
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燃料プールの燃料が溶けることを想定して避難 250 キロ圏を想定し

ていた（平成 24 年 1 月 7 日付朝日新聞，甲 125 号証の２） 

(3) 格納容器の屋根は薄いので危険である。 

  「今テロが盛んになって，アメリカやなんかで心配されていますけ

れど，日本も原子力発電所の 上階にジェット機がぶつかったらど

うだとか一生懸命いわれています。原子力安全委員会と東京の原子

力資料情報室なんかのやりとりを聞いていましても，壁を貫通する

とかしないとかいう，そういう計算でやりあっていますけれども，

そういうテロに関することでですね，その東電の案内してくれた人

がリアクタービルディング（原子炉建屋）の屋根はもう無いのと一

緒だろうという ことで，もう見た目には屋根はあるけれど，力学

的には何もオブラートかウェハースみたいなもので，無いのと一緒

だよと。というのは 50・ 角くらいあるそのリアクタービルディン

グというのは，そこの 上階に柱が外郭以外は１本も立っていない

のですね。 

   クレーンが建物の壁から壁にずっと動き回りまして，大きなクレ

ーンが床いっぱいどこにでもものを運んでいけるようにするため

に，柱が１本も立っていないのです。５０・くらいの屋根が１本も

柱がなかったらどうするかというと，屋根を軽ーくするしかないで

すね。大きくは鉄骨のトラスというもので，鉄橋の橋桁なんかで鉄

骨でギザギザにやっていますよね，ああいうのをトラスといいます

けれども，そういうものが走っていて，その上にある屋根は非常に

薄いブリキの板なんですね。僕は折れ式屋根という，よく 倉庫の

屋根なんかに使っているトタンを大きく山形に折った屋根があり

ますが，ああいうものの上にシンダーコンクリートという軽石みた

いなコンクリート，軽 量コンクリートを打っているのかなあと思

っていたのですけれど，今回現場に行って屋根を見ますと，そうい
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う大きな山形じゃなくて，何かお風呂のすのこ板みたいな形をした

鉄板が，鉄板といってもブリキみたいなものですけれど，それが張

ってあるんですね。その上にやっぱり薄いコンクリートが打ってあ

って，強度はまったく無いです。（中略） 

   さっきいったリアクタービルディングの 上階の屋根というの

は薄いですから，別にジェット機が燃料満載してつっこまなくても

簡単に屋根は破れます。おもちゃのロケット弾みたいなものぶちこ

んでも穴は開けられます。でも，穴が開いただけじゃ原発の大事故

にはならんだろうと，こうみな思うかもしれないんですけれども，

上から何かものを落として燃料プールというのの中で爆発された

ら，もう大変なんです。燃料プールというやつは
．．．．．．．．．．．

，蓋がしてないん
．．．．．．．

ですね
．．．

。 上階の床に大きなプールがありまして，そこに使用済燃

料というものがぎっしりつまっていて。それはプルトニウムという
．．．．．．．．．

毒物をいっぱい含んでおりますので
．．．．．．．．．．．．．．．．

，そこが
．．．

 爆発して大気中にそ
．．．．．．．．．

ういうものが飛び散ったら
．．．．．．．．．．．．

，どれだけ大きな災害になるかと
．．．．．．．．．．．．．．

，予想
．．

もつかないくらい大きい災害になるのですね
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。そういうことが簡単

に起こるのです。」（元ＧＥ技術者菊池洋一さん講演『命はほんとう

に輝いている』より，甲 126 号証 P21） 

「細野豪志原発相は１４日，東京都内で朝日新聞のインタビューに応

じ，原子量発電所の使用済み核燃料の保管方法を見直す考えを明らか

にした。現在は主に原子炉建屋内の貯蔵プールで保管しているが，建

野外の保管場所設置などを電力事業者に促す方向だ。 

 使用済み核燃料について『保管方法はいろいろ考える必要がある』

と指摘。一部原発で例外的に設けられている別棟の共用の貯蔵プール

や，『乾式キャスク』と呼ばれる専用容器での保管例を挙げ，『積極的

に採用されてこなかった。改善の余地がある』と訴えた。 

 使用済み核燃料は 終的に日本原燃の再処理工場(青森県六ケ所
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村)に運んで処理するのが現在の計画だが，完成が１８回も延期され，

各原発の貯蔵プールは飽和状態に近付きつつある。各電力会社はこれ

まで一時的に貯蔵能力を増やす応急措置で対応してきた。 

 細野氏が保管方法の改善に言及したのは，こうした対症療法的な対

応を変える狙いがある。改善を進めることで，原発再稼働に向けて原

発立地自治体の同意に期待する面もあるようだ。」(甲 127 号証。平成

２４年１月１５日付朝日新聞) 

 使用済核燃料プールの危険性はこれほど重要なのに，債務者は債権

者の釈明に対する答弁を拒否している。これは，釈明に答えたら危険

性を認める事になるから答えないのだと解釈せざるを得ない。 

３．原因論 

 福島原発事故の原因について，元東芝原発設計技術者渡辺敦雄氏

は，プルースエリング現象による圧力抑制室の破壊を指摘している。

１２月４日付赤旗（甲 128 号証）によれば， 

「７１年８月，福島第１原発に実習にいったとき， 初に所長からい

われたことがあります。原子炉の非常用炉心冷却装置（ＥＣＣＳ）に

ついて『一生に一度も働かない装置をつくる。装置が働いたら原子力

発電所は終わりだよ』と。 

 この装置は，原子炉内の冷却水の水位が下がると，核燃料が剥き出

しにならないように緊急に注水します。しかし，今回の事故でＥＣＣ

Ｓは一度も働かないまま，炉心溶融が起きました。 

 津波で電源喪失がおきたために装置が働かなかったのです。電源問

題とともに，そもそも圧力容器内で炉心溶融を起こす冷却水の水位低

下や喪失がなぜ起きたのか，が問題です。これは津波ではなく地震で

起きた可能性が高い。地震で配管などが破壊され，冷却水が原子炉か

ら流出したのでしょう。 

 私は，設計者として反省すべきことがたくさんあります。原子炉の
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強度解析に問題はないと結論を出しました。冷却材喪失事故は，地震

では起きないという考え方からでした。 

 ＧＥの原子炉は地震がない米国での設計です。ＧＥは地震の確立を

非常に小さく見ました。私の記憶だと，地震が炉心溶融に重なる確立

はほとんど無視して，地震荷重はゼロで計算しました。 

 しかし，この前提が根本的に間違っていたのです。 

 私が原発に関わり始めた７１年ころは，地震に関するプレートテク

トニクス（地殻の水平移動）の理論や，活断層の話はあまりありませ

んでした。今回のような巨大地震も想定していません。 

 ところが，東日本大地震の揺れは，約３分間も継続時間があり，異

常に長い。そんな事態に耐えるように強度設計されていません。 

 地震で，炉心がある圧力容器から，外側の格納容器に冷却水がもれ

たらすさまじい力がかかります。私自身が計算しました。 

 格納容器は水素爆発をさけるため，常圧の一気圧の窒素で満たされ

ています。冷却水が漏れると圧力容器から格納容器に約７０気圧の水

蒸気が噴出します。このときエアハンマーと呼ばれる，ものすごい衝

撃力がかかります。格納容器内の一気圧の窒素は，激しく収縮させら

れますが，格納容器につながる圧力抑制室の水の中で今度は逆に激し

く膨張します。この衝撃（プールスエリング現象）で圧力抑制室など

が破壊され，津波と電源喪失が追い打ちをかけ，水素爆発につながっ

た－と私は見ています。 

 今こそ脱却を 浜岡原発のように，真下に巨大な活断層が存在する

場合，地震による地盤のずれで原子炉がダメージをうけます。原発の

耐震設計とは岩盤そのもののずれ（両足で立つとき片足の床が約７メ

ートルも下がるような状態）は考慮していません。 

 共産党が指摘しているように小手先の対策で再稼働し，再び『安全

神話』をふりまくようなことをしてはなりません。今こそ未完成な原



発から脱却するときです。」 

４．滋賀県下での事故の影響の重大性 

 滋賀県は（平成２３年１２月１３日付朝日新聞，甲 129 号証による

と）， 

「県は１１月，光化学スモッグの原因となる大気汚染物質の拡散予測

に使うコンピュータを用い，関西電力美浜原発（福井県美浜町）と大

飯原発（同県おおい町）で福島並みの事故が起きたときに放射性ヨウ

素がどう広がるかを予測した。 

 １日のうち屋外に８時間，屋内に１６時間いた場合の呼吸に伴う甲

状腺の被曝線量について，避難が必要な５００ミリシーベルト以上▽

コンクリート建物への退避が必要な５００〜１００ミリシーベルト

▽屋内避難が必要な１００〜５０ミリシーベルトの３地域に分類。美

浜原発の場合には，昨年の６０の気象パターンで予測し，その範囲を

重ねた。他県の了解が得られず，自県分のみ公表した＝図。 

 だが，このシステムは放射性物質

を想定したものでなく，検証が必要

という。県防災危機管理局の担当者

は『避難計画の策定には，放射性物

質に特化したＳＰＥＥＤＩの予測

図が必要』と話す。」 

「ＳＰＥＥＤＩ 原発や関連施設

から大量の放射性物質が放出され

るか，その恐れのある場合に，周辺

の放射性物質の大気中濃度や被曝

線量の影響を予測する。文部科学賞

所管の財団法人原子力安全技術セ

ンターに計算用コンピュータが１２台１セットで二つある。年間８億
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円程度の運営費は２００９年度まで国と立地道府県が折半。１０年度

から国が負担している。福島の事故時には予測図が迅速に公開され

ず，批判を浴びた。」 

「全国 多の原発を抱える福井県で，東京電力福島第一原発並みの事

故が起きたら，放射性物質はどのように拡散するのか。隣にある滋賀

県が予測図を住民に示そうと，文部科学省に『緊急時迅速放射能影響

予測システム』（ＳＰＥＥＤＩ）＝の利用を求めているが，半年たっ

ても認められていないことが分かった。 

 文部省によると，ＳＰＥＥＤＩの利用は，原発やその関連施設が立

地するか，それらから１０キロ県内に入る道府県に限ってきたためと

いう。福島原発の事故の規模をほかの原発にあてはめる予測も初めて

で，同省は『検討するが，いつ提供できるかはわからない』と明確な

回答を示していない。」 

 その後，ＳＰＥＥＤＩは滋賀県に提供された（甲 130 号証）。 

 

第３．本件各原発の老朽化について 

 本稿は，原発で事故が起こり，スクラムによって運転停止になった後，

炉を冷却するために冷水を注入することが，消火の為にガソリンをかけ

るのと同じように，圧力容器の破裂を招くことになることを論証するも

のである。 

１．圧力容器の中性子照射脆化 

 (1) 中性子照射脆化とは何か 

 物質を一定の温度まで冷やした場合、粘性を失って非常に脆くな

ってしまうことがある。液化窒素でコチコチに凍らせたバラの花び

らが掌の中でクシャクシャに砕ける実験も原理的には同じもので

ある。こうした現象は金属であっても起こるのであって、ある温度

以下では、塑性変形を起こさずに陶磁器のように小さな力で割れて
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しまう。タイタニック号が氷山にぶつかって沈没したのもその一例

である。 

 金属でできている原子炉圧力容器でも同じことである。原子炉圧

力容器の場合、圧力容器が、核分裂によって生じる中性子の照射を

受けることでどんどん脆くなっていく（脆化する）。これが、圧力

容器の中性子照射脆化である。中性子照射脆化による圧力容器の破

壊が起きた場合、とりうる手段は何もないと言って差し支えない。

絶対に起こしてはならない究極の破壊であるとされる。 

 中性子照射脆化の危険性を示す指標に脆性遷移温度がある。ある

物質が本来の強度を失う限界の温度である。バラの花びらで言えば

クシャクシャになってしまう温度である。例えば、美浜１号機の場

合、この温度は元々はマイナス５０度であった。しかし、これが今

や８１度まで上昇しているのである。８１度と言えば熱湯といって

よい温度であるが、そのような温度であっても、マイナス５０度に

冷やされたのと同じように脆くなってしまうのである。ガラス細工

のように 新の注意を払って取り扱わなければいけない容器の中

で大量の放射性物質が核分裂を繰り返し膨大なエネルギーを放出

し続けているのである。いついかなる事故が起きるとも知れない極

めて危険な状況であり、何事も起きていないことが奇跡とも思われ

る状態である。債務者は、事故の危険性は抽象的なものに過ぎない

と主張するが、たまたま何事も起きていないことを奇貨とするもの

である。 

 (2) 中性子照射脆化の危険性（緊急冷却ができなくなる） 

 ここで、美浜１号機の脆性遷移温度が８１度であることがもたら

す過酷事故の状況を指摘しておきたい。原子力発電所においては、

「止める」「冷やす」「閉じ込める」が安全対策の柱となっているが、

このうち「冷やす」に困難を来たすのである。もし地震などによっ
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て配管が破断するという緊急事態が起きた場合、緊急炉心冷却装置

