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はじめに 

	 熊本地震では、最大震度が７の地震が間を置かずに２度発生し、その後も一か月

の間に最大震度が６強の地震が２回、６弱の地震が３回も発生した。繰り返しの揺

れにより、震度７でも倒壊しないはずの新建築基準後に建築確認が行われた建築物

にも倒壊などの被害が出た。多くが一度目の震度７には耐えたが、二度目の震度７

には持ちこたえられなかった。	

	 原子炉の耐震審査では、強い前震や強い余震の影響及び基準地震動に匹敵する揺

れが複数回発生する場合については考慮されていない。原子力規制委員長は、基準

地震動に対して弾性範囲（何度揺れても元に戻る）で設計しているので問題ないと

述べるが、設置許可規則は、基準地震動に対しては、弾性範囲を超えて、塑性ひず

みが発生する場合を許容しており、これは明らかに誤った解釈に基づく説明である。

設置許可規則を前提にすれば、基準地震動の範囲内の繰り返しの揺れにより塑性ひ

ずみによる変形が進む可能性は否定できないが、その場合の安全性は確認されてい

ない。安全上重要な機器・配管においても、基準地震動１回の揺れに耐えることが

できればよいことになっており、工事計画認可の審査においても、運転期間延長認

可の審査においても複数回の揺れは想定外である。	

	 繰り返しの揺れによる荷重が原子炉の機器・配管の耐震安全性に影響を与えるも

のに「疲労（金属疲労）」がある。疲労は、小さい応力であっても繰り返し発生する

ことにより、金属材料のき裂が進展し、破壊に至る現象である。美浜原発３号炉に

ついても高浜原発１・２号炉についても、安全上重要な機器・配管の疲労累積係数
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による評価結果において許容値ぎりぎりの箇所が複数個所存在する。繰り返しの揺

れについて考慮すると、確実に許容値を超えてしまうことが示される。	

	 熊本地震により現実に発生することが明らかとなった繰り返しの揺れについて、

考慮していない審査基準は不合理であることは明らかである。そして、繰り返しの

揺れを考慮した場合には、本件原子炉の耐震審査が不合格となることは明らかであ

り、本件各処分は取り消されるべきである。以下、詳細に述べる。	

	

第１	 熊本地震の繰り返しの揺れと被害 

１．熊本地震により発生した繰り返しの揺れ 

	 熊本地震では、マグニチュード 7.3 の本震（2016 年 4 月 16 日 1 時 25 分）の約 28

時間前にマグニチュード 6.5 の前震（2016 年 4 月 14 日 21 時 26 分）が発生し震度

７の揺れが２回発生した。その後も最大震度が６強の地震が２回、６弱の地震が３

回発生した。震度５弱以上の地震は 19 回に及ぶ（「熊本地震における建築物被害の

原因分析を行う委員会報告書」平成 28 年 9 月 P9～20）。	

	

震度６弱以上を観測した地震	

発生時刻	 震央	 深さ	 Ｍ	 最大震度	

4 月 14 日 21 時 26 分	 熊本県熊本地方	 11km	 6.5	 ７	

4 月 14 日 22 時 07 分	 熊本県熊本地方	 8km	 5.8	 ６弱	

4 月 15 日 00 時 03 分	 熊本県熊本地方	 7km	 6.4	 ６強	

4 月 16 日 01 時 25 分	 熊本県熊本地方	 12km	 7.3	 ７	

4 月 16 日 01 時 45 分	 熊本県熊本地方	 11km	 5.9	 ６弱	

4 月 16 日 03 時 55 分	 熊本県熊本地方	 11km	 5.8	 ６強	

4 月 16 日 09 時 48 分	 熊本県熊本地方	 16km	 5.4	 ６弱	

「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書」より（P9）	
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２．繰り返しの揺れにより新建築基準後の建物にも被害 

	 熊本地震による建築物被害について、国土交通省が設置した専門家による「熊本

地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」がまとめた報告書によると、特

に被害が大きい益城町中心部の木造建築物の調査結果について、「前震で被害が軽微

であった木造住宅が本震で倒壊した例が多数確認された。」「新耐震の木造の倒壊（こ

こでは大破を除く）が 102 棟確認された。」「2000 年以降の木造の倒壊が 7 棟確認さ

れた。」（同 P39）などとしている。ここで「新耐震」とあるのは、1981 年 6 月の建

築基準法以後に建築確認したものを、「旧耐震」はそれ以前に、「2000 年以降」とあ

るのは、2000 年 6 月の建築基準法改正以降に建築確認したものを指す。	

	 この調査エリアで倒壊した木造建築物は、304 棟（旧耐震 214 棟、新耐震 83 棟、

2000 年以降 7 棟）（同 P39）だが、そのうち、前震で倒壊・崩壊したと考えられる木

造住宅は 35 棟にすぎない（同 P49）。残りの 269 棟は２度目の震度７となった本震

で倒壊したことになる。	

	 神戸・淡路大震災では、旧耐震の建築物に被害が集中したが、熊本地震では、耐

震基準が厳しくなった後の新耐震についても多くの被害が出ている。1981 年の新耐

震基準は「震度６強～７の巨大地震でも倒壊や崩壊はしない」ことを目安としてい

るが、一方で、基準は一度の地震に耐えることを前提としており、報告書にも、「建

築基準法令の構造計算が、これまでの地震被害において余震を含めた複数回の地震

動の作用を経験しているという実態を踏まえつつ、極めて稀に生ずるものとして規

定された一の地震動又は地震力をもちいて構造安全性の確認を行っている」（同 P27）

とある。倒壊した建築物の多くが、１度の震度７には耐えても２度目の震度７には

耐えられなかったということになる。（写真：同 P40）	
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	 報告書は、倒壊した建物の多くで筋かい端部の接合部仕様が不十分だったと指摘

している。１回目の揺れで筋かいが外れ、２回目の揺れで崩壊したというようなこ

とが起きていたのではないだろうか。2000 年の建築基準法改定では、接合部の仕様

が厳しくなったが、それでもその後に建築確認が行われた木造で 7 棟が倒壊した。

報告書はこのうち 3 棟については被害要因が特定できず、「局所的に大きな地震動が

作用した可能性が考えられる（同 P49）」と指摘している。	

	 報告書によると、鉄骨造建築物についても 1981 年の新耐震以降でも大破や倒壊の

被害が出ており、溶接部での破断などが確認されている。体育館でも被害が出てい

る（同 P51～：写真は P56）。	
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	 鉄筋コンクリート造の建築物は新耐震以降の建物での倒壊はなかったが、「柱の倒

壊」、「主筋の座屈や破断によって大破に至る事例が確認された」、旧耐震で「耐震補

強された耐震壁の側柱の顕著なせん断ひび割れ、コンクリート杭の損傷」、耐震診断

済みで「柱頭柱脚部の大きな損傷により過大な残留変形が確認」されるなどとして

いる（同 P59～：写真は P60）。	

	

第２	 原子炉の耐震審査では地震の繰り返しの揺れは想定されていない 

１．原子力規制委員長の見解は誤った解釈によるものであること 

	 原子力規制委員会の田中俊一委員長は、熊本地震が発生して間もない 2016 年 4

月 18 日の臨時記者会見及び 4 月 20 日の定例記者会見において、九州電力川内原発

１・２号炉の安全性について記者が質問したのに対し、以下のように述べている。

（「繰り返し地震を想定する耐震基準改正を求める」滝谷紘一（元原子力安全委員会

事務局技術参与、工学博士）雑誌「科学」より）	

	

「弾性範囲内での構造設計になっているから耐えられるということですよね。一

般の家屋が何回か繰り返して、今回もそうですけれども、２回目の地震で倒壊

したというのは、結局もう１回目で塑性変形、弾性領域を超えているというこ

となのですよね。ですから、原子力施設についてはそういう設計はしていませ

んので、その 620 ガル（引用者註：川内原発１・２号炉の基準地震動の最大加

速度）というのはそういう意味で、弾性範囲内であるということです」（「原子

力規制委員会臨時記者会見録」平成 28 年 4 月 18 日）	

	

「重要な機器は…弾性範囲に収まるようにという設計を求めています。だから 5

回、10 回、100 回ぐらいくり返しても何も起こらない」（「原子力規制委員会記

者会見録」平成 28 年 4 月 20 日）	
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	 ここで、弾性範囲というのは外力をかけて生じた応力によりできたひずみが、外

力をなくして応力を０にすると元の形状に戻る場合であり、応力が弾性領域内であ

れば、何度繰り返しても理論上は元に戻ることになる。弾性限界を超える応力によ

り塑性領域に入ると、応力を０にしてもひずみが残り、元の形には戻らず、それが

繰り返されると変形することになる。田中俊一氏の発言は、重要な機器は「基準地

震動」に対して弾性範囲に収まる設計を求めているという趣旨だが、後述のように、

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「設置許可規則」という）は、塑性ひずみの発生を許容しており、明らかに

設置許可規則の解釈を誤った発言であるというべきである。	

	

２．設置許可規則は塑性ひずみを許容している 

	 設置許可規則第４条第１項に「設計基準対象施設は、地震力に十分耐えることが

できるものでなければならない。」（「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「規則の解釈」）平成 25 年 6 月 19 日

原子力規制委員会 P11）とあり、同規則の解釈には、別記２の１項に「１	 第４条

第１項に規定する「地震力に十分に耐える」とは、ある地震力に対して施設全体と

しておおむね弾性範囲の設計がなされていることをいう。この場合、上記の「弾性

範囲の設計」とは、施設を弾性体とみなして応力解析を行い、施設各部の応力を許

容限界以下に留めることをいう。また、この場合、上記の「許容限界」とは、必ず

しも厳密な許容限界ではなく、局部的に弾性限界を超える場合を容認しつつも施設

全体としておおむね弾性範囲に留まり得ることをいう。」とある（「規則の解釈」P122）。

このように設置許可規則は、弾性限界を超え、塑性ひずみが生じうる場合を容認し

ている。	

	

３．弾性範囲に収まる設計は基準地震動に対してではない 

	 弾性範囲に収まる設計は、基準地震動Ｓｓではなくて、弾性設計用地震動Ｓｄに
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対して行われる。設置許可規則の解釈に「３	 第４条第１項に規定する「地震力に

十分に耐えること」を満たすために、耐震重要度分類の各クラスに属する設計基準

対象施設の耐震設計に当たっては、以下の方針によること」「一	 Ｓクラス」「・機

器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じ

るそれぞれの荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わせ

た荷重条件に対して、応答が全体的におおむね弾性状態に留まること。」（「規則の解

釈」P123）とある。	

	 弾性設計用地震動による揺れの大きさについては、同解釈の別記２の４項に、「・

弾性設計用地震動は、基準地震動（第４条第３項の「その供用中に当該耐震重要施

設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震」による地震動をいう。以下同じ。）との

応答スペクトルの比率の値が、目安として０．５を下回らないような値で、工学的

判断に基づいて設定すること」（「規則の解釈」P125）とあるように、基準地震動の

半分程度に小さくてもよいものとされている。（「繰り返し地震を想定する耐震基準

改正を求める」滝谷紘一	 雑誌「科学」より）	

	

４．地震の繰り返しの揺れは想定外 

	 設置許可規則は第４条第３項に「耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施

設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力

（以下「基準地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれ

がないものでなければならない。」（「規則の解釈」P11）とあり、同解釈では、別記

２の６項に、「６	 第４条第３項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないも

のでなければならない」ことを満たすために、基準地震動に対する設計基準対象施

設の設計に当たっては、以下の方針によること。」とした上で、以下のように要求し

ている。	

	

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常変化及び事故時に生じる
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それぞれの荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件に対して、

その施設に要求される機能を保持すること。なお、上記による求められる荷重

により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって

破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさ

ないこと。（「規則の解釈」P130）	

	

	 このように地震力については基準地震動によるものだけが考慮され、強い前震や

余震が発生した場合や基準地震動に匹敵するような揺れが時間をおかずに発生した

場合についての考慮はない。	

	

５．蒸気発生器伝熱管の耐震評価 

	 本件各原子炉の蒸気発生器伝熱管の基準地震動Ｓｓにおける１次応力（膜応力＋

曲げ応力）の発生値と評価基準値（許容値）及び弾性設計用評価基準値は以下のと

おりである。	

	

	

	

	

	

	

蒸気発生器伝熱管の基準地震動Ｓｓによる１次応力評価結果（単位：MPa）	

原子炉	
Ｓｓによる	

１次応力発生値	
Ｓｓ用評価基準値	

弾性設計用	

評価基準値	

美浜３号炉	 ５２７	 ５３９	 ２９５	

高浜１号炉	 ３２４	 ４８１	 ２６３	
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高浜２号炉	 ３１６	 ４８１	 ２６３	

関電：各原子炉の工事計画認可申請書より	「繰り返し地震を想定する耐震基準改正を求める」

滝谷紘一雑誌「科学」より	

	