（ＥＣＣＳ）で炉心を急速に冷やす必要があるが、急冷したときに、

圧力容器の内壁と外壁とで温度差が生じ、内壁には強い引張応力が

作用する。脆性遷移温度以下でこのような力がかかれば、圧力容器

全体がバリンと破壊してしまう可能性があるのである（甲 131 号証，

井野論文）：４頁）。このとき、原子力発電所においては、炉心を冷

却しなければメルトダウン、メルトスルーといった過酷事故に至る

ことが確実でありながら、８１度以下に冷却すると圧力容器全体が

破壊され、放射性物質が一気に外部に放出されてしまうので下手に

冷却することもできないという進退両難の状態に陥ってしまうの

である。 

 (3) 予測式が機能していないこと 

 原子力圧力容器において、中性子照射脆化は不可避である。それ

ゆえ、原子炉を設計する際には、脆性遷移温度を予測することにな

る。この予測は、加速試験で得られたデータを使った予測式を用い

て行われる。しかし、この予測式の予測精度が致命的に低いことが

わかってきている。 

 予測精度を低下させている原因のひとつは、加速試験の前提に誤

りがあったことである。加速試験というのは、例えば、４０年分の

中性子照射を１～２日間で行うような試験であるが、ここでは、照

射する速度（あるいは照射する時間）が違っても、照射した総量が

同じであれば結果は同じになるということが前提とされてきた。し

かし、この前提の下で作られた予測式は、特に沸騰水型原子炉にお

ける実際の測定値と合わず、中性子照射脆化は、照射の速度（ある

いは照射する時間）にも依存することがはっきりしてきたのである

（甲 131 号証，P５～６）。 

 これは主に沸騰水型原子炉に関することであるが、加圧水型原子
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炉においても、予測式の信頼性について重大な疑念が生じている。 

 この疑念は、２００９年４月に玄海１号機の第４回監視試験片の

脆性遷移温度が、想定外の９８度に達していることが発表されたこ

とから生じた。第３回までの測定値は、予測式をグラフ化した予測

曲線にほぼ沿っていたのに対し、第４回の９８度は、予測曲線から

完全に外れていたのである。ばらつきによる誤差の範囲からも完全

に外れていた。 

 九州電力は、誤差の範囲を拡大することで説明を試みようとした

が、こうした説明の仕方は、現象を正視するという科学の方法の観

点からして、極めて不適切である。ちなみに、中性子照射脆化には

照射速度依存性もあることが判明したことを受けて、２００７年に

予測式は改良されたが（JEAC4201-2007）、玄海１号機の測定結果は、

改良後の予測式によっても説明がつかないものであった（甲 131 号

証，P８～９）。 

 結局のところ、現時点においては、原子炉圧力容器の強度を正確

に計算できる予測式が存在しないと言わざるを得ない。確実に言え

ることは、本件各原発の脆性遷移温度は、美浜１号機が８１℃、美

浜２号機が７８℃、大飯２号機が７０℃、高浜１号機が６８℃と、

いずれも常温下にあってすら本来あるべき強度を保っておらず、そ

れ以上にどれほど脆くなっているか分からないということである。

本件各原発を稼動させるということは、ガラス細工のような脆い容

器の内部で膨大な原子力エネルギーを生み出そうとする暴挙に他

ならないのである。むしろ、事故が起こらないのが奇跡と言えるほ

どであり、周辺住民の生命・健康に対する具体的危険があることは

明らかである。 

２．運転延長スキームの問題点 

 (1) 原発の寿命は本来３０年から４０年である 
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 債務者は、原発の寿命について、定まったものはないと主張する

が、原発が日本で運転を開始した１９７０年代当時に事業者が作成

した設置許可申請書では、加圧水型で３０年、沸騰水型で４０年の

寿命を想定して、中性子照射脆化の評価を行っており、圧力容器も

これを前提に設計されている。 

 １９８０年代に将来の原発の経年変化について日本原子力研究

所の研究者が書いた論説でも、寿命を４０年と想定して議論を展開

している（以上、甲 131 号証，P１～２）。 

 このように、原発の寿命が３０年から４０年であるというのは、

原発の運転が開始された初期の頃における常識であったし、現在も

良識派の科学者の間では常識である。 

 世界に目を転じても、米国では、運転認可が４０年有効として与

えられており（甲８６：１０頁）、法定寿命が４０年とされている

（甲８７：６８頁）。ドイツでは、運転開始から３２年を 長稼動

期間として、以後は廃炉とすることが決められている（甲８６：１

０頁）。そして、これに従って、米国では、これまでに２３基が廃

炉となっており、１９６０年代建設の原発は、１９６９年運転開始

の２基を除いて全て廃炉となっている。ドイツでも、これまでに１

６基が廃炉となり、運転中の１７基のうち、１９７０年代に建設さ

れた７基は即時運転停止、残りも２０２２年までに全廃することが

決まっている（甲 131 号証，P１）。 

 身の回りの機械類を思い起こせば分かることであるが、機械類と

いうものは、年月が経てば老朽化するものである。故障やトラブル

も増加する。このことは原発であっても何ら変わらない。否、原発

にあっては、核分裂という莫大なエネルギーを生み出す非日常的現

象を作出し、高温で高気圧という苛酷な環境での運転を余儀なくさ

れるのであるから、機械の傷みの速度も度合いもそれだけ大きい。
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米国やドイツの運用は、こうした科学的常識に素直に従うものであ

って、当然のことをしているに過ぎない。 

 なお、政府もごく 近までは、債務者と同じく、原発に決まった

寿命はないとの立場であったが、本年１月、原発の寿命を４０年と

する方向で法改正の検討に入った。この背景には、当然のことなが

ら老朽化した原発への懸念がある。また同改正では、地震や津波に

関する危険性について新たな知識が得られた場合は、設置基準も見

直し、見直し後の基準を満たさない原発には運転停止を命ずること

が検討されている（新聞赤旗，甲 132 号証）。こうした政府の動き

は、債権者らがこの訴訟で主張するところと軌を一にするものであ

るが、立法提案者意思の一つとして本件の審理においても十分に参

考とされるべきものである。 

 (2) 運転延長スキームの問題点 

 上述したように、我が国の原子炉は、３０年ないし４０年を設計

上の寿命として設置されたが、新規立地確保の困難さと経済性追求

のために、設計上の寿命を超えて運転する必要性に迫られた。そこ

で現在は、３０年を超えて運転しようとする原発は、事業者が「高

経年化技術評価書」を保安院に提出し、 長６０年まで１０年ごと

に再評価を受けることになった。しかし、この運転延長スキームに

は問題点が多い。ここでは２点を指摘する。 

 １点目は、６０年という 長期間に何の根拠もないことである。

原発を６０年間運転し続ければどうなるのかといった知見など存

在しないから実証的な数値でないことは明らかである。とりあえず

運転延長に法的根拠を与えておけば、そのうちに新規立地確保の問

題が何らかの解決を見ているだろうと考えたのかもしれないし、も

しかしたら太陽光発電のような自然エネルギーの実用化に目処が

立っていると考えたのかもしれない。いずれにしても、このままい
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けば、６０年が経過したときにはまた延長の措置が講じられること

になるだろうことは容易に想像できる。少なくとも、６０年経過時

点において、原発をどのように停止させるかということは、政府も

事業者も全く考えていない。本来であれば設計上の寿命が経過した

時点で考えておかなければいけないことであったが、そのときは、

運転延長スキームを構築することで問題を先延ばしにした。１０年

ごとの検査も必ずパスすると決まっているわけではないから、本当

なら、パスしなかった場合に備えて停止の手順を準備しておかなけ

ればならないが、事業者、保安院、安全委員会の相互の癒着構造の

中で、検査をパスしないということは想定する必要がないから、そ

のような手順も決まっていない。 

 ２点目は、１０年ごとに検査をするとされている点である。例え

ば、自家用乗用自動車（乗車定員１０人以下）の検査であれば、初

回検査は３年目、継続検査は２年ごととされている。自家用自動車

などとは比べ物にならないくらい過酷な運転を強いられる原発の

検査が１０年に一度でよいというのはいかにも長すぎるであろう。

また、３０年超の原発の検査を１０年に一度実施すればそれで十分

であるとする実証的な根拠も存在しない。そして、寿命延長スキー

ムの中で、 もいい加減さが現れているのが、２回目の検査も１０

年目でよいとされている点である。自家用乗用自動車（乗車定員１

０人以下）の検査ですら、初回３年、継続２年とされている。これ

は、古くなった機械は傷みやすいからこまめに検査しなければなら

ないという科学的常識を制度化したものである。だから、初回は３

年でよいがそれ以降は２年とされているのである。そうすると原発

にあっても、例えば、初回は１０年、それ以降は５年などという具

合にするのが当然であるが、そのようになっていない。なおこの点

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
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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

められない」と主張しているが、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、昔に比べて、

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

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、製

作・メンテナンス不良と経年劣化が増加していることが指摘されて

いるところであり（甲８６：１３頁）、債務者の主張は、客観的デ

ータに反している。 

 なお、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、再循環ポンプ破損等を繰り返

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８６：１０頁及び１１頁の図）。これらの原発

は、老朽化以前の問題として、そもそもまともに動いてこなかった

のであるが、それは、これらの原発が、原発独自の法規によらずに

通常の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・製造された（日本原電の甲８７：６７頁）こと

と無関係ではあるまい。つまり原子力発電というハードさに機器が

ついていけていないのである。このような、そもそも原子力発電に

ついていけないような機器が老朽化した場合、その運転を継続させ

ることが周辺住民の生命・健康に危険を及ぼす具体的危険を伴うこ

とは当然のことである。 

３．原子炉圧力容器が質の悪い鋼でできていること 

 一般に、脆性遷移温度の上昇は、照射量に対して比例（線形）の関

係（一次式の関係）にはなく、一次式より寝る傾向がある（指数が１

より小さい。）と考えられる。玄海１号機のように５６℃から９８℃

のように上向きに増加することは考えられず、この２つの点を結ぶど

のような曲線もひくことはできない。そうすると、炉内に置かれてい
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る監視試験片が想定通りの品質を有していないのではないかという

疑問が生じる。監視試験片は、圧力容器鋼材とともに同一の加工処

理・熱処理を受けて、その一部を取り分けたものであると説明されて

いる。しかし、ある試験片から得られるデータは予測の範囲内である

が、他の試験片から得られるデータは予測の範囲から大きく外れると

いうことからすると、元の圧力容器鋼材に材質の不均質があったとい

うことになる。すなわち、何らかの理由で、鋼材中の不純物元素の濃

度に著しいばらつきがあったと考えざるを得ない。 

 加えて、２０１１年７月に地元住民団体の要求によって開示された

監視試験片生データを見ると、不思議なことに、熱影響部の脆性遷移

温度が母材に比べて著しく低くなっていた。溶接熱影響部は、母材と

同一の素材であるが、溶接の際の熱影響によって材質が劣化する可能

性があるので、あわせてその部分の監視試験を行っている。普通に考

えれば、母材の脆性遷移温度と同一となるか、場合によっては熱影響

によって脆化が進むと考えられる。それが逆に脆性遷移温度が低いの

は奇妙であり、この原因は、やはり鋼材の不均質性にあると考えざる

を得ない。 

 玄海１号機は運転開始が１９７５年であり、圧力容器鋼材は１９６

０年代ないし７０年代初頭に製作されたと考えられる。この頃は、日

本の圧力容器鋼材製造の黎明期であり、厚さ１５０ミリないし２００

ミリにも達する鋼材を均一に加工し、かつ、材料組織が均質性を保つ

ように焼入れなどの熱処理を行う技術を確立するために試行錯誤を

繰り返している時期であった。厚板の焼入れ性を向上させるためにニ

ッケル合金を添加した鋼材が開発されたが、それでも、厚さ方向の材

料組織の均質さ・健全さを実現するには多くの技術的蓄積が必要であ

った。そのような事情を考えると、初期の圧力容器鋼材には、材質上

の問題がクリアされていない恐れがある。 
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 鋼の照射脆化をもたらす も有害な不純物元素は銅であり、このこ

とが認識され始めたのは１９７０年代初頭であった。それを受けて、

日本で製造される圧力容器鋼材中の銅の含有量に注意が払われるよ

うになり、日本製鋼・室蘭製鋼所のレポートによれば、１９７３年を

境に銅含有量はそれ以前の０．２％～０，３％から０．０４％前後へ

と急激に低下している。それと同時に、照射脆化を引き起こす有害不

純物元素であるリン（Ｐ）や硫黄（Ｓ）も、それぞれ０．０２％Ｐか

ら０．００５％Ｐ前後、０．０２％Ｓから０．００５％Ｓへと激減し

ている。 

 美浜１、２号機、高浜１、２号機など若狭湾に並ぶ古い原発は、玄

海１号機と同時期ないしそれ以前に製造されており、不純物含有量の

高い質の悪い鋼材が製造された時期の鋼板が使われている（以上、甲

131 号証，P１０～１１）。つまり、上記の各原発にあっては、その使

用されている鋼材が、予測式が前提としている品質・性能を有してい

ないために、予測式が全く役に立たない状態にあるということである。

つまり、不純物を多く含む不良鋼材が使用されているために、予測式

よりも遥かに早く中性子照射脆化が進んでいるということである。脆

性遷移温度が８１度にまでなっている（美浜１号機の場合）こともそ

れ自体問題であるが、箇所によってはこれよりも脆性遷移温度が上昇

している（中性子照射脆化が進んでいる）可能性が高いということで

あり、周辺住民の生命・健康に対する危険は現実化直前の恐ろしい状

態に置かれているというべきである。 

４．高経年化技術評価書の分析 

 債務者は、２００９年１１月、美浜１号機を４０年以上運転継続す

る目的で、「美浜１号機高経年化技術評価書」を提出した。その中の、

「容器の技術評価書」においては、破壊靭性値K 1Cと応力拡大係数K 1

の関係を計算し、K 1C＞K 1であるから圧力容器の破壊は起こらないと評
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価している。 

 ここにK 1Cとは、材料に力が加わったとき、どの位の力まで割れずに

耐えることができるかを定量的に表す数値であり、破壊靭性値という。

K1とは、材料の微小亀裂（割れ目）に加わる力（開口モード）であり

応力拡大係数という。K 1C＞K 1であれば材料は破壊されないが、K 1C＜

K 1であれば裂先端が開いて亀裂が進行して破壊に至る。 

 すなわち、原子炉圧力容器の配管が破損し、冷却水が喪失する事故

（ＬＯＣＡ）が起きると、緊急炉心冷却装置（ＥＣＣＳ系）が働き、

冷水が原子炉内に流入される。このとき３００℃付近に加熱されてき

た圧力容器は室温付近の水によって急冷されるため、熱いままの内部

や外面との間に大きな温度差ができる。そのため収縮する圧力容器内

面に大きな引張応力が作用することになる。これを熱衝撃（ＰＴＳ）

という。このとき容器内面に亀裂があれば、そこから破壊がスタート

する。評価では、長さ６０ミリ、中央部の深さ１０ミリの半円形の亀

裂が圧力容器内面に円筒方向に存在すると仮定される。 

 上述したように、評価書では、K 1C＞K 1であるから圧力容器の破壊は

起こらないと評価しているわけであるが、その評価には専門家から強

い疑問が呈されている。 

 その疑問が生じる根本的な原因は、このＰＴＳ評価を行った元のデ

ータや計算パラメーターが公表されていないことにある。 

 まず、K 1を求めるためにどのような計算を行ったのか、そのときの

パラメーターとしてどういう値を用いたのか、それが技術評価書には

一切記載されていない。また、JEAC4206-2007 によれば、K 1C曲線は同

規定付属書Ｃにある（８）式、 

 K 1C＝20.16＋129.9exp［0.0161（T-T P）］  （Ｃ８） 

が破壊靭性値データ下限で包絡するように、式中のパラメータT Pを決

定する（Ｔは圧力容器内壁の亀裂先端の温度である。）。しかし、この
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1

式を使えるのは信頼できる破壊靭性値がある場合であって、そういう

測定データがなければ、もっと厳しい（安全側の）評価となる付属書

Ａにある（７）式、 

 K1C＝36.48＋22.78exp［0.036（T-RT NDT）］  （Ａ７） 

を使うよう定められている。ここでRT NDTは、観測された脆性遷移温度

である。問題は、美浜１号機で測定された破壊靭性値が、信頼できる

数値であるかどうかである。多数の信頼できる測定値があれば、それ

らを下限とした包絡曲線（Ｃ８）を求めることができるが、データの

数が少なかったり、測定値が信頼できなければ、さらに小さな破壊靭

性値が観測されるかもしれないので、（Ｃ８）式は危険側となり、（Ａ

７）式を使うべきである。 

 美浜１号機高経年化技術報告書では、（Ｃ８）式が記載されている

のみで、破壊靭性値の生データが公表されておらず、データの信頼性

についての検討や判断ができない。 

 そこで、東京大学名誉教授の井野博満氏らは、（Ａ７）式をもとに

して、K 1CとK 1の関係を独自に評価した。そうすると、K 1C曲線とK 1曲

線はほとんど接するほどに接近することが判明した。K 1C曲線とK 曲線

はある程度離れていることが要求される。K 1曲線の測定に誤差がある

からである。そう考えると、美浜１号機の照射脆化は危険域に達して

いると考えざるを得ない（甲あ：１１～１３頁）。 

 また、危険側の式に基づいて評価された美浜１号機が安全であると

は言えないことは明らかであるし、このことは、美浜１号機以外の全

ての原子炉について言えることである。 

 さらに、生データや式の選択根拠を明らかにしないままの高経年化

評価は、ブラックボックスの中で行われているようなものであり、安

全であるとの評価も、根拠を示さずに結論だけを示すものに他ならず、

信頼の基礎を欠いていると言わざるを得ない。福島第一原発事故で明



 35

らかとなった原子炉の脅威（１０万人を超す人々が故郷を追われ、自

分たちの身体内部にいかなる異変が生じているのか不安に慄いてい

る。）に鑑みるとき、債務者には原発の安全性について、誰もが納得

できる透明性のある説明をする義務がある。その義務を果たさない以

上、原発の安全性は疑われるべきであるし、再稼動などもってのほか

である。 

５，細野原発相は平成 24 年 1 月 6 日原発は平成 24 年 1 月 6 日，原発の

運転期間を原則として 40 年に制限する原子炉規制法の改正を発表し

た（甲 132 号証）。 

 

第 4，２０１１年１０月２０日原子力安全委員会決定の法的位置づけ 

１  原子力安全委員会は，２０１１年１０月２０日，「発電用軽水型原子炉に

おけるシビアアクシデント対策について」と称する決定を行った（以下「平成

２３年決定」という，甲 133 号証）。 

その内容は，「発電用軽水炉型原子炉施設におけるシビアアクシデント

対策としてのアクシデントマネージメントについて〔平成４年５月２８日原子

力安全委員会決定（甲２６），平成９年１０月２０日一部改正〕」（以下，「従

前決定」という。）を廃止し，従来は法の規制要求の対象となっていなかっ

た IAEA-INSAG の多重防護策の定義による第４の防護レベルに相当する

「シビアアクシデントの発生防止，影響緩和」に対しても，規制上の要求や

確認対象の範囲を拡大することを含めて，安全確保策を教化することを求

めるものである。 

２  平成２３年決定に至る背景 

    政府は従来、「発電用軽水炉型原子炉施設におけるシビアアクシデント

対策としてのアクシデントマネージメントについて」（1992 年 5 月 28 日付 

原子力安全委員会決定 1997 年 10 月 20 日付一部改正）で、原子炉事

故に対応するとしてきた。 

    同決定は、「…シビアアクシデントは工学的には現実には起こると考えら
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れないほど発生の可能性は十分小さいものとなっており、原子炉施設のリ

スクは十分低くなっていると判断される」としていた。これは、1990 年代にお

いて、「日本では過酷事故は起こりえない」という、新たな「安全神話」の根

拠となった。 

    同決定はまた、「アクシデントマネージメントの整備はこの低いリスクを一

層低減するものとして位置づけられる」とした。これは、過酷事故対策とし

てのアクシデントマネージメントを、「念のため」程度に低めて位置付けるも

のであった。 

    その上で、同決定は「したがって、当委員会は、原子炉設置者において

効果的なアクシデントマネージメントを自主的に整備し、万一の場合にこ

れを的確に実施できるようにすることは強く推奨されるべきことと考える」とし

た。これは、過酷事故対策を国として法規制の対象から外し、電力会社の 

「自主的活動」として電力会社に丸投げするものであった。 

    この「安全神話」に立つ過酷事故対策の限りなき矮小化、丸投げ化が、

東京電力をはじめ現場関係者の警戒心を解き、今回の福島第一原発事

故に際しても、NHK が 2011 年 12 月 18 日放映の「NHK スペシャル~原発

の危機」番組で検証したような、現場における後手の対応や、間違った対

応などの混乱を起こし、さらには水素爆発というような事態につながったと

言えよう。 

従前決定においては，原子炉施設がシビアアクシデントに至る可能性を

できるだけ小さくするとともに，万が一，シビアアクシデントに至った場合で

もその影響を緩和するため，原子炉設置者において効果的なアクシデント

マネージメントを自主的に整備し，万一の場合にこれを的確に実施できる

ようにするこを強く推奨されるべきことであるとされていた。 

しかし，昨年３月１１日の事故によって，従前決定の前提となっていた「リ

スクが十分に低く抑えられている」という認識や，原子炉設置者による自主

的なリスク低減努力の有効性について重大な問題があり，アクシデントマネ

ージメントのための設備や手順が現実の状況において有効でない場合が



 37

あることが的確に把握されていなかったとして，従前決定の見直しに至って

いるのである。 

３  平成２３年決定の内容 

① 「発電用軽水炉型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としての

アクシデントマネージメントについて」（1992 年 5 月 28 日付 原子力

安全委員会決定 1997 年 10 月 20 日付一部改正）は廃止。 

     「今回の事故の発災により、『リスクが十分に低く抑えられている』という

認識や、原子炉設置者による自主的なリスク低減努力の有効性につ

いて、重大な問題があったことが明らかとなった。特に重要な点は、わ

が国において外的事象とりわけ地震、津波によるリスクが重要である

ことが指摘ないし示唆されていたにも関わらず、実際の対策に十全に

反映されなかったことである」「アクシデントマネージメントの整備につ

いては（中略）見直されることがなかった」などとして、決定は、1992 年

5 月 28 日付決定を「廃止する」とした。 

②  シビアアクシデント対策のレベル強化等と法令要求化。 

 92 年決定は、これまでわが国では原子力施設は多重防護によって

安全性を確保できるとし、IAEA が要求する規制要求は、第 3 の防護

レベルまででよいとしてきた。しかし「今後は、IAEA－INSAG の定義

による第 4 の防護レベルに相当する『シビアアクシデントの発生防止、

影響緩和』に対しても、規制上の要求や確認対象の範囲を拡大する

ことを含めて、安全確保策を強化することとすべきである」「これらの安

全確保策は（中略）その有効性が 新の科学的知見に照らして評価

され、継続的な改善が図られるべきである」とした。 

 その上で、「第 4 の防護レベルである『シビアアクシデントの事故発

生防止と影響緩和』に係る設備設計並びに原子炉設置者の緊急時

対応能力について、より確かなものとするための法令要求の内容が

整備されるべきである。特に、今回の事故の直接的な原因となった地

震、津波を起因事象とする全交流電源喪失、 終ヒートシンク喪失

シーケンスについては、事故の詳細な分析を踏まえ、設備対応なら
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びに事故時手順の再整備等が実行されていることを早急に確認す

べきである」とした。  

平成２３年決定は，シビアアクシデント対策（上記第４の防護レベル）の強

化が必要であるとして，規制上の要求や確認対象の範囲を拡大することを

含めて，安全確保策を強化することとすべきであるとし，シビアアクシデント

に係る完全評価について，事故事象をできるだけ現実的に予測すること

（ 適予測）に重点を置くべきであるとし，発生確率はごく低いものの発生

した場合の影響が大きい事象についても取り扱う必要があるとする。 

そして，法令要求化の範囲について，今回の事故のような地震，津波を

起因事象とする事故については，詳細な分析を踏まえ，設備対応ならびに

事故時手順の再整備等が実行されていることを早急に確認すべきであると

し，火山等のその他の自然現象，航空機落下や火災，テロ等を起因事象

とする事故シーケンスについても，第３レベルまでの防護策の強化を促して，

第４レベルの防護策についても，その他の事故シーケンスと共通的な対応

策の整備を促すとともに，安全研究によって安全評価手法やより効果的な

対応策の開発を急ぐべきであるとする。 

そのために，さらなる安全研究の推進が必要であるとする。 

平成２３年決定は，上記のような方針に添って一層の努力を行うことによ

り，わか国のシビアアクシデント対策が国際的に 高水準のものとなるべき

と考えるとしている。 

４  平成２３年決定の評価 

平成２３年決定は，要するに，従前の安全対策が不充分であったことを

反省し，今後の安全対策については，発生確率がごく低い事象についても

検討し，新たな科学的知見や運転経験から得られる情報を反映させる必

要を指摘している。すなわち，平成２３年決定の考え方に基づけば，原子

炉施設の今後の安全対策については，今回の福島第一原発の事故から

得られる知見や情報を反映させ，シビアアクシデント至る原子炉のリスクを
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的確に把握し，シビアアクシデント発生防止の対策を講じ，また，シビアア

クシデントに至ってしまった場合の影響緩和策を実施しなければ，原子力

発電所の安全は確保できないと考えられていると評価できる。 

そして，平成２３年決定は，今回の事故について，単に津波のみを原因

と捉えるのではなく，「地震，津波」と表現していることから，地震の影響も念

頭においた検討を行っていることは明らかである。 

したがって，本件についていえば，地震自体の影響も含めて，原因究明

を行い，その対応を抜きにして，原子炉施設の安全は確保できないとの観

点が必要であり，その結果，そのような対応がなされていない既存原発の

再稼働も認められないと考えるべきである。 

   

第 5  各原発の深層崩壊等のリスクについて （債務者の緊急安全対策反

論） 

１ 深層崩壊 

   昨年（２０１１年）の８月下旬に来襲した台風１２号によって紀伊山地では１５

０箇所もの斜面崩壊や土石流が発生し，１７箇所ものせき止め湖が形成され

て甚大な被害が出たことは記憶に新しい。 

   また，７月中旬に来襲した台風６号によっても高知県安芸郡北川村に３箇

所の深層崩壊が発生している。（甲１３４号証 平成２３年台風６号により高知

県東部に群発した深層崩壊のＬｉｄａｒによる解析と題する論文 インターネット

の情報） 

   このように２０１１年の台風６号や台風１２号は，我々の日常生活にとって深

層崩壊の脅威がもはや無視できないという厳しい現実を突きつけた。 

  既に主張書面で述べたように，深層崩壊とは，山崩れ、崖崩れなどの斜面

崩壊のうち表層崩壊よりも遙に深部で発生する大規模な崩壊現象のことであ

る。 

   表層崩壊が地表２０センチメートルから２メートル程の間の風化したマサ土
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層の小規模な崩落であるのに対し，深層崩壊では地下２０メートルあるいは