	 いずれの場合も、基準地震動Ｓｓによる１次応力発生値は、弾性設計範囲内にあ

ることを要求する弾性設計用地震動に対して設定された評価基準値（許容値）を上

回っており、前述のように、基準地震動に対しては塑性ひずみの発生を容認してい

ることから、本件各原子炉が、基準地震動に匹敵する地震動により、塑性変形を引

き起こす可能性が否定できない（「繰り返し地震を想定する耐震基準改正を求める」

滝谷紘一	 雑誌「科学」より）。	

	 その場合でも塑性ひずみの「量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な

余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと」（「規則の解釈」

P130）を確認するのが、基準地震動Ｓｓ用評価基準値（許容値）との比較の趣旨で

ある。しかし、原子炉がもう一度、基準地震動に匹敵する揺れに襲われたらどうな

るのか。一度目の揺れによる塑性変形により、強度が低下し、二度目の揺れの際に

は、Ｓｓに対する評価基準値（許容値）がより小さい値となっているおそれがあり、

二度目の揺れによる１次応力の発生値がそれを上回る可能性が否定できないが、審

査の中で、このような確認は全く行われていないのである。	

	

６．小括 

	 熊本地震が明らかにした問題は、１回目の揺れにより塑性変形したものが２回目

の揺れでさらに変形し、破壊する可能性を提示するものであるが、本件各原子炉に

おける耐震審査においては、地震の繰り返しの揺れによる繰り返しの荷重の影響は

考慮されていない。	

	 設置許可規則は、基準地震動に対して、弾性範囲を超えて、塑性ひずみが発生す

る場合を許容しており、繰り返しの揺れにより塑性ひずみによる変形が進む可能性
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がある。	

	 基準地震動に匹敵する１度目の揺れに耐えたとしても、機器・配管が変形して強

度が低下して評価基準値（許容値）が下がり、そこに２度目の揺れが生じ、評価基

準値（許容値）を上回る可能性がある。蒸気発生器伝熱管の耐震評価書の値から、

そのような可能性が現に指摘されるが、審査の過程で、こうした評価、確認は全く

行われていないのである。	

	

第３	 疲労（金属疲労）について 

	 繰り返しの揺れによる繰り返しの荷重が原子炉の機器や配管に与える影響の一つ

に疲労によるき裂がある。	

１．「疲労」とは…小さい応力でも繰り返しによりき裂が進行し破壊に至る 

	 疲労（金属疲労）は、金属材料が繰り返しの荷重を受けたときに、小さな力でも

き裂が進展し、破壊に至る現象である。	

	 「金属材料が繰り返し荷重を受けると静的な破壊荷重よりはるかに小さい荷重で

も破壊することがある。この現象を金属疲労といい、人類が金属を用いて機械や建

造物をつくるようになって以来の大きな課題である。」（日本大百科全書ニッポニカ）	

	 「破壊面に独特の貝殻状波紋が見られるのが特徴。航空機の構造材などは、振動

や圧力変化によって長時間繰り返し外力を受けており、疲労破壊の危険にさらされ

ている。」(知恵蔵：岡田益男	東北大学教授／2007 年)」	

	 「缶ジュースや缶ビール…のタブを引っ張り上げ…また元に戻したり…繰り返し

て遊んでいると、タブは根元から折れて取れてしまうことがあります。また、細い

針金なども、指先で同じところを曲げたり伸ばしたりを繰り返すと、ついには折れ

てしまいます。これが疲労です。…タブや針金に力をかけると曲がりますが、これ

を変形と呼びます。変形は大きくても小さくても、金属の中になる原子の並び方に

影響を与えているのです。…疲労は金属にある程度以上の変形を繰り返すと起こる

ということを覚えておいてください。」（「金属疲労のおはなし」西島敏著：日本規格
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協会 P13）	

	

２．疲労破面からわかること…破断前に見つけることは困難 

	 写真と図はトラックの前車軸（フロントアクセル）が、長年の使用により疲労で

壊れたときの疲労破面である。引用した文献（「金属疲労のおはなし」P14～18）」は

以下のように解説している。	

	

	

	 「写真を見ると、矢印の部分から同心円状に広がる縞模様があります。縞が見え

るのはほぼ全体の上半分までで、どちらかというと平らに見えますが、下半分は粗

く、ざらざらした感じです。この例では、疲労は始め矢印のところに起こり、そこ

に小さな割れができ、その割れが次第に大きく広がっていったことを示しています。

同心円状に見える縞の中で、少し濃い色の線の部分は、その部分が壊れるときに力

のかかり方が弱く、割れがあまり進まなかったところです。…写真の下半分は、車

軸の半分くらいまで割れが進んだとき、残り断面が小さくなったため、それ以上支

えきれなくなり、一気に折れてしまったことを表しています。」	

	 「上半分の疲労破面にあった同心円状の線は、疲労破面の最もわかりやすい特徴

の一つです。これは、貝殻模様とか、ビーチマークと呼びます。…貝殻模様の縞の



14 

間隔は、あまり一定しないのが普通です。しかし、割れの起点の付近では、間隔が

細かくなっていて、起点に近づくとはっきり見えなくなってしまいます。実は、下

半分の一気に折れた急速破面から、さかのぼって縞模様を逆にたどり、行きついた

ところを起点としたのです。縞に直角な線を考えてみると、図に示すように、割れ

の進んだ方向が判定できます。」	

	 「疲労は変形の繰り返しによって起こると説明しましたが、トラックの車軸は目

に見えるほど大きく変形することはありません。しかし実際の機械や構造物では、

全体の変形は非常に小さくても、いろいろな理由で、顕微鏡で見るほどの微小な部

分に変形が集中して起こることがあり、そのような部分に、疲労による割れができ

やすいのです。この車軸でも、おそらくそうだったのだろうと思います。」	

	 「設計では疲労を起こしにくいように、変形を小さく抑えていても、実際には走

行中に石が当たったり、錆びたりして材料が傷むことがあります。そういった傷か

らは、特に割れができやすいのですが、錆びの下側に小さな割れができても、それ

はほとんどみつけられないでしょう。ですから、普通は使用開始からかなりの年月

が経ったのち、何の前触れもなく、突然に破壊したような印象をうけるのです。し

かし、実はその間に、疲労は静かに進んでいたのです。」	

	

３．振動による疲労 

	 振動による疲労について、引用した文献（「金属疲労のおはなし」西島敏：日本規

格協会 P14～18）」は以下のように解説している。	

	 「力がかかっていないように見えるのに、疲労を問題にするものでは、振動があ

ります。先日も『バイクのバックミラーが折れちゃって』と遅刻した理由を言って

きた学生がいました。後で見てみると、自分で取り付けたらしいバックミラーの長

いアームの付け根が折れていました。『いつも振動していなかった？』と聞いてみる

と、やはりそうでした。スタートして加速するとき、たぶんエンジンの振動とちょ

うど共鳴するような形で振動したようです。このような振動を共振と呼びます。共
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振は、いろいろな機械や装置で起こることがありますが、たいていは作ってみてか

らでないと発見できない困った問題です。」	

	 「振動が原因で疲労を起こす可能性があるものとしては、振動する機械や、それ

に取り付けた部品や配線などがあります。その他、圧縮空気や液体が流れる配管や

弁などの取付部も要注意です。振動による材料による変形が、疲労を起こす大きさ

かどうかをチェックするには、振動の振れ幅を測定して、どのくらいの疲労を起こ

すかを計算する必要があります。これも開発段階でチェックするのが難しい問題で、

経験がものをいう分野とされています。」	

	

４．弾性と塑性…弾性限界を超えて塑性領域にはいると変形が残る 

	 弾性と塑性について、引用した文献（「金属疲労のおはなし」西島敏著：日本規格

協会 P38～41）」は以下のように解説している。	

	 「応力とひずみの値が小さい範囲では、両者の関係は直線ですから、ある点Ａか

ら応力を０に戻すとひずみも０に戻ります。応力を０にすると消えてしまうひずみ

を弾性ひずみと呼びます。しかし…値が大きい範囲では、応力とひずみの関係は直

線から外れてきます。そして点Ａから応力を０にしても、ひずみは０に戻りません。

応力を０に戻しても残っているひずみを塑性ひずみと呼びます。」	

	 「塑性ひずみが起こるような大きな応力を繰り返すと、金属は非常に早く疲労し

ます。」「タグや針金のように塑性ひずみの割合が大きな範囲の疲労を、低サイクル

疲労と呼びます。低サイクルというのは、破壊までの繰り返しサイクルが少ないと

いう意味で、数十～数万サイクルまでの範囲をいいます。これに対し、ばねなどの

塑性ひずみが入らない範囲の疲労を高サイクル疲労と呼ぶことがあります。これは、

繰り返し回数にして数万～数千万サイクルの範囲です。低サイクル疲労は塑性ひず

みによる疲労、高サイクル疲労は弾性ひずみによる疲労と考えるとわかりやすいで

しょう。」	
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５．温度変化の繰り返しによる疲労 

	 温度変化の繰り返しによる疲労について、引用した文献（「金属疲労のおはなし」

P43～47）」は以下のように解説している。	

	 「温度変化による疲労が深刻な問題となるのは、ある程度厚い板、または太い軸

などで、表面と内部の温度差ができるときです。温度差ができると、そこには応力

が発生するのですが、それを熱応力と呼びます。」「熱応力によって塑性変形がおこ

るかもしれない…応力やひずみが大きい範囲では、ひずみには弾性ひずみと塑性ひ

ずみが入っていて、応力をゼロに戻すと、弾性ひずみは消えるのですが、塑性ひず

みはそのまま残ります。」	

	 「1974 年にアメリカで、発電用上記タービンの軸が、熱応力の繰り返しによって

疲労破壊し、大事故となった例…運転中に突然割れて、遠心力によって周りの装置

や施設などを吹き飛ばしたものです。」「壊れたのは、軸の内外温度差による熱応力

の繰り返しが原因でした。熱応力の繰り返しによる疲労を熱疲労と呼びます。…熱

疲労は低サイクル疲労となることが多く、危険なのです。」「タービンの運転と停止

による温度サイクルによって軸の表面は圧縮と引っ張りの熱応力サイクルを受ける

わけですが、中心穴の表面はそれとちょうど逆の、引っ張りと圧縮のサイクルを受

けるのです。そのようにして、軸は中心穴から縦割れを起こしたのだと考えられま

す。」	

	

６．疲労の事例 

	「18 世紀にイギリスで産業革命がおこり、次第にヨーロッパ各国で鉄道が引かれ、

大規模な機械工業が盛んになってくると…鉄鋼材料が突然破壊することによるいろ

いろな事故が、深刻な社会問題となって現れ始めたのです。」（「金属疲労のおはなし」

P19）引用した文献では、先に挙げた発電用タービンの他に、鉄道の車軸、自動車の

ばね、航空機などを例に挙げている。	

	 日本溶接協会原子力研究委員会で講演した小林英男氏（東京工業大学名誉教授）



17 

は、最近の日本における金属疲労事故（原子力関係は後述）として、1985 年の御巣

鷹山の日航ジャンボ機の墜落（後部圧力隔壁の疲労）、1999 年のＨ－Ⅱ型ロケット

８号機の打ち上げ失敗（ポンプ羽根の流体振動疲労）、2002 年の大型トレーラーの

車輪脱輪（車軸ハブの疲労）、2007 年のジェットコースターの脱輪（軸ねじ部の疲

労）を挙げている（「金属疲労の歴史と今」小林英男（東京工業大学名誉教授）P19）。	

	 このように疲労による事故は人命が失われるような重大事故にもつながるおので

あるが、ロケットや航空機のような最新の科学技術が用いられる分野においても

度々発生しているのである。	

	

７．小括 

	 以上のとおり、金属材料が繰り返し荷重を受けると静的な破壊荷重よりはるかに

小さい荷重でも破壊することがある。この現象を金属疲労といい、特徴としては次

のような点を指摘できる。	

・	 疲労は微細な現象であり破壊前に見つけることは困難である	

・	 荷重が弾性領域を超えて塑性領域に入ると、変形（塑性ひずみ）が残り、繰

り返し回数が比較的少なくても破壊に至る	

・	 疲労は、機械的な振動だけでなく、温度変化の繰り返しによっても引き起こ

される。流体が流れる配管や弁についても疲労が生じる。	

	

第４	 原子炉の耐震審査における疲労累積係数を用いた疲労評価 

１．原子力施設でも疲労による事故が多発している 

	 日本溶接協会原子力研究委員会で講演した日立製作所の研究員は、国内の原子力

発電プラントの疲労事例として、原子力安全推進協会のデータベースを対象に調査

したところ、1966 年～2014 年の疲労損傷事例の件数は、沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）

108 件、加圧水型原子炉（ＰＷＲ）103 件、ガス冷却炉（ＧＣＲ）15 件であった、

機械振動モードが多く、機器別では、配管、ポンプ、弁／弁棒、熱交換器／冷却器
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で 75％を占める、発生部位は溶接部に多い、などと報告した。（「原子力に関する疲

労と原子力発電プラントの維持基準の概要」岩松史則／西川嗣彬（日立製作所日立

研究所））	

	 同じく日本溶接協会原子力研究委員会で講演した小林英男氏（東京工業大学名誉

教授）は、原子力分野における金属疲労事故として以下を挙げている。（「金属疲労

の歴史と今」小林英男（東京工業大学名誉教授）P22）	

	