更に深い深層から表層までの岩塊が大規模に崩落するという特徴がある。 

   深層崩壊は，崩壊土砂量が数万立方メートル程度の規模のものから一億

立方メ ートルを越える極めて大規模なものまでと実に様々である。 

   １８８９年の奈良県十津川村の例では，崩壊土砂量が東京ドーム略１個分

に相当する１００万立方メートルを超える巨大なものが２０以上発生し，崩壊土

砂量 約２０００万立方メートル，天然ダムが約５３箇所形成されたとのことであ

る。この十津川村を襲った深層崩壊を地元では「山津波」「山潮」と呼び，１６

８名もの死者を出して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断行し，荒野を開拓して「新十津川村」を造

ったという悲惨な歴史がある。 

   深層崩壊の発生メカニズムはなお研究途上であるが，大まかには，風化の

進んだ斜面の岩盤と深層の風化の殆ど無い不透水層の岩盤との間にある窪

んだ部分に地下水が集中することによって，上部の岩盤を支える力が滑り落

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。 

   大雨が続くと雨水は斜面の岩盤の割れ目等を通じて地下深くまでしみ込

む。しみ込んだ雨水で地下の岩盤の窪んだ部分が満杯になると水圧が高く

なって浮力が生じる。浮力が生じるとその上の岩盤が滑りやすくなる。更に水

圧が高くなって限界を超えると浮いた岩盤が一気に深層から大規模に滑り落

ちて崩壊するというプロセスである。 

   このように, 深層崩壊は長期間の連続雨量とその末期における短時間の

集中豪雨が引き金となって岩盤自身のクラック（亀裂）やクリープ（斜面の非

常にゆっくりとした滑動）が発達することによって発生すると考えられている。 

   岩盤のクラックは，一般的に形状が不規則で連続性に乏しい。他方，クリ

ープは斜面表層が重力によって長時間ゆっくりと滑っていくので地層面が斜

面近傍だけ局部的に緩傾斜となる。その結果大規模なクリープ帯では末端

崩壊が生じ，大規模なクリープ性崩壊に発展する場合がある。これが深層崩
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壊である。 

２ 短期超集中豪雨時代の到来について 

  深層崩壊の発生に必要な雨量については，概ね、短期間に４００ミリを超

えることが必要であると考えられている。 

   雨量が４００ミリを超えるとクラック等を通って深部の岩盤まで雨水が到達し

て岩盤が不安定になるからである。 

   かって, 短期間に４００ミリを超える豪雨は珍しかったが，近年では地球温

暖化の影響もあってか４００ミリを遙に超える集中豪雨が頻繁に出現してい

る。 

   このような傾向は昨年（２０１１年）も同様であって，７月中旬の台風６号，７

月下旬の新潟・福島豪雨，８月下旬の台風１２号，更に９月中旬の台風１５号

と主なものだけ取り上げてみても４つの暴風雨が日本列島各地に大災害をも

たらしている。 

   特に，７月下旬の新潟・福島豪雨と８月下旬に紀伊半島を襲った台風１２

号の豪雨は，いずれも地域の観測点において気象庁観測史上 大雨量を

記録するという凄まじいものであった。（甲１３５号証 災害情報国土交通省 

第６報  抜粋，甲１３６号証 災害リスク情報第４０号 インターネットの情報，

甲１３７号証 災害情報 国土交通省 第１４報 抜粋，甲１３８号証 災害情

報国土交通省 第５０報  抜粋） 

  以下に雨量の抜粋を記しておく。 

 ⑴ 台風６号 

   主な２４時間降水量 

     高知県    魚梁瀬   ８６７．０ミリ 

     三重県    宮川    ８０１．０ミリ 

     高知県    船戸    ６５４．５ミリ 

     徳島県    福原旭   ６４８．５ミリ 

     和歌山県   西川    ６２１．０ミリ 
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 ⑵ 新潟・福島豪雨 

   主な期間降水量 

   （７月２７日１２時から７月３０日２４時までの各観測所の総降水量） 

     福島県    只見    ６８０．０ミリ   

     新潟県    宮寄上   ６２３．５ミリ   

     新潟県    塩沢    ５６２．５ミリ   

     新潟県    入広瀬   ４６９．５ミリ   

     新潟県    大場    ４３０．５ミリ   

     新潟県    小出    ４００．５ミリ   

     新潟県    十日町   ３８５．５ミリ   

     新潟県    室谷    ３７９．５ミリ   

     新潟県    栃尾    ３７８．５ミリ   

     新潟県    川谷    ３７８．５ミリ   

    なお，只見，十日町，室谷及び川谷の観測点は大雨期間中に欠測して

いる時間帯があるとの付記があることから欠測せず正確に測定されていれば

十日町，室谷及び川谷の観測点でも４００ミリを超えていた可能性が高かった

ものと思慮されることを付言しておく。 

 ⑶ 台風１２号 

  ① 主な２４時間降水量 

    （８月３０日から９月６日までの各観測所の 大値） 

     三重県    宮川    ８７２．５ミリ 

     三重県    御浜    ８０１．０ミリ 

     鳥取県    大山    ７８３．５ミリ 

     徳島県    福原旭   ７７１．０ミリ 

     高知県    魚梁瀬   ７３１．５ミリ 

  ② 主な期間降水量 

    （８月３０日１７時から９月６日までの各観測所の総降水量） 
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     奈良県    上北山  １８１４．５ミリ 

     三重県    宮川   １６３０．０ミリ 

     奈良県    風屋   １３６０．０ミリ 

     和歌山県   色川   １１８６．０ミリ 

     和歌山県   西川   １１５２．５ミリ 

 ⑷ 台風１５号 

  ① 主な２４時間降水量 

    （９月１５日から９月２２日までの各観測所の 大値） 

     徳島県    徳島    ４８９．０ミリ 

     静岡県    梅ケ島   ４６１．０ミリ 

     宮崎県    神門    ４４７．０ミリ 

     香川県    引田    ４４３．５ミリ 

     大分県    宇目    ４４３．５ミリ 

  ② 主な期間降水量 

    （９月１５日１０時から９月２２日１４時までの各観測所の総降水量） 

     宮崎県    神門   １１２７．５ミリ 

     高知県    鳥形山  １０３５．０ミリ 

     徳島県    木頭    ９７１．５ミリ 

     高知県    魚梁瀬   ９２４．５ミリ 

     大分県    宇目    ８２３．５ミリ 

   上記の台風の『主な２４時間降水量』から明らかなように，台風６号では略６

００ミリから８７０ミリ，台風１２号では略７００ミリから９００ミリ，台風１５号では略４

４０ミリから４９０ミリであって，いずれも僅か１日で深層崩壊発生に必要な４００

ミリの雨量をはるかに超えている。 

   しかも，上記の判明している『主な期間降水量』によれば，その 大値は，

台風１２号による奈良県上北山村の１８１４．５ミリ（連続雨量は更に多く２４００

ミリを超えたとの報道がある）であるが，これは２０１０年の台風８号の際に亜熱



 44

帯の台湾で記録された３０００ミリの豪雨に迫る凄まじい雨量である。 

   これまでの主張書面でも述べたように, 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おり, 日本国内でも２０００ミリを超え

る大雨がもはや『想定外』ではない時代が到来したということである。 

   なお，台風について付言すれば，２０１０年９月上旬に日本に来襲した台風

９号は， 初の上陸地点が日本海側の福井県敦賀市であったが，これも観

測史上初の出来事であった。 

   同台風は，石川県志賀町に２４時間雨量１５８，０ミリという観測史上 多の

雨量を記録し，同町楚和の県道を高さ２０メートル，幅３０メートルに渡って崩

落させるなどの大きな被害を出している。（甲１３９号証拠 志賀で観測史上

高の豪雨 各地で浸水被害 インターネット情報） 

   なお，静岡県や関東地方等にも豪雨による災害をもたらしているが，特に

神奈川県の丹沢湖では僅か５時間で９月の平均降水量の１．６倍に相当する

４８９，５ミリもの豪雨が観測されている。（甲１４０号証拠 平成２２年台風第９

号 

 ウィキペディア インターネット情報） 

   この２０１０年の台風９号の例からも明らかなように，もはや日本海側でさえ

台風が直接上陸する時代に突入したということである。 

   このように，日本は，短期超集中豪雨時代の到来を迎えたのであって，深

層崩壊を発生させる恐れの高い４００ミリを遙に超える豪雨が各地を襲う頻度

が今後も増加していくことは明らかである。 

３ 深層崩壊の発生しやすい地質，地形について 

   深層崩壊発生のメカニズムの概要については上述した。 

   では，深層崩壊の発生しやすい地質や地形とはどういうものであろうか。 

   この点については，概ね以下の５点が指摘されている。 

 ⑴ 地層の折れ曲がり等に表れる岩盤クリープが発達しており，それに起因す



 45

る微細な盛り上がりのある所謂「はみだし地形」又は，「２重山稜」が見られる

地形であること。 

 ⑵ 深部まで達するクラックが発達していること。 

 ⑶ 地層及び断列面の分離面が地表の斜面の傾斜と同方向の滑りやすい，

所謂「流れ盤」をなしていること。 

 ⑷ 斜面の多い隆起山地があること。 

 ⑸ 集水面積が大きい地域であること。 

  これらの特徴を見ればおのずと明らかなように，これらは日本の略いずれ

の地域においても良く見られる地質や地形である。 

   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

た活断層等の多い褶曲した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危険な場所がいたる所に存在していることは明らか

である。 

４ 深層崩壊発生の予測手法の開発 

   平成２０年頃，独立行政法人土木研究所が深層崩壊の予測手法を開発

したと発表した。 

   同研究所の発表によれば，地形についての以下の３条件に着目し, 少な

くとも その一つに該当する場合は深層崩壊が発生する可能性があるとして

いる（甲１４１号証 深層崩壊 の予測手法開発と発表 土木研 インターネッ

ト記事）。 

 ⑴ 急斜面で，雨水が広い地域から集まる場所であること。 

 ⑵ 斜面の起伏など等高線にゆがみのある場所であること。 

 ⑶ 過去における発生の有無 

   そこで，以下では債務者所有の各原子力発電所の周辺の山々につき，上

記予測 手法に基づいて深層崩壊発生の可能性について検討する。 

５ 各原子力発電所の所在と周辺の山々について 

 ⑴ 美浜原子力発電所 
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   美浜原子力発電所は，敦賀半島の略西側に位置している。 

   そこは，西側の極小さな半島であり，丹生の浦に落ち込む急峻な山々に囲

まれた略谷底に相当するところである。 

    そこに，１乃至３号機の原子炉建屋，タービン建屋，水路及びその他の付

属施設が略南北方向に縦一列に並んでいる。 

   同原発を取り囲む山々は以下の通りである。 

①  東側海抜７６４メートルの西方ガ岳から西に連なる海抜約５７０メートル、

海抜約３１７メートル及び海抜１５７メートルの山々 

  ② 北東側海抜約１７９メートルの山 

  ③ 北側海抜約３００メートルの山から南に連なる海抜約１８３メートルの山々 

  ④ 北北西側海抜約７８メートルの原子炉建屋の直ぐ背後の山 

 ⑵ 大飯原子力発電所 

   大飯原子力発電所は，小浜湾の西側の大島半島の略北端に位置してい

る。 

   １乃至４号機の原子炉建屋，タービン建屋，水路及びその他の付属施設

等が略北東方向に縦に一列に並んでいる。 

   同原発の設置場所は以下の急峻な山々に取り囲まれた谷底部分である。 

  ① 南側海抜約２５０メートルの山   

  ② 南東側海抜約１９０メートルの山 

  ③ 西北側海抜約１２５メートルの山 

  ④ 北側海抜約９０メートルの山 

 ⑶ 高浜原子力発電所 

   高浜原子力発電所は，音海半島の略つけ根の部分に位置している。 

   １乃至４号機の原子炉建屋とタービン建屋は，音海と内浦湾を繋ぐ水路を

中央に挟んで略南北にそれぞれ２台が並んでいる。同原発の設置場所は以

下の急峻な山々に挟まれた谷底部分である(甲１４９号証)。 

  ① 南東側海抜約１１４メートル  
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  ② 南西側海抜約２４０メートル 

  ③ 北北東側海抜約１９５メートル 

６ 深層崩壊発生の可能性について 

   上記５の各原子力発電所を取り囲む山々は，上記⑴の④の美浜原子力発

電所の原子炉建屋の背後の低い山を除けば，その谷間には川があり，いず

れも広い雨水の集水域を有しており，海抜は高く急斜面が随所に認められ

る。 

   いずれの山々も火山列 島の半島 の特質であるリアス式海岸を裾野に持

ち，風化岩層に富んでおり，斜面の起伏に歪みが多数存在している。 

  従って，これらの山々は前記の予測手法の⑴と⑵の条件を満たしている。 

   それ故，台風，発達した梅雨前線及び秋雨前線等によってもたらされる短

期超集中豪雨に見舞われた場合，これらの山々の斜面及び山裾部分に深

層崩壊が複数発生することが強く危惧される。 

   なお，美浜原発の１乃至３号機の直ぐ西側の山は乙第３号証の一枚目の

写真からも明らかなように海抜約７８メートルと低く小さい。 

   この山が深層崩壊の好例のように４００ミリ程度の雨量で直ちに崩壊を起こ

すとは考えにくいが，上北山村のように２４００ミリを超す短期超集中豪雨に見

舞われた場合は同様に解することは出来ない。 

   その場合，この山に生じる崩壊を深層崩壊と定義づけるかどうかは別として

も崩壊土石流が発生する可能性があるからである。 

７ 深層崩壊による各原子力発電所の危険性について 

 ⑴ 原子力発電所の壊滅等 

   上記６で述べたように債務者所有の各原子力発電所近辺の山々に深層

崩壊が発生する蓋然性はかなり高い。 

   大規模な深層崩壊が複数発生して１００万立方メートルを遙に超えるような

崩壊土石流が各原子力発電所を襲えばそれらは瞬時に壊滅する。 

   台湾の小林村が消滅したのと同じように各原子力発電所がすべて崩壊土



 48

石流の直撃を受ければ，原子炉建屋，タービン建屋，水路，付属施設及び

設備機器の全てが破壊されることは必至である。 

   その場合，襲い来る土石流によって原子炉建屋，タービン建屋等が崩壊

すれれば，原子炉格納容器，原子炉容器，加圧器及び蒸気発生器等が倒

れたり，あるいは保持装置等からずれて傾いたりする等して破壊される。 

   原子炉容器が倒壊し、又は傾いたりすれば，原子炉容器内の燃料集合

体、制御棒及び各付属装置が衝撃によって変形または損傷することは避け

られず，そうなればいかに重力落下方式とはいえ制御棒の挿入は不可能で

ある。 

   当然のことであるが，主蒸気管，主給水管等々の一次系及び二次系の各

種配管も同時に破壊されることから冷却水が失われる。 

   制御棒の挿入が出来ず，冷却水を喪失した原子炉は暴走する。 

   やがて燃料棒がメルトダウン, メルトスルーして, 水素爆発, 水蒸気爆発あ

るいは即発臨海による一種の核爆発等が生じ，大量の放射性物質を環境中

にまき散らし, 発生した原子雲が広範囲に飛来し, 多数の国民の生存環境

が高濃度の放射能汚染に晒されるとともに地球的規模の放射能汚染を招く

ことは必至である。 

   しかも，上記の大災害は原子炉だけに限定されるものではなく，併設され

ている使用済核燃料プールにおいても略同じように生じる。 

   プールと付属設備等が破壊されて冷却水を失った使用済核燃料は崩壊

熱を除去することができなくなって発熱を続け，メルトダウンを起こしたり，傾い

て壊れたプール内の一か所に押し固められて燃料相互間の空間が狭められ

ることから即発臨界による一種の核爆発を起こしたりするからである。 

   同様の事態は崩壊土砂量１０万立方メートルクラスの比較的小規模の深

層崩壊が襲った場合でも十分に発生し得る。 

   けだし，１０万立方メートルもの土石流が重要施設の一部を襲えば，原子

炉建屋，タービン建屋，格納容器，主要配管及びその他の重要装置が破壊
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されることは必至であり，その結果としてやはり冷却水が失われて冷却機能を

喪失するからである。 

   しかも，比較的短時間で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，仮に

崩壊土石流の襲来による被害が一部の重要な装置や機器の損壊で済み，

その時点では原子炉が制御棒の挿入によって無事であったとしても，福島第

一原発のように原子炉の冷却が不可能になるからである。 

   更に，このような危惧は, 丹生の浦の海によって緩衝されている美浜原子

力発電所においても同様である。 

   何故なら，２０１１年８月下旬に来襲した台風１２号が紀伊山地に甚大な被

害をもたらした公知の事実を真摯に受け止めれば，一箇所の崩壊土石流が

１００万立方メートル以上もの大規模な深層崩壊と同等のものが美浜原子力

発電所周辺において複数発生して崩壊土石流が原子炉施設に到達する可

能性があるからである。 

   また，運良く，大規模な崩壊土石流が原子炉施設にまで到達しなかったと

しても，丹生の浦になだれ込んだ崩壊土石流の巨大な圧力によって海水が

一気に押し出され，それが津波や射流となって原子炉施設に襲いかかる可

能性も否定出来ないからである。 

 ⑵ 送電線及び道路の損壊 

   復旧が著しく困難あるいは不可能で深刻な事態は，深層崩壊による崩落

土石流が債務者所有の各原子力発電所の送電線用鉄塔，専用橋，専用道

及び県道をおそった場合にも生じる。 

   美浜原子力発電所は，専用の丹生大橋を通じて山裾の海岸沿いの県道

に繋がっており，それらが崩落土石流の直撃によって破壊されれば陸の孤島

になってしまうからである。 

   大飯原子力発電所，高浜原子力発電所においても事態は同様である。 

   両原子力発電所には専用橋はないが，専用道を通じていずれも山裾の海
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岸沿いに位置する県道に繋がっているからである。 

   深層崩壊が各原子力発電所の複数の送電線の鉄塔周辺において発生

すれば，崩落土石流によって鉄塔が倒壊して送電線が寸断される。 

   送電線が寸断されれば福島第一原子力発電所の過酷事故と同じように，

外部電源を失い各原子力発電所の原子炉，使用済み燃料プールの正常な

冷却機能が長期間に渡って失われる。 

   外部電源を失えば，冷却機能は債務者が緊急対策として主張している非

常用ディーゼル発電機や電源車の電気等々によってまかなわれることになる

が，倒壊した鉄塔，寸断された送電線，崩落した丹生大橋，専用道及び寸

断された県道のすべてが修復されるまでにはどんなに少なく見積もっても数カ

月単位の長期間を要するものと思慮されることから，その間、債務者の主張

する各種バックアップシステムが正常に作動し続け，安定した冷却機能を維

持することは極めて困難であるからである。 

 ⑶ 定期点検と重なった場合 

   深層崩壊による上記災害が各原発の定期点検の時期と重なった場合，事

態はより深刻である。 

   使用済核燃料プールは，多少強度の高いコンクリートとステンレス鋼の枠

等で造られたプールに過ぎないからである。 

   上部は開放されているか，薄い覆いがあるだけであって強度的にも原子炉

格納容器や原子炉容器に比べれば遙に低いという脆弱性を抱えている。 

   そのようなプールに定期点検の際には使用中の全ての核燃料を原子炉容

器から移動して保管することになるからである。 

   定期点検による使用中の核燃料と既に保管中の使用済み核燃料で略満

杯となったプールを深層崩壊の崩壊土石流が襲えば，その結果がどうなるか

は明らかであり，想像しただけでも身の毛のよだつところである。 

   福島第一原子力発電所の過酷事故では，当時４号機が定期点検中であ

った。この４号機の使用済燃料プールの余震による倒壊を世界中の識者が
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危 惧しており，耐震補強工事の緊急性を強く訴えたことは公知の事実であ

る。 

   幸い，現在まで余震による倒壊は起こらず，鉄骨等による応急の耐震補強

工事を完了しており，何とか冷却が継続されてはいるが，なお、今後もその崩

壊が強く危惧されており，一刻も早い他のより安全な保管施設への移送が急

務とされている。 

   しかしながら, 致死量の高い放射線を放ち、冷却を続けなければ数千度も

の高熱を発生する核燃料の簡易な移動保管技術が無いことからその早期の

実現は著しく困難とされているのである。 

   使用中の核燃料と使用済み核燃料によって略満杯になっているプールが

破壊されて冷却水が無くなり，メルトダウン，水素爆発，水蒸気爆発あるいは

即発臨海による一種の核爆発が生じれば，環境中にまき散らされる放射性

物質の総量は想像を絶するものとなり，国内は勿論のこと世界中から更なる

非難を浴びることは必至である。 

８， 原発斜面について 

（朝日新聞 2011 年 11 月 12 日付 甲１４２号証） 

見出し：「原発斜面の安定 検討課題に追加 保安院、再評価指示」 

本文： 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

全性の再評価を指示した。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。 
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第 6，加圧水型原子炉格納容器サンプ問題 

１. 以下の問題は本件原発のすべてに共通する問題である。 

海外の複数の沸騰水型原子力プラントで操作ミス等が原因で格納容器

内に１次冷却材が流出し、配管から飛散した保温材等により非常用炉心冷

却系ストレーナ（ろ過器）が目詰まりして機能喪失する事例が発生している。

かかる問題がいわゆるサンプ問題である。過去にスウェーデンや米国で、非

常用炉心冷却系（ＥＣＣＳ）ストレーナ（ろ過器）に保温材などの異物が付着し

目詰まりを起こすトラブルが発生しており，債務者所有にかかる PWR におい

ても異物付着によるサンプ閉塞を防止することは構造的，技術的に極めて困

難あるいは不可能であると言わざるを得ず，サンプ閉塞，ECCS 機能不全，

炉心溶融といった重大事象への発展阻止は現在の技術水準において期待

することができない。 

加圧水型原子炉（PWR）ではサンプ内に貯留された一次冷却水を ECCS

において再循環させ炉心冷却を継続するという基本構造を採用している以

上，一次冷却水漏出時のサンプストレーナ目詰まりは構造的に発生する不

可避的な事象である。 

それだけなく，サンプ閉塞の原因となる断熱材などの繊維性異物の発生

源は PWR 原子炉内の配管各所に大量に存在しており，それらが剥離脱落

し漏出冷却水に混入することは現在の技術において根絶することができな

い技術的問題であって，PWR が構造的に内包する重大な欠陥であると言

わざるを得ない（甲１４３号証の１） 

債務者はストレーナフィルターの交換拡充などの対策で異物によるサン

プ閉塞を阻止しうると主張するものと想定されるが，PWR 原子炉内配管等

において大量に存在する断熱材，保護材などの繊維性異物発生源の総量

に対して，フィルターがどの程度の異物までならば目詰まりを起こさずに機

能を確保できるかについては沈黙したままである。 

またフィルターが目詰まりを起こす原因となる原子炉施設内部の繊維性

異物（断熱材等）の総量を債務者が明らかにしないのは，債務者において

フィルターの 能力（目詰まりを起こさず異物のサンプ内への流入を阻止し
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つつ再循環用の一次冷却水をサンプ内に通過させる能力）を客観的に評

価した事実が存在しない結果であると考えざるを得ない。 

これは単にフィルターを大型化すれば済むという問題ではなく，原子炉内

に存在する大量の繊維性異物の発生総量を前提として十分な構造的余

力のあるフィルターを設置し，なおかつそのろ過能力が重大事象が発生し

た場合でも機能することが客観的に担保されていない限り，サンプ閉塞に

起因する重大事象の発生は PWR 型原子炉において構造的，技術的に不

可避であると考えざるを得ない(甲１４３号証の２) 

２. フランスの PWR における再循環系異常事象（レベル 2）の発生 

実際，スウェーデンや米国以外では，フランスでも同様の事故が起きている。 

フランス電力公社はその全 PWR において、特定の事故条件下で再循環

系サンプフィルターが異物（デブリ）で目詰まりを起す可能性があると認めて

いる。サンプは原子炉格納容器底部にあり事故時に１次系から大規模漏洩

があったときに漏洩水を回収して原子炉冷却を維持するために安全注入系

に戻すものである。 フランス内外での研究にもとづいて ASN（フランス大統領

直轄の独立行政府である原子力安全機関）は平成１５年１０月９日，フランス

電力公社に対してサンプフィルター目づまりの可能性について見解を出し、

必要な場合には対策を提出するように命じた。 

以上のように世界的にはサンプ閉塞によるＬＯＣＡの危険性は重大なもの

として認識されているところである。(甲１４３号証の３) 

 

３. ＰＷＲの構造的脆弱性(以下甲１４３号証の４による) 

PWR では原子炉容器内の原子炉炉心を通過する水が華氏５００度以上

に加熱されても沸騰しないよう高い圧力（155 kg/cm2）が保持されている。格

納容器の中で高温水は原子炉容器から蒸気発生器に導出され，高温水は

蒸気発生器内の細い金属管を通して流れており，その管の外側では圧力の

より低い水がその管壁を通じて伝わる熱を吸収し、電気を生み出すためにタ

ービン発電器を回転させる蒸気をつくるために沸騰する。蒸気発生器の管

から出てきた水は再利用されるために原子炉容器にポンプで戻される。 

かかる基本構造を有するＰＷＲ型原子炉容器本体が損壊した場合、あるい



 54

は容器と蒸気発生器間の配管が損壊した場合、または配管安全弁が開い

た場合、その高圧水が開口部から極めて急速に１次冷却系の高圧水を押し

出す結果をもたらす。かかる冷却材喪失事故（LOCA）事象が発生した場合，

核燃料は過熱によって損傷をうけることになる。 

LOCA 事象が発生した場合，プラントの監視装置が原子炉容器内の圧力

の急速な低下などを契機として LOCA を検知すると補充水の供給を安全装

置が自動的に開始する。例えば、充填ポンプや安全注入ポンプが、燃料取

替用水タンク（RWST）からの補充水を自動的に供給される。 

RWST の容量の如何を問わず、いずれかの時点において補充水の水源を

RWST から格 納 容 器 サンプに切 り換 えなければならない。補 充 水 である

RWST からの冷却剤補充を継続すれば，冷却水が原子炉格納容器内に貯

留し，配管や電源その他の設備を水没させ， 終的には原子炉建屋内の

重要機器の水没等による機能喪失を招く危険がある為である。 

LOCA 事象において１次循環系の補充水は破断した配管等から漏出した

冷却水を補う上で必要不可欠である事は言うまでもない。しかし，外部の補

充水だけが用いられるとすると格納容器は水で満杯になり電気機器が水没

し、増 水 する水 の純 然 たる重 みによる格 納 容 器 の構 造 健 全 性 が損 なわれ

る。 

そのために原子炉の運転員は格納容器内部で水がポンプで循環するよう、

特定の時点において RWST からの弁を閉じ再循環サンプの弁を開放する。

そして，サンプ内に貯留した一次系冷却水をスプレイポンプあるいは高圧系

ポンプ，余熱除去ポンプなどに送出し，原子炉内の冷却水として再利用，再

循環させる必要があることから，サンプ内に漏出した冷却水が健全に貯留さ

れるよう技術的な安全確保がなされなければならない。 

しかるに以下述べるようにサンプ内に冷却水が貯留されるかという点に関

して技術的安全確保がなされているとは到底いえないのである。 

 