原子力発電所の疲労破壊（き裂）の歴史的事例（「金属疲労の歴史と今」）	

年	 発電所	 機器	 材料	 事象	 原因	

1988	 玄海１号機	 余熱除去系配管	 304	

溶接部	

一次冷却水	

漏えい	
熱成層	

1989	 福島第二３号機	 再循環ポンプ	

軸受リング	

316NG	

溶接部	
リング脱落	 溶込み不足	

共振	

1991	 美浜２号機	 蒸気発生器	

伝熱管	
インコネル	 伝熱管破断	 流体振動	

フレッティング疲労	

1995	 高速増殖原型炉	

もんじゅ	

二次冷却系配管	

温度計さや	
304	 ナトリウム	

漏洩	
流体振動	

1999	 敦賀２号機	 再生熱交換器	

連絡配管エルボ	
304	 一次冷却水	

漏洩	
温度揺らぎ	

2003	 泊２号機	 再生熱交換器	

胴側出口配管	
304	 一次冷却水	

漏洩	
温度揺らぎ	

2006	 浜岡５号機	 低圧蒸気	

タービン	
クロム鋼	 羽根のき裂	 流体振動	

2007	 玄海２号機	 余剰抽出水系統	

取出配管エルボ	
304	 ＵＴで	

き裂検出	
熱成層	

ＵＴ：超音波探傷試験	
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２．耐震設計に係る工認審査ガイドの要求 

	 発電用軽水型原子炉施設の工事計画認可に係る耐震設計に係る審査で用いられる

「耐震設計に係る工認審査ガイド」によると、機器・配管系の構造強度に関する耐

震設計について、以下のように要求している。	

	 「機器・配管系の構造強度に関する耐震設計については、基準地震動Ｓｓによる

地震力と施設の運転状態ごとに生じる荷重を適切に組み合わせ、施設に作用する応

力等を算出し、それらが許容限界を超えていないこと。なお、上記により求まる荷

重により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が微小なレベルに留まって破

断延性限界に対し十分の余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさな

いこと。」（「耐震設計に係る工認審査ガイド」平成 25 年 6 月原子力規制委員会）	

	

３．実用発電用原子炉の運転期間延長の審査基準の要求 

	 運転期間延長認可の審査で用いられる「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の

審査基準」によると、耐震安全性評価においては、「○経年劣化事象を考慮した機器・

構造物について地震時に発生する応力及び疲れ累積係数を評価した結果、耐震設計

上の許容限界を下回ること」が要求事項とされている（「実用発電用原子炉の運転の

期間の延長の審査基準」平成25年 11月	 平成 28年 4月改正	 原子力規制委員会）。	

	

４．審査で用いられている評価方法…疲労は累積するので足し算 

	 原子炉の工事計画認可や運転期間延長認可における耐震設計に係る審査において、

安全上重要な機器・配管系の疲労の評価については、疲労累積係数（疲れ累積係数

ともいう）による評価が行われる。疲労累積係数は、原子力発電所耐震設計技術指

針（JEAG4601）に従うと、地震力による影響については、許容繰り返し回数を分母、

等価繰り返し回数（地震による最大の繰り返し回数を機器・配管と共振する揺れに

よる応力から保守的に見積もった回数）を分子においた分数から疲労累積係数を算
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出し、これに、通常運転時（運転状態Ⅰ：起動や停止など）及び運転時の異常変化

（運転状態Ⅱ・タービントリップなど）の温度や圧力変化による熱疲労による疲労

累積係数を足し合わせて算出する。疲労の影響は累積するので足し算となる。疲労

累積係数の許容値は１であり、１を超えるか否かで合否が決まる。	

	

５．疲労の発生・進展を前提にするしかない 

	 前述のように、また、過去の事故事例からも明らかなように、疲労の発生、進展

を破断前に発見することは困難であり、また原子炉の通常運転による温度、圧力変

化による応力や地震力による応力が、塑性ひずみをもたらす可能性があることから、

どこかで疲労によるき裂が発生し、発見されないままに進展を続けていることを前

提にせざるを得ない。その上で、そうしたき裂が、原子炉の供用中に破断に至る可

能性については、計算上で見積もるしかないというのが現状である。審査の過程で

評価されている疲労累積係数は、そのようなものでしかない。	

	

６．東電による中越沖地震の疲労評価…余震が本震の３割弱に及ぶ 

	 東京電力は、本震（マグニチュード 6.8）が 2007 年７月 16 日 10 時 13 分に発生

した新潟県中越沖地震で被災した柏崎刈羽原発について、後に、疲労累積係数の算

出の基となる等価繰り返し回数を算出しており、その際、余震の影響について検討

している。６号機の主蒸気系配管について、より現実的な手法を用いて算出した結

果、本震による等価繰り返し回数が 16 回であったのに対し、本震の約５時間後の 7

月 16 日 15 時 37 分に発生した余震（マグニチュード 5.8）による等価繰り返し回数

が４回であったと評価している。回数そのものは、許容回数に比べれば非常に小さ

い値であるが、本震に比べて規模が小さい余震の影響が、疲労の評価では本震の３

割弱に及ぶとの結果は注目に値する（「耐震設計の保守性について（等価繰り返し回

数の算定）」平成 21 年 1 月 28 日東京電力 P6,7,11）。	
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７．小括 

	 原子炉施設においても疲労による事故が多発している。疲労の発生、進展を破断

前に発見することは困難であり、発見されない疲労によるき裂が進展を続けている

ことを前提にせざるを得ない。原子炉の工事計画認可や運転期間延長認可における

耐震設計に係る審査において、安全上重要な機器・配管系の疲労の評価については、

疲労累積係数（疲れ累積係数ともいう）による評価が行われる。東電が中越沖地震

における柏崎刈羽原発の配管の疲労評価を実施したところ、余震による影響が本震

の３割に及ぶ結果が出た。	

	

第５	 美浜原発３号炉の評価結果 

１．主給水系配管の疲労割れを想定した耐震評価（運転期間延長審査） 

	 関西電力は、美浜３号炉の 40 年超えの運転期間延長審査に際し、主給水系配管の

疲労割れ（疲労破壊）を想定した耐震評価において、下記の数値を出している。な

お、表中の数値については許容値は「１」であり、それを超える場合には審査不適

合となることを意味する重要な評価数値である。	

	

	

主給水系配管の疲労割れを想定した耐震評価	

	 通常運転時	 Ｓｓ地震時	 合計	

疲労累積係数	 ０．２０９	 ０．７２５	 ０．９３４	

関電：平成 28 年 8 月 26 日	 美浜３号炉耐震安全性評価書	

（「美浜発電所運転期間延長認可申請書の一部補正について」より）	

	

	 この表から、基準地震動による１回の揺れで、疲労累積係数は０．９３を超え、

残り７％程度しか余裕がないことを示している。続けて強い余震に襲われた場合に

は、それだけで許容値の１を超えてしまうことは明らかである。（「美浜発電所運転
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期間延長認可申請書の一部補正について」）	

	

２．原子炉格納容器の伸縮式配管貫通部の疲労割れを想定した耐震評価 

	 原子炉格納容器の伸縮式配管貫通部は、放射性物質を原子炉格納容器内に閉じ込

めるためのバウンダリ（障壁）を形成するものであり、これが破損すると、大気中

への放射性物質の拡散を防ぐことができなくなるという重要な部位である。これの

疲労割れを想定した耐震評価について、40 年超えの運転期間延長審査による耐震安

全性評価書にある評価結果（「美浜発電所運転期間延長認可申請書の一部補正につい

て」、「繰り返し地震を想定する耐震基準改正を求める」滝谷紘一雑誌「科学」より）

と、10 年以上前に行われた 30 年超えの高経年化技術評価書にある評価結果は以下

のとおりである。	

	

	

伸縮式配管貫通部の疲労割れに対する評価結果（運転期間延長審査（40 年目））	

疲労累積係数（許容値１以下）	
系統	 評価部位	 耐震重要度	

通常運転時	 地震時	 合計	

主蒸気系	 伸縮継手	 Ｓ	 Ｓｓ	 ０．００５	 ０．５８４	 ０．５８９	

関電：平成 28 年 8 月 26 日	 美浜３号炉耐震安全性評価書	

（「美浜発電所運転期間延長認可申請書の一部補正について」より）	
	
	

伸縮式配管貫通部の疲労割れに対する評価結果（高経年化技術評価（30 年目））	

疲れ累積係数（許容値１以下）	
系統	 評価部位	 地震力	

通常運転時	 地震時	 合計	

主蒸気

系統	
伸縮継手	 Ａクラス	 Ｓ２	 ０．００５	 ０．７４１	 ０．７４６	

関電：平成 18 年 1 月	 美浜３号炉	 高経年化技術評価書	
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	 40 年目の評価については、基準地震動に匹敵する地震がもう一度発生すると許容

値を超えてしまう。30 年目の評価については、余震により、基準地震動の半分程度

の影響があれば、許容値を超えることになると評価することができる。	

	 不可解なのは、30 年目の値が 40 年目の値よりも大きいことである。両者の違い

は、基準地震動にあるが、30 年目のＳ２（旧指針で基準地震動に相当する地震動）

の最大加速度が 405 ガルに対し、40 年目の基準地震動Ｓｓは 993 ガルである。40

年目の方が地震動が圧倒的に大きいにもかかわらず、疲労累積係数は 40 年目のほう

が小さくなっている。地震動が大きくなれば、疲労累積係数の値も大きくなると考

えるのが自然であるが、逆転している。常識的に考えて不自然不合理な逆転現象で

あり、釈明が求められる。	

	

３．保守管理に関する方針書 

	 関西電力は、美浜原発３号炉の運転期間延長審査において、保守管理に関する方

針書（「美浜発電所３号炉	 保守管理に関する方針書」平成 27 年 11 月	 関西電力）

を提出しその中で、実施時期を長期（20 年間）としたうえで、「疲労評価における

実績過渡回数の確認を継続的に実施し、運転開始後 60 年時点の推定過渡回数を上回

らないことを確認する。」との方針を記載している。	

	 原子炉の停止はすぐにできても冷却には時間がかかる。基準地震動に続けて間を

おかずに繰り返し強い揺れが発生した場合には、「実績過渡回数の確認」をする間も

なく、機器の破損や配管の破断に至り、原子炉の冷却機能が失われ、重大事故に至

るおそれも出てくる。地震が発生した後に実績過渡回数を確認するのでは遅すぎる。

疲労評価は繰り返しの揺れの影響をあらかじめ見込んだ評価を実施しなければなら

ないのである。 
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第６	 高浜原発１・２号炉の評価結果 

１．１次冷却設備配管の疲労累積係数（工事計画認可） 

	 関西電力は、高浜原発１・２号炉の工事計画認可の審査に際し、１次冷却設備配

管の耐震評価における疲労累積係数について、下記の数値を出している（「工事計

画認可申請書の一部補正について（高浜１号炉）」、「工事計画認可申請書の一部補

正について（高浜２号炉）」、「繰り返し地震を想定する耐震基準改正を求める」滝谷

紘一	 雑誌「科学」より）。	

	

	

１次冷却設備配管の基準地震動Ｓｓによる評価結果（１号炉）	

評価対象

設備	

評価

部位	

応力

分類	

機器等の

区分	
節点番号	 発生値	

評価	

基準値	

１次冷却

設備配管	
配管	

疲労

評価	

クラス１

配管	
７３９	 ０．７１４３９	 １	

関電：平成 28 年 5 月 27 日「工事計画認可申請書の一部補正について」	

	

	

１次冷却設備配管の基準地震動Ｓｓによる評価結果（２号炉）	

評価対象

設備	

評価

部位	

応力

分類	

機器等の

区分	
節点番号	 発生値	

評価	

基準値	

１次冷却

設備配管	
配管	

疲労

評価	
クラス１	

配管	
１００２	 ０．８７７０３	 １	

関電：平成 28 年 5 月 27 日「工事計画認可申請書の一部補正について（高浜２号炉）」	

	

	 基準地震動による１回の揺れで、疲労累積係数は０．７１４（１号炉：「工事計画

認可申請書の一部補正について（高浜１号炉）」）、０．８７７（２号炉：「工事計画
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認可申請書の一部補正について（高浜２号炉）」）と高い値となっている。強い余震

に続けて襲われると、許容値の１を超えてしまう可能性がある。１次冷却設備配管

は、原子炉冷却材圧力バウンダリ（障壁）を形成する配管であり、地震時にこれが

破損するようなことになれば、原子炉の冷却機能が損なわれる恐れの高い設備とい

えるのである。	

	

２．格納容器配管貫通部の疲労割れを想定した耐震評価（２号炉） 

	 原子炉格納容器の伸縮式配管貫通部は、放射性物質を原子炉格納容器内に閉じ込

めるためのバウンダリ（障壁）を形成するものであり、これが破損すると、大気中

への放射性物質の拡散を防ぐことができなくなる。これの疲労割れを想定した耐震

評価について、高浜原発２号炉を例に、40 年超えの運転期間延長審査による耐震安

全性評価書にある評価結果（「高浜２号炉	 耐震安全性評価書」、「繰り返し地震を想

定する耐震基準改正を求める」滝谷紘一	 雑誌「科学」より）と、平成 27 年１月７

日の高経年化技術評価等に関する事業者ヒアリングに関西電力が提出した資料（「高

浜２号炉	 事業者ヒアリング提出資料」）にある評価結果は以下のとおりである。	

	