４. 再循環サンプの閉塞 

格納容器の再循環サンプとは，格納容器再循環ユニット及び制御棒駆動

装置冷却ユニットで凝縮された水を溜める容器のことである。原子炉冷却材 



の漏えいに対する監視設備の 1 つとして原子炉格納容器内に設けられる基

本的な設備であるとされる。 

１次冷却材喪失事故時等において、燃料を冷却するための水源として使

用する燃料取替用水タンクの水がなくなった場合に、次の水源として、漏れ

出た１次冷却材を回収して使用するために、格納容器内の底に設置されて

いるタンク。タンク入口には飛散した保温材などの異物の流入防止用として

スクリーン（格子状の金属フィルタ）が設置されている。 

冷却材漏えいが発生すると漏えい流体の一部が蒸発し、原子炉格納容

器内の空気に混入した蒸気が、格納容器再循環ユニット及び制御棒駆動

装置冷却ユニットで冷却され凝縮する。この凝縮した水を格納容器サンプに

集め、凝縮水の増加量を水位の上昇率によって監視する。 

 

５. 異物混入による冷却機能の喪失 

破損配管から漏出した高圧水は基本的に配管や装置，構造材に近接す

る断熱材，繊維，配管保護膜（すなわち塗料）などを一緒に洗い流す。これ

ら繊維等の異物が発生した後に，漏出した加圧水は格納容器底部に位置

する再循環サンプにこれらの異物と共に貯留される事になる。 
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再循環サンプには保温材などの異物の流入防止用としてフィルタースクリ

ーン（格子状の金属フィルタ）が設置されているが，これら異物がフィルタース

クリーンを目詰まりさせれば漏出した冷却水は行き場を失い原子炉内に貯留

し関係機器を水没させその機能を喪失させる結果となる。 

冷却機能を失った原子炉は核燃料棒が発生する崩壊熱により溶解し，大

量の放射性物質を含む冷却水を外部に放出する危険性を有する。 

これがメルトスルーに発展しコアコンクリート反応を誘発すれば，重大な水

素爆発を惹起する極めて重大な事態に発展する危険がある。 

 

   米国での実験～フィルターに付着したグラスファイバ等の異物 
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   米国の実験で実際に確認されたグラスファイバの異物 

 

６. スクリーンフィルター閉塞を発生させる異物の量 

NRC の報告書によると、ある小破断 LOCA 時に生成する繊維状物質の１

０％以下で PWR においては格納容器サンプのスクリーンが詰まることが確認

されている（D. V. Rao, B. Letellier, C. Shaffer, S. Ashbaugh, and L. 

Bartlein, Los Alamos National Laboratory, "GSI-191: Parametric 

Evaluations for Pressurized Water Reactor Recirculation Sump 

Performance," Figure 5-10, August 2001.）。 

塗料の破片のような粒子状物質については繊維質の異物よりも閉塞性が

大きく，ある小破断 LOCA 時に生成する粒子状物質の１０％以下で PWR に

おいて格納容器サンプのスクリーンフィルターを閉塞させる（D. V. Rao, B. 

Letellier, C. Shaffer, S. Ashbaugh, and L. Bartlein, Los Alamos National 

Laboratory, "GSI-191: Parametric Evaluations for Pressurized Water 

Reactor Recirculation Sump Performance," Figure 5-11, August 2001.）。 

大破断による LOCA によって生成する粒子状物質については，格納容器
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サンプスクリーンを閉塞させるには２％以下の異物で十分であるとされ，配管

の大破断が起き大量の異物が発生した場合には相当な速度でサンプ閉塞

が生起する危険性が指摘されている（D. V. Rao, B. Letellier, C. Shaffer, S. 

Ashbaugh, and L. Bartlein, Los Alamos National Laboratory, "GSI-191: 

Parametric Evaluations for Pressurized Water Reactor Recirculation Sump 

Performance," Figure 5-12, August 2001）。 

LOCA で発生する異物による格納容器サンプ閉塞の可能性 

アメリカ合衆国原子力規制委員会（NRC）の報告書によると 

格納容器サンプ故障の可能性 小破断 LOCA 中破断 LOCA 大破断 LOCA

非常に起こりそうである PWR の 36% PWR の 45% PWR の 77% 

起こりそうである 10% 9% 10% 

おそらく起こる 6% 9% 1% 

起こりそうにない 48% 37% 12% 

（出 典 ：D. V. Rao, B. Letellier, C. Shaffer, S. Ashbaugh, and L. 

Bartlein, Los Alamos National Laboratory, "GSI-191: Parametric 

Evaluations for Pressurized Water Reactor Recirculation Sump 

Performance," Table ES-1, August 2001.） 

このように、配管等の大破断時における冷却材喪失事故を経験する PWR の７

７％はフィルタ閉塞による格納容器サンプ破損に直面することになる。 

 

７. 格納容器サンプ閉塞による事故～炉心損傷の危険性を１００倍にする 

LOCA 時の格納容器サンプ閉塞は，炉心と格納容器を冷却する上で必

要不可欠な安全系統の適切な機能を喪失させるものであり，漏出した冷却

水を再循環させることを不可能にするという 悪の結果を招く。それは 終

的にはとして，原子炉の冷却材および冷却機能の喪失を意味し，核燃料棒

の破損，メルトダウン，ひいてはメルトスルーを引き起こし， 終的には大量の

核物質を大気中に放出する事になる。 

NRC の報告書によると格納容器サンプ閉塞事象は，平均的な PWR につ
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いて原子炉炉心損傷が発生する確率をほぼ２桁近く（約１００倍）増加させる。

換言すれば、PWR が炉心損傷を経験する確率は６８４年に１回であるとの指

摘がなされているのである。（J. L. Darby, W. Thomas, D. V. Rao, B. C. 

Letellier, S. G. Ashbaugh, and M. T. Leonard, Los Alamos National 

Laboratory, NUREG/CR-6771, "GSI-191: The Impact of Debris Induced 

Loss of ECCS Recirculation on PWR Core Damage Frequency," page D-6, 

August 2002）。 

 

８. 大飯３号機，４号機におけるグラスファイバ素材の使用量 

別紙の通り，大飯３号機，および４号機では配管の近くに大量のグラスファ

イバ製エアフィルターが設置されており、原子炉冷却材喪失事故時等にスク

リーン閉塞の原因となり得る繊維素材が大量に使用されている。グラスファイ

バ製エアフィルターの他にも，配管保温用素材としてウレタン樹脂も大量に

使用されている。 

   これら繊維質素材は配管保温やエアフィルターとして恒常的に使用されて

おり，現在もこれらを除去するなど具体的な措置は何ら採られていない。 

米国の研究が示すとおり，繊維質の異物がフィルター等に付着すればサ

ンプ内への冷却水の貯留が阻害され，原子炉内に補充水が満杯になり関

係機器水没による機能喪失という事態を招く危険性が極めて高い。 

また補充水が蒸発等により喪失すれば LOCA 事象が持続し，炉心損傷と

いう 悪の事態を招く事は見やすい結論である。そして炉心損傷は燃料棒

の破損，炉心融解，そしてメルトスルー，コアコンクリート反応による水素爆発

という破 滅 的 事 象 に結 びつくものである深 刻 な事 態 である事 は明 らかであ

る。 

  これらサンプ閉塞による LOCA 事象の持続および炉心損傷， 終的な水素

爆発という危険性を大飯３号機，４号機はいまだ解消していない以上，その

危険性を過小評価する事は到底できない。（甲１４３の５） 

 

９. PWR サンプ性能-安全問題のまとめ  

以上の問題点を概略的に述べれば以下のような事象を招くものである。 
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① 配管破断事故発生 

② 高温高圧の水蒸気噴出 

③ 配管機器に巻かれた保温材破壊 

④ サンプストレーナフィルターに繊維保温材が全体に張り付く 

⑤ 繊維保温材が全体に張り付き、さらに細かい粒子状のごみが付着する 

⑥ フィルターが目詰まり 

⑦ 一次冷却水の再循環サンプへの流入量確保できず（NPSH 低下） 

⑧ ECCS ポンプの機能喪失 

⑨ 炉心冷却失敗 

⑩ 炉心溶融 

⑪ 格納容器破損 

⑫ 環境へ核分裂生成物放出  

つまり，冷却材損失事故が起きれば、破断口近くの配管の断熱材および

他の部材が破壊される。この破壊された断熱材、塗膜、コンクリート片、他の

部材は破断口および格納容器スプレー からの蒸気や水の流れによって格

納容器の床へ移送される。この砕片のうちのいくらかは サンプスクリーンに

移送され、ECCS の格納容器サンプスクリーンに蓄積する。格納容器サンプ

スクリーン上に蓄積した異物は、サンプスクリーンを通過する差圧を増加させ

て、ECCS ポンプの利用可能な NPSH（有効吸込ヘッド：キャビテーションによ

るポンプ効率の低下を避けるために必要な吸込圧力）を減少させる。蓄積し

たごみによる過度の圧損は、ECCS と格納容器スプレーポンプの NPSH 余裕

を超過する。その結果、ECCS ポンプと格納容器スプレーポンプにキャビテー

ションが発 生 し、設 計 基 準 事 故 中 に必 要 とされる冷 却 水 が供 給 できなくな

る。  
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第７，大飯３号機における溶接部の残留応力によるクラックおよび冷却水漏洩

の発生 

１，大飯３号機ではこれまで過去２回，原子炉圧力容器溶接部分の残留応力

または溶接不良によるクラック（割れ）が発生し，圧力容器上蓋管台で発生し

たクラックでは一次冷却水の漏出事故が発生している。（甲１４４号証の１） 

また圧力容器出口管台部分で発見されたクラックは７センチの管厚に対し

深さ２センチに達しており，外部へ貫通した場合には一次冷却水漏れによる

重大事故に発展する危険があった。(甲１４４号証の２) 

しかも過去２回発生した原子炉圧力容器溶接部分のクラックはいずれも溶

接部分の残留応力又は溶接不良（溶接部に対するグラインダー施工後のバ

フ掛けを怠った事）によるものであり，当該破損溶接部分以外にも圧力容器

管台等溶接箇所にクラックが発生している可能性が極めて高い。（甲１４４号

証の３乃至９） 

   後述するように債務者の調査によれば，破損部分の検査で発見されたクラ

ックは約１０万運転時間で貫通に至る程度のものであり，現実にクラックは圧

力容器上蓋管台の外部まで貫通した上，１次冷却水漏れを起こしていた。

大飯３号機を恒常的に運転したと仮定した場合，１０万運転時間は約１０年

で到達する運転時間である。 

大飯３号機その他原発の運転時間は優に１０年を超えており，圧力容器

管台溶接箇所その他配管溶接箇所の残留応力又は溶接不良によるクラッ

ク発生は現在進行形の重大事象であると想定せざるを得ない。既に主張し

たような想定外の大規模地震動や津波等の影響により，既に脆弱化した圧

力容器溶接部分が破断，一次系冷却水が漏出すれば，冷却剤を失った圧

http://www.nrc.gov/reactors/operating/licensing/renewal/applications.html
http://www.nrc.gov/reactors/operating/licensing/renewal/applications.html
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力容器内での燃料棒損傷，溶解（メルトダウン）そしてメルトスルーを防止し

得ない事はすでに今回の震災で経験的に獲得された事実であり，これによる

危険が１０万人余にも及ぶ周辺住民の生命，健康，財産といった権利を侵

害した事も今さら指摘するまでもない。 

  以下，詳論する。 

 

1. 溶接部の残留応力について 

熱が加えられることにより，多くの物体は膨張しようする。したがって熱は物

体を変形させる外力と同じ働きをする。均質な物体が均等に加熱された場合，

物体は自由に膨張し変形は等方的に生起する。しかし溶接のように溶接部

分のみが局部的に加熱されるような場合，その膨張が周囲の材料素材によ

って妨げられ，物体内に「熱応力（thermal stress)」が生じる。その熱応力が

残留応力をもたらす原因となる。通常の鋼溶接部では溶接部近傍のみが加

熱・冷却されるが，それによって生じる膨張・収縮の熱変形が周りの母材によ

って拘束される。そして鋼材は温度とともに降伏応力は小さくなり，加熱途中

で材料に圧縮の塑性変形が生じることになる。 

すなわち，この圧縮塑性歪により，冷却後に溶接部のみが周りの母材に

引張られるため，鋼溶接部近傍には引張残留応力が生じることになる。結果

的に，溶接部に相当する部材が一定の温度まで加熱し冷却されるときには，

加熱過程で圧縮の応力と塑性歪が生じ，冷却過程で引張応力へと変化し，

終的に引張残留応力生じることになる。  

溶接残留応力をもたらす原因としては主に溶接熱サイクルによる溶接部

近傍の母材に生じる塑性歪であるが，それ以外にも溶接残留応力をもたら

す原因として，溶接金属の凝固時における母材の熱膨張によって生じる食

い違いや溶接金属が凝固してから冷却までに生じる収縮と塑性歪が考えら

れる。 

 

2. 大飯発電所３号機原子炉容器上部ふた制御棒駆動装置取付管台のクラ

ック発生 

（平成１６年５月）（甲１４４号証１，２，以下はすべて右各証拠による） 
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   大飯発電所３号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力 118 万キロワット，定

格熱出力 342 万 3000 キロワット）については平成 16 年４月 20 日から第 10

回定期検査が実施されたが，同年５月４日，原子炉容器上部ふたの管台 70

箇所の外観目視点検準備中，制御棒駆動装置取付管台１箇所（No.47）の

付け根付近に白い付着物（１次冷却水に含まれるほう酸）が見られ，右ほう

酸は当該管台の周囲にのみ認められたことから，当該管台からの漏えいであ

ることが確認された。 

   また，他の管台（69 箇所）についても点検を行ったところ，５月５日，温度

計取付管台１箇所（No.67）の側面および付け根付近にも，付着物が確認さ

れた。 

   その後，制御棒駆動装置取付管台（No.47）の漏えい箇所を特定するため，

漏えい経路として考えられる管台および上部ふたと管台との溶接部について

サーマルスリーブを切断して，ヘリウムリークテスト，渦流探傷検査（以下「ＥＣ

Ｔ」），浸透探傷検査（以下「ＰＴ」），超音波探傷検査（以下「ＵＴ」）などの検

査を行った結果，へリウムリークテストにおいて原子炉容器上部ふたと管台と

の溶接部で漏えいが確認された。そこでさらに当該溶接部についてＥＣＴを

実施したところ，溶接部の 270°付近に有意な信号指示が確認され，その箇

所を確認したところ浸透指示模様の位置に半径方向のクラック（割れ）が認

められ，形状は結晶粒界に沿った直線状の割れであることが確認され，さら

に手入れして確認したところ，その割れの長さは長くなり，一部の割れはつな

がっていることが確認された。形状としては，結晶粒界に沿った枝分かれした

割れが認められた。 

以上のことから，制御棒駆動装置取付管台（No.47）での漏えいは溶接金

属内での半径方向の割れが貫通し，漏えいに至ったものと推定された。 

   その後，制御棒駆動装置取付管台（No.47）の溶接部の割れについて詳

細に調査を行った結果は以下の通りである。 

No.47 管台の割れの発生メカニズムの調査 

溶接部表面を約 0.5mm 手入れ実施後割れを観察したところ，結晶粒界に

沿った比較的直線状の割れが認められた。その後更に約 0.5mm（合計約

1mm），引き続き約 2mm（合計約 3mm）手入れ実施後に観察された割れの特
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徴として，溶接金属表面よりも内部の方で割れが長く，結晶粒界に沿った割

れであることが確認された。 

   このことから，割れの発生は運転中に発生した１次冷却水中の環境下にお

ける応力腐食割れ（以下「ＰＷＳＣＣ」という）あるいは溶接欠陥によるものであ

ることが明らかとなった。なおＰＷＳＣＣとは，１次冷却水中の環境下で発生す

るＰＷＲプラント特有の応力腐食割れであり，材料の強度および腐食環境，

発生応力の３要素が重なって発生するクラックを意味する。 

その後，債務者はクラックの初期発生メカニズム究明のため，以下の調査

を実施し，下記のような事実関係が確認された。 

（１）海外事例調査 

   米国ＰＷＲプラントでの原子炉容器上部ふた管台部からの漏えい事例を

調査した結果，米国における同様の事象は，管台母材部あるいは溶接金属

部において，ＰＷＳＣＣもしくは，高温割れ等の溶接施工不良を起点として，

ＰＷＳＣＣが進展し貫通したものであると推定されていることが確認された。 

（２）当該管台の調査等 

  当該管台溶接部の表面仕上げの施工状態を確認した結果，割れが認めら

れた 270°付近では，他の部位と異なりグラインダ仕上げ後のバフ仕上げ

（溶接した後には溶接部表面の手入れ加工（研磨）を実施するが，その際の

粗研磨に用いるのがグラインダで，仕上げ研磨として細かな研磨を実施する

ことをバフ仕上げという）の跡がなかった。当該管台溶接部を模擬した試験

体を製作し，表面仕上げの施工状態の違いによる表面残留応力への影響

を調査した結果，バフ仕上げを行った場合，表面の残留応力は圧縮応力に

なるが，グラインダ仕上げだけの場合は，ごく表層部に約 770MPa と，比較的

大きな引張り残留応力が発生することが確認された。 

  当該溶接部の材料である 600 系ニッケル基合金の材料試験データを調査

した結果，１次冷却水中の環境下において，約 300MPa 程度の引張り残留

応力でＰＷＳＣＣが発生する可能性があることが確認された。また，バフ仕上

げを行わなかった試験体を用いた材料試験を行った結果でも，ＰＷＳＣＣの

発生が確認された。 

（３）ＰＷＳＣＣの発生 
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   調査の結果，割れの特徴や海外事例調査等から，初期に発生した割れは

溶接施工不良等による欠陥の可能性についても否定できないものの，当該

管台 270°付近において，溶接部の表面仕上げ（バフ仕上げ）が行われて

いなかったことに起因して，溶接部表面に比較的高い引張り残留応力が発

生していたことにより，ＰＷＳＣＣが発生した可能性が高いことが確認された。 

 

3. 債務者が１０万運転時間でのクラック貫通を確認したこと 

   管台溶接部内部において，ＰＷＳＣＣの特徴である結晶粒界に沿った枝分

かれした形状の割れが認められていることから，大飯３号機の運転環境下に

おいて，割れが進展し，貫通に至るかどうかの解析評価を行った。その結果，

初期の割れが生じた状態においては，大飯３号機のプラント運転時間（約 10

万時間）でも割れが溶接部内部を進展し，貫通に至る可能性があることが確

認された。（甲１４４号証の１，甲１４４号証の８） 

 

4. ＰＷＳＣＣが原因であること 

   管台溶接部において，表面仕上げが不十分であったことに起因して発生

したＰＷＳＣＣを起点として，１次冷却水中の環境下において溶接金属内をＰ

ＷＳＣＣが進展し，貫通に至ったことにより，漏えいが発生したものと推定され

た。なお，初期の割れについては，溶接施工不良等による欠陥の可能性に

ついても否定できないと債務者自身も認めているところである。 （甲１４４号

証の１，甲１４４号証の８） 

 

5. 大飯３号機原子炉容器出口管台溶接部の傷 

（１） 大飯原発３号機における深刻な応力腐食割れ 

平成２０年４月，大飯原発３号機「原子炉容器Ａループ出口管台溶接部」

（ノズル部）で，極めて深刻な応力腐食割れが発見された。当初はクラックの

深さが評価できない非常に浅いものとされていたが，当該クラックは機器で切

削しても消滅せず，２０．３ｍｍまで配管表面を切削する事になった。この切

削された場所の板厚は７４．６ｍｍであったから，２７％の板厚が失われたので

ある。(甲１４４号証の３) 
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また，この応力腐食割れの場所は，原子炉 力容器のノズル部のセーフエ

ンドと呼ばれる場所であり，当該溶接部分及び配管部分の修理交換は極め

て困難な場所である。これをあえて修理交換するとなれば原子炉本体圧力

容器それ自体の交換を余儀なくされ，圧力容器の交換なしに行うクラック補

修や配管補修交換作業は圧力容器の強度を著しく損なうものであって，安

全性に深刻な影響を与える。 

 

（２） クラックが２０．３ｍｍに達していたことの危険性 

クラックの深さの確定は，以下の通りである。（ 甲１４４号証の４乃至甲１４

４号証の７） 

① 当該クラックが発見された際，債務者は第１３回定期検査中であったが，国

内外で発生した６００系ニッケル基合金溶接部での応力腐食割れ事象を踏

まえ，原子炉容器出入口管台（計８箇所）の溶接部にウォータージェットピ

ーニング工事を実施し，この工事のため事前に当該溶接部内面の渦流探

傷試験（ＥＣＴ）を行ったところ，Ａループ出口管台の６００系ニッケル基合金

溶接部１箇所で有意な信号指示（長さ約１０ｍｍ）を確認した。 

② 当該クラックは溶接部のウォータージェットピーニング工事が予定されなけ

れば，そのまま放置され，ひいては貫通にいたり， 終的には１次冷却水漏

れにつながる重大事象をもたらす重大な危険性を秘めていた。 

③ そして債務者において水中カメラにより詳細に点検したところ傷の形状は複

数に折曲がるとともに枝分かれした長さ約３ｍｍの割れであり，１次冷却材

環境下における 応力腐食割れの特徴を有していることが判明した。さらに

傷の周辺では引張力が残留する可能性があるグラインダーによる加工 跡

（バフ掛けの欠如）を確認し，１次冷却材環境下における応力腐食割れに

よる損傷である事を債務者自身が認めるに至った。 

④ その後，当該箇所について，超音波探傷試験（ＵＴ）を行ったが，傷の深さ

は特定できなかった。そこで，ＥＣＴで有意な信号指示が確認されなくなるま

で当該部表面の研削を行うこととし約３．６ｍｍ研削した時点で，目視で傷

が確認でき，ＥＣＴにおいても有意な信号指示が認められている状況であっ

た。債務者がさらに研削した場合 ，工事計画認可申請書に記載している
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板厚（７０ｍｍ）を下回る可能性があったことから，記載内容を変更する手続

きを国に行い，手続き完了後，研削を再開した。 

⑤ その後，「工事計画認可申請書に記載の板厚を更（７０ｍｍから６４ｍｍ）し

た後，深さ約１０．５ｍｍ（板厚約６４．１ｍｍ）まで研削した。しかし，それでも，

目視で傷が確認でき，ＥＣＴで有意な信号指示応が認められた。 

⑥ そこで，さらに深く研削を行うため，工事計画認可申請書の記載板厚を傷

が残っている部分を含めた箱状（軸方向約１１ｃｍ，周方向約１３ｃｍ）の部

分のみを６４ｍｍから５３ｍｍに，その他の部分を７０ｍｍに変更し，強度上の

問題がないことを確認したうえで，７月３０日に国に変更手続を行い研削を

再開した（「２００８年８月１５日関西電力発表」）。 

⑦ 終的に，「深さ約２０．３ｍｍ（当該部分の板厚約５４．３ｍｍ）まで研削し

た結果，８月２３日，目視で傷が認められず渦流探傷試験応でも有意な信

号指示が確認されなくなった。そして，さらに念のため追加研削（約０．７ｍ

ｍ）を行い，傷がないことを確認した。この結果，当該部分の板厚は約５３．

６ｍｍとなった。 

（３） 損傷場所が交換不可能な箇所であること 

今回，応力腐食割れが発見された溶接部は，圧力容器の合金鋼製の

管台（応圧ノズル）と，ステンレス製のセーフエンドをつなぐ部分である。１次

冷却水のステンレス配管を圧力容器に直接つなぐのは作業上困難を極め

る事は見やすいところであり，また溶接による残留応力の除去も難しい。そ

こで，あらかじめ， 圧力容器の製造工場において，圧力容器に配管と同じ

ステンレス製の部品を溶接しておくものとされている。これがセーフエンドで

ある。そのセーフエンドにひび割れが生じた。セーフエンドを交換することは，

圧力容器そのものに手を加えることであり，技術的に極めて難しい。その意

味で，他の再循環系配管において発生した応力腐食割れとは全く異なる

次元の深刻な問題である。(甲１４４号証の５,P2) 

（４） 大飯原発の応力腐食割れ 

大飯原発で発見された 力腐食割れは，改めて力腐食割れの問題が依

然として深刻なものであり，対策が不十分であることを示している。平素から

応力腐食割れの発生を想定した点検を行い，シュラウド検査や再循環配
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管等にひび割れを発見した場合その進展速度を予測して，将来の健全性