	

伸縮式配管貫通部の疲労割れに対する評価結果（運転期間延長審査（40 年目））	

疲労累積係数（許容値１以下）	
系統	 評価部位	 耐震重要度	

通常運転時	 地震時	 合計	

主蒸気系	 伸縮継手	 Ｓ	 Ｓｓ	 ０．００９	 ０．１９３	 ０．２０２	

関電：平成 28 年 4 月 27 日	 「高浜２号炉	 耐震安全性評価書」	

	

伸縮式配管貫通部の疲労割れに対する評価結果（事業者ヒアリング）	

格納容器貫通部	 通常運転時	 Ｓｓ地震時	 合計	
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主蒸気ライン貫通部	 ０．０１１	 ０．７８２	 ０．７９３	

関電：平成 27 年 1 月 7 日	 「高浜２号炉	 事業者ヒアリング提出資料」	

	

	 平成 27 年 1 月 7 日に関西電力が事業者ヒアリング（原子力規制庁による電力事業

者に対するヒアリング）の場に提出した資料（「高浜２号炉	 事業者ヒアリング提出

資料」）によると、Ｓｓ地震時の疲労累積係数は０．８に近い値であり、余震により、

基準地震動の３割程度の影響があれば、許容値を超えることになる。	

	 不可解なのは、その値が翌年４月の運転期間延長審査で最終的に提出した耐震安

全性評価書では、値が非常に小さくなっていることである。	

	 事業者ヒアリング提出資料（「高浜２号炉	 事業者ヒアリング提出資料」）には、

「主蒸気系統伸縮継手の疲労割れ評価に用いた等価繰り返し回数」という表題の添

付資料があるが、その中に以下の記載がある（□白抜きは商業機密により非公開と

された部分）」。	

	

	 ここから、旧指針で採用されていた基準地震動Ｓ２による評価の方が、Ｓｓより

も変位が大きいので、Ｓ２の変位を採用し、等価繰り返し回数についてもＳ２時の

ものを使ったと読み取れる。	

	 高浜原発２号炉は、Ｓ２（旧指針で基準地震動に相当する地震動）の最大加速度

が 360 ガルしかない。これに対し、基準地震動Ｓｓは 700 ガルでＳｓ方が圧倒的に

大きいが、それにもかかわらず、疲労累積係数は逆転しているということであろう

か。常識的に考えて不自然不合理な逆転現象であり、釈明が求められる。また、そ

の場合に、最終的により保守的なＳ２による評価結果を採用しなかったことについ
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ても釈明が求められる。	

	

３．保守管理に関する方針書 

	 関西電力は、高浜原発１・２号炉の運転期間延長審査において、保守管理に関す

る方針書（「高浜発電所１号炉	 保守管理に関する方針書」平成 27 年 4 月	 関西電

力、「高浜発電所２号炉	 保守管理に関する方針書」平成 27 年 4 月	 関西電力、）を

提出しその中で、実施時期を長期（20 年間）としたうえで、「疲労評価における実

績過渡回数の確認を継続的に実施し、運転開始後 60 年時点の推定過渡回数を上回ら

ないことを確認する。」との方針を記載している。	

	 原子炉の停止はすぐにできても冷却には時間がかかる。基準地震動に続けて間を

おかずに繰り返し強い揺れが発生した場合には、「実績過渡回数の確認」をする間も

なく、機器の破損や配管の破断に至り、原子炉の冷却機能が失われ、重大事故に至

るおそれも出てくる。地震が発生した後に実績過渡回数を確認するのでは遅すぎる。

疲労評価は繰り返しの揺れの影響をあらかじめ見込んだ評価を実施しなければなら

ないのである。 

	

第７	 繰り返しの揺れ問題で原子力規制庁・規制委員会の見解と反論 

１．意見募集に対する原子力規制庁・規制委員会の回答 

	 美浜原発３号炉の原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案については、１か

月間のパブリック・コメント（意見公募）が実施され、これに対する原子力規制庁・

規制委員会の考え方を示す文書が出された。（「関西電力株式会社美浜発電所の発電

用原子炉設置変更許可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）

に対する御意見への考え方」平成 28 年 10 月	 原子力規制庁）	

	 この中で、地震の繰り返し荷重について、以下の意見が寄せられた。	

	

・	 熊本地震のように複数回の強い揺れの影響について考慮されていない。	
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・	 熊本地震では震度７の地震が２回も起こりました。このような複数の地震に

対する安全性評価はされていません。比較的小さな揺れであっても、繰り返し

力を受ける疲労でひび割れがすすみます。特に老朽化した原子炉では、それが

懸念されます。	

・	 熊本地震では、最大震度が７の地震が間をおかずに２度発生した。その後も

一か月の間に最大震度が６強の地震が２回、６弱の地震が３回も発生している。

原発の耐震審査では基準地震動による１回の揺れに耐える設計であればよいこ

とになっている。美浜３号炉の耐震安全性評価には熊本地震の教訓が反映され

ていない。	

・	 熊本地震は新たな地震の態様を提起したが、それは未検討であり、それを考

慮にいれた審査をやり直すべきである。熊本地震では震度７が間をおかずに２

度起こり、震度４以上が 100 回を超えるという初めての事態が起こった。	

・	 今年４月の熊本地震では、Ｍｊ6.5 の前震に引き続きＭｊ7.3 の本震が発生し

た。この地震においては、新耐震基準に基づき建設された建物も大きな被害を

受け、特に２度目のＭｊ7.3 の本震により被害を生じた建物が多いと言われて

いる。そして、その要因として、初めのＭｊ6.5 の前震により建物に損傷（残

留変形）が生じたため、本来の耐震性能が発揮できず２度目の本震で倒壊した

可能性も指摘されている。原子力発電所において、Ｓｓ並みの地震が続けてお

きることはさすがに考えにくいが、仮に、熊本地震における KiK-net 益城にお

ける水平２方向加速度ベクトル和による前震／本震比 925（gal）／1313（gal）

＝0.7 を参考に、Ｓｓの 0.7 倍の前震による地震動（これは、Ｓｓの 0.5 倍で

あるＳｄの 1.4 倍にあたるため、まさかすべての部材が弾性域に収まるとは想

像できない）ののち、Ｓｓ並みの地震動を生じる本震が発生した場合、前震に

より弾性域を超過し残留変形を生じた部材が（健全な状態であれば問題が生じ

なかったであろう）本震により大きく損傷し放射性物質を漏えいさせるような

ことはないのか、重要設備ごとにその安全性をご説明願いたい。	
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・	 設置許可設置許可規則解釈（別記２）第４条では、「弾性限界を超える場合を