を確認しつつ引き続き運転を続け，あるいは適宜交換するという方法により

原子炉施設の安全性を確保することは可能であり，十分に合理的だと債務

者は主張すると考えられるが，現実には，点検によっても発見されていない

ひび割･検査漏れが無数に存在すると考える他ない 

（５） 安全性に関する具体的根拠の欠如 

上述のように研削前の出口部管台の管肉厚は７４.６mm であったが，研

削により当該部分の厚さは５３.６mm となった。これに対して債務者が原子

力安全・保安院に提出した工事計画認可申請書では当該部分の必要肉

厚を５３mm としている。必要肉厚に対して０.６mm の余裕を残すのみであっ

たが，そのような余裕肉厚が安全性を確保するに足る程度の数値であるこ

とについて科学的見地から十分な根拠が示されていない。（甲１４４号証の

３乃至甲１４４号証の７） 

（６） 急速なクラックの進展 

債務者は，当該出口管台にできた当該クラックについて，平成１３年 の

時点で３mm の深さがあったと仮定しており，実際には平成２０年の傷の深さ

は２０.３mm になったものであるから，約１年あたり平均２.５mm でクラック深化

が進展していたことになる。再び運転が開始されれば，これまでの検査で発

見されていない微小クラックが深化進展し， 終的に必要肉厚を割り込み

耐圧能力を喪失する危険性は現実的な問題である。この点に関しても，債

務者からはいまだ安全性を確保するに必要な程度の肉厚が何㎜であるの

か，具体的な数値は示されていない。（甲１４４号証の８，９） 

（７） ウォータージェットピーニング(ＷＪＰ)の問題点 

債務者は上記のような出口管台クラックへの対策としてウォータージェット

ピーニング(ＷＪＰ)を実施している。しかしＷＪＰはクラックを除去するものでは

なく，ＥＣＴ（渦電流探傷検査）で見逃している微小な傷が存在する可能性

までも除去するものではない。ＷＪＰは高圧水を吹き付けることで材料表面

近傍の残留応力を緩和し，そのことによって新たなクラックの発生を抑制す

るものに過ぎないのである。すでに生じた傷が消えるわけではない点に留意

されなければならない。（甲１４４号証の４乃至７） 
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また債務者はＥＣＴ（渦電流探傷検査）でも０．５㎜以上の傷でなければ

傷の有無を確認できないとしている。したがって，深さ０.５mm 未満の把握し

ていない微小な傷が，溶接部に残っている可能性は否定できない。債務者

がいかに詳細にＥＣＴを実施したとしても，０.５mm 未満の傷が残っている可

能性は依然として残ると技術的観点からも言わざるを得ないのである。 

したがって０.４mm 程度の傷が見逃されて残っているとすれば０.２mm クラ

ック深化が進むめば，それだけで必要肉厚を割り込む結果となる。（甲１４４

号証の４乃至７） 

 

6. 小括 

   以上のように，大飯３号機では応力腐食割れにより目視レベルで顕在化し

たクラックの存在が多数確認されており，なおかつ原因はいずれも上記のよう

な応力腐食割れ若しくは溶接不良（グラインダ加工後のバフ掛け欠如）によ

るものである。 

   しかも上述したクラックは樹状に深化した形状を有するという特徴があり，

配管外表面のクラックから配管内奥に進むほど樹状に枝分かれし，なおかつ

１０万運転時間で貫通に及ぶという具体的な危険性を有するものである。以

上のような危険は債務者の定期検査で明らかになったものであり，債務者に

おいても上記のようなクラックの潜在的な存在の可能性を否定する事はでき

ないと考えられる。 

 これら顕在化あるいは潜在化しているクラックは機器・配管の耐震性を確実

に弱めるものであり，上記のように研削加工等により板厚が２７％減少すれば，

耐震性能も相当程度低下せざるを得ない。そして大飯３号機において未だ

発見されていない重大なひび割れが存在する可能性は否定できない状況に

ある。したがって設計・建設時の想定を遙かに超える地震動が現実かつ具

体的に予測されるべき現況下において，潜在的なクラックを多数抱え込み地

震動等による損傷の危険性が高い本件各原子炉を稼働する事は到底許さ

れないと言うべきである。 

  債務者は当然ながら平素からの関係機器の整備交換，事故時の緊急対応，

その他多重防護を前提とする安全システムの機能に期待すれば冷却材喪



 71

失や溶解燃料のメルトスルー，コアコンクリート反応などの重大事象は完全に

予防できると主張するであろう。 

 しかし今回の震災で明らかになったように，地震動や津波に伴う原子炉損

傷による高濃度放射性物質の拡散，原子炉内の溶解核燃料が発する致死

量を超える放射線，原子炉建屋内における汚染水の貯留等の事象は，事

故時における債務者の緊急対応を阻むものであり，作業員が容易に接近す

る事すらできない事態を招くものである。また全電源喪失が原子炉の安全シ

ステムに致命的な打撃を与える要素となりうる事も経験的に明らかになったと

ころである。 

作業員が容易に接近すらことすらできず何ら対策をとり得ない，しかも安

全装置の作動にも期待し得ない緊急状態下を前提とすれば，電源喪失，ク

ラック等の配管損傷，これに起因する一時冷却剤喪失といった単独では重

大とはいえない事象であっても，これらが複合あるいは競合し対応不能状態

で放置されれば，当然ながら破滅的な大事故に発展する事は今回の震災に

伴う原子炉事故で具体的な経験として獲得された問題である。現に今回の

震災原発事故の現場で初動対応がなされていれば防止できたであろう事象

も多数に及ぶのである。また債務者の緊急安全対策をみても，大飯３号機の

潜在的な溶接部の不良原因を除去し，クラックの発生及び一次冷却水漏出

といった事象の予防を担保する内容とはなっていない。 

  大飯３号機は平成３年に稼働を開始した比較的稼働年数の少ない原子炉

の一つであるが，それでさえ応力腐食割れあるいは溶接不良による配管溶

接部の損傷，クラックの発生という事象に見舞われているのである。しかも３

号機の検査結果から，クラックは 10 万運転時間で貫通に至ることは債務者

においても確認している。だとすれば 3 号機よりも稼働年数が長期にわたる

大飯 1 号機，2 号機においても同様の問題が潜在的に存在すると考えざるを

得ず，すでに相当数の潜在的損傷部分を抱え込んだ危険な状態のまま運

転を継続してきたものであるといえる。 

  以上のような危険が潜在的なものであるとしても，今回の震災で生じた想定

外の大規模地震動や津波によりこれらの危険が顕在化すれば，もはや現在

の技術水準ではこれら顕在化した危険を除去あるいは防止する事は不可能
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である。 

 

第８，債務者の緊急安全対策・ストレステストについての反論 

１ 債務者は福島原子力発電所の事故を踏まえて緊急安全対策を実施したの

で，本件各発電所の安全性は確保されていると主張する。 

債務者の取った緊急安全対策を理解のためにごく大雑把にまとめると，電

源車や消防ポンプ，消火ポンプを津波の影響を受けない高台に上げ，地震

や津波によって原子炉施設内の冷却機能を失った後も，外部から電源車や

ポンプをつなぎ込むことによって冷却機能を確保するというものである。そして，

債務者がこれまで原子力安全保安院に提出したストレステストにかかる報告

書にも，ストレステストにより緊急安全対策の有効性について確認できたなど

とまとめてある。 

債務者の緊急安全対策やストレステストは高台にある電源車やポンプが必

ず稼働できることが前提となっているが，原子力発電所の安全性を考えるに

あたって，そのような前提に立つことはできない。 

２ 地震による斜面崩壊の危険性 

債務者が所有する本件各発電所は，いずれも山に接しており，地震により

斜面崩壊の危険性がある。大雨による深層崩壊が起こる危険性はこれまで

指摘した通りであるが，大雨が降った後に地震が発生すれば深層崩壊が起

きる可能性はさらに高くなる。 

また，斜面崩壊の危険性はなにも深層崩壊だけではない。深層崩壊ほど

の大規模な地盤の崩壊でなく，比較的規模の小さな崩壊であってもそれが

起こってしまえば，債務者の緊急安全対策に大きな影響を与える。 

例えば，大飯発電所では，発電所の外周の道路の一部と思われる場所に

空冷式非常用発電装置（電源車）やタンクローリー，ホイールローダーやガソ

リン保管庫を置き，発電所の南側に位置する陀羅山トンネルや吉見トンネル

内に消防ポンプや消火ホースを保管している。これらの設備は，概ね標高３０

ｍ以上の所に保管してあるので，その点では津波の影響を受けにくくなって

いるのかも知れないが，斜面崩壊が起きればその影響は甚大である。まず，

斜面崩壊により外周の道路の一部が欠落すれば電源車やホイールローダー
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（パワーショベル），消火ホースや消防ポンプの移動がほとんど不可能になる。

電源車が置いてある真上で斜面崩壊が起これば，電源車が土砂で埋まって

しまうことも考えられる。トンネルの入口付近で斜面崩壊が起こればホースや

ポンプをトンネルから搬出できなくなる。こうなれば債務者の緊急安全対策が

成立しない。 

また，債務者は道路上のがれきや流入土砂の撤去対策としてホイールロ

ーダー１台と緊急安全対策要員を１名しか配置していないが，斜面崩壊によ

り大量の土砂が外周道路に堆積した場合にそのような機器と人員で対応で

きるとは考えにくい。早期に道路復旧ができなければ債務者の緊急安全対

策は成立しない。 

３ 地震による雪崩の危険性 

また，積雪の多い時期に地震が起これば原子力発電所に接する山から雪

崩が起きる可能性は高くなる。雪崩が起きれば，雪が外周道路に堆積して障

害物となる。そうなれば斜面崩壊と同様に早期に道路復旧できなくなる危険

性もあるが，債務者が緊急安全対策の成立性を考えるにあたってその点を

考慮した形跡はない。債務者は大飯発電所の道路復旧作業について も

優先順位の高い道路（１６５０ｍ）について，わずか４１０分で道路復旧ができ

ることを想定しているが，実際に雪崩が発生して大量の雪が堆積した場合に，

そのような短期間で道路の復旧ができるのか疑問である。 

４ 二次災害の危険性 

斜面崩壊や雪崩は余震で起こる可能性も十分にある。二次災害の危険を

考慮して道路復旧作業に着手できないこともあり得る。債務者が想定してい

る時間内に道路の復旧ができるとは考えにくい。 

５ 小括 

債務者の緊急安全対策は，斜面崩壊や雪崩が起こった場合の成立性に

ついては考慮されていない。しかし，現に福島第一原子力発電所の事故に

おいても法面の土砂崩壊が起きて鉄塔が倒壊しているのだから，その点につ

いて十分考慮すべきである。 

ストレステストにおいても同様であり，地震と津波の重畳があった場合の安

全性について評価されているが，さらに雪崩や斜面崩壊が起こった場合のこ
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とを考慮して評価していない。 

このままの状態で再稼働を認めては，再び福島第一原子力発電所のよう

な事故が債務者の所有する本件各発電所で起こる可能性がある。 

６， ストレステストは判断基準のないテストであること 

（１） 政府との交渉において確認された事実 

 平成２３年１２月１９日，国債環境ＮＧ０グリーンピース・ジ

ャパン，国債環境ＮＧＯＦｏＥjapan，福島老朽原発を考える会，

美浜大飯高浜原発に反対する大阪の会らと政府との間で原子力発

電所に関する問題について交渉が行われた。 

 そして，この交渉において政府との間で次の重要な事項が確認

された（甲１４５号証，甲１４６号証）。 

 一つ目は福島原発事故の実態と原因はまだわからないことが多

く，地震直後に配管にひびが入ったことや津波が到達する前に原

子炉建屋内に放射線が放出された可能性が否定できないことであ

る。 

 二つ目は，経済産業省原子力安全・保安院及び原子力安全委員

会においてストレステストの診断基準をもっていないということ

である。 

（２） 判断基準の不備 

 現在行われているストレステストの第一次評価は提起検査中で

起動準備が整ったものから行われるものであり，ストレステスト

の第一次評価は提起検査中の原発について再稼働の可否を判断す

るために行われている。当然，経済産業省原子力安全・保安院及

び原子力安全委員会において再稼働を認めるための判断基準を設

けなければテストとしての意味がなく，本来，経済産業省原子力

安全・保安院が各電力会社にストレステストを支持するにあたっ

て判断基準を設けておくべきものである。しかし，経済産業省原
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子力安全・保安院は審査にあたっての視点しか設けておらず再稼

働の可否に関する判断基準はない。 

 経済産業省原子力安全・保安院が判断基準も設けずストレステ

ストの第 1 次評価を先行させたのは，ストレステストを行ったと

いう外形を整えて何とか再稼働させようとしたからである。そこ

にあるのは，再稼働優先の考え方であり，原子力災害が起こった

ときの周辺住民に対する配慮のかけらもない。 

(3) EU 評価担当のカスチエフ博士は，ストレステストではならぬと

大飯 3 号機の再稼働に反対した(甲 147 号証)。 

 

第 9，終わりに 

 元原利文元 高裁判事は， 

「原発訴訟が，定数訴訟のような展開にならなかったのは，危険性に

ついての議論が浅く，運転差し止めや原子炉設置許可無効の判決が下

級審で２件しか出ていなかったからだと思います。原発差止めの下級

審判決がもっと多く出ていれば，それに同調する世論も高まり， 高

裁ももっと正面からこの問題に取り組んでいたかもしれません。 

 私は，今後起こされる原発訴訟では
．．．．．．．．．．．．．

，裁判所の判断が大きく変わる
．．．．．．．．．．．．．

と予想しています
．．．．．．．．

。３月の原発事故の原因解明が進み
．．．．．．．．．．．．．．．

，事故発生のメ
．．．．．．

カニズムが明らかになれば
．．．．．．．．．．．．

，一審段階で出される証拠の量と厚みが格
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

段に違ってくるからです
．．．．．．．．．．．

。」 

と語っている（平成２３年１１月３０日付朝日新聞，甲 148 号証）。 

 御庁にも，このような姿勢をとることを切望する。 

 

  

 