想定しつつも施設全体としてはおおむね弾性限界に留まり得ること」を要求し

ている。それゆえ、もう一度大きな揺れに襲われたときに塑性ひずみがどうな

るかを評価する必要があるが、このような検討はなされた形跡が見当たらない。	

・	 基準地震動に達するかそれを超える地震が、繰り返し同一原発を襲うケース

が何ら評価されていない。基準地震動ないしこれを超える地震に襲われれば、

クリフエッジに近い揺れを経験することになるが、一回は安全裕度の「空白」

により破壊を免れたとしても、繰り返し揺さぶられても圧力バウンダリを維持

し、炉心損傷を防ぐことができるとの評価がされていない。	

	

	 こうした意見に対し、原子力規制庁・規制委員会は、一括して以下の考え方を記

している。	

	

・	 耐震重要施設の耐震設計にあたっては、繰り返しの荷重にも耐えられるよう、

弾性設計用地震動及び静的地震力に対して施設全体としておおむね弾性範囲に

収まる方針であることを確認しています。原子力発電所で起こり得る最大規模

の地震動である基準地震動に対しては、施設の一部の変形が塑性領域に達する

可能性もありますが、塑性変形の程度を小さなレベルに留める方針であること

を確認しています。また、原子炉保護設備のひとつとして地震感知器を設け、

弾性設計用地震動の加速度レベルを十分下回る計測値で原子炉を自動停止させ

ることを確認しています。さらに、地震により運転が停止した場合には、事業

者は地震による施設への影響を確認するために点検を行い、施設の異常の有無

や健全性を確認し、補修を行う等、必要な措置が講じられることを確認してい

ます。例えば、地震加速度が大きいことによる原子炉の自動停止等をこれまで

経験した原子力発電所では、地震観測記録の分析や建屋の地震時の健全性評価

を基に施設が、基準地震動、弾性設計用地震動の地震力を超える影響を受けた
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かどうか評価した上で、詳細な点検、補修等の特別な保全計画を策定し運用し

ています。	

	

２．原子力規制庁・規制委員会の回答に対する反論 

	 上記の原子力規制庁・規制委員会の回答は、地震の繰り返しの揺れによる繰り返

しの荷重の想定の必要性については否定していない。	

	 回答は、まず、「繰り返しの荷重に耐えられるよう、弾性設計用地震動及び静的地

震力に対して…おおむね弾性範囲に収まる方針である」と述べている。しかし、寄

せられた意見は、明らかに基準地震動の「０．５を下回らないような値」1で設定さ

れた弾性設計用地震動を超えるような地震が複数回発生した場合についてのもので

あり、これに対する回答には全くなっていない。	

	 基準地震動に対して、上記回答は、「塑性変形の程度を小さなレベルに留める方針

であることを確認しています」としている。しかし、問題は、繰り返しの揺れによ

る繰り返しの荷重を前提とした場合に、それでも塑性変形の程度が十分に小さいこ

とが、定量的に審査で検討されていないことであるが、それに対する回答には全く

なっていない。	

	 また、回答は、感知器による自動停止と、その後の評価、点検、補修などについ

て述べているが、東電福島第一原発事故でも明らかなように、地震により、原発の

自動停止に成功しても、その後の冷却には時間がかかるのであり、冷却に失敗すれ

ば取り返しのつかない事故に至る。その間に強い余震に襲われ、繰り返しの荷重に

より安全上重要な機器が損傷し、冷却機能が損なわれたり、放射能を閉じ込める機

能が損なわれるようなことはあってはならないし、そうなってから評価をしたとこ

ろで遅いのである。そのためにも、あらかじめ、繰り返しの揺れを前提にした耐震

安全評価が必要なのである。このように極めて重要な内容が、工事計画認可処分や

                                            
1 設置許可規則の解釈の別記２の４項「・弾性設計用地震動は、基準地震動との応答スペクト
ルの比率の値が、目安として０．５を下回らないような値で、工学的判断に基づいて設定する

こと」 
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運転期間延長認可処分の審査対象とはされていないのである。	

	

３．小括 

	 原子力規制庁・規制委員会の回答は、地震の繰り返しの揺れによる繰り返しの荷

重の想定の必要性については否定していない。繰り返しの揺れによる繰り返しの荷

重を前提とした場合に、それでも塑性変形の程度が十分に小さいことが、定量的に

審査で検討されていないことについての回答はない。また回答は、感知器による自

動停止と、その後の評価、点検、補修を強調するが、地震の際、停止に成功しても

その後の冷却には時間がかかり、冷却に失敗すれば取り返しのつかない事故に至る。

従って、繰り返しの揺れを前提にした耐震安全評価が必要なのである。	

	

第８	 結論 

	 本件各原子炉における耐震審査においては、地震の繰り返しの揺れによる繰り返

しの荷重の影響は考慮されていない。設置許可規則は、基準地震動に対して、弾性

範囲を超えて、塑性ひずみが発生する場合を許容しており、繰り返しの揺れにより

塑性ひずみによる変形が進む可能性がある。	

	 基準地震動に匹敵する１度目の揺れに耐えたとしても、機器・配管が変形して強

度が低下して評価基準値（許容値）が下がり、そこに２度目の揺れが生じ、評価基

準値（許容値）を上回る可能性がある。蒸気発生器伝熱管の耐震評価書の値から、

そのような可能性が現に指摘されるが、審査の過程で、こうした評価、確認は全く

行われていない。	

	 繰り返しの揺れによる荷重が原子炉の機器・配管の耐震安全性に影響を与える現

象に疲労（金属疲労）がある。美浜原発３号炉についても高浜原発１・２号炉につ

いても、安全上重要な機器・配管の疲労累積係数による評価結果から、繰り返しの

揺れについて考慮すると、確実に許容値を超えてしまうことが示される。	

	 繰り返しの揺れによる繰り返しの荷重についての考慮を要求しない新規制基準に
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ついて、原子力規制委員会の調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理

な点があると言わざるを得ず、原子力規制委員会の判断はこれに依拠してされたと

認められ、当該判断に基づく工事計画認可及び運転期間延長認可処分は違法である。	

	 また、実際の審査においてはされていないが、繰り返しの荷重を考慮した場合に、

本件各原子炉は、疲労評価の許容値を満たさないことは明らかであり、原子力規制

委員会の調査審議及び判断の過程には、単なる過誤・欠落にとどまらず、安全上看

過し難い過誤・欠落があるというべきであり、当該判断に基づく工事計画変更認可

処分及び運転期間延長認可処分は違法というべきである。	

以	 	 上	 	


