
更新弁論 
－原発の⽼朽化について－

平成２８年（⾏ウ）第４９号、第１３４号、第１５７号
⾼浜原⼦⼒発電所１号機及び２号機運転期間延⻑認可処分等取消請求事件  

２０１８（平成３０）年７⽉２⽇ ⼝頭弁論期⽇ 名古屋地⽅裁判所 



⽼朽化した原発に共通して存在する問題

´ ①経年劣化により⽣じる問題 

´ ②型が旧（ふる）いことによる問題 

´ ③劣化管理が困難であることによる問題 

´ ④ヒューマンエラーのリスクの問題 
 ⾼浜準備書⾯（１７）、美浜準備書⾯（１６）より 
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①経年劣化により⽣じる問題 

甲E３０・佐藤意⾒書２⾴より 



①経年劣化により⽣じる問題 

甲E３１・筒井哲郎「古い原発はなぜ危険か」７⾴より



①経年劣化により⽣じる問題 

甲E３２「⽼朽化する原発ー技術を問うー」８⾴より



①経年劣化により⽣じる問題 

⽼朽化により重⼤な事故が⽣じうる 

・美浜原発３号機による作業員５名死亡・６名重傷    
 という重⼤事故（平成１６年８⽉９⽇発⽣） 

 ⇒ ⾦属材料の劣化という⽼朽化により発⽣した事故。 

・想定しうる経年劣化を共通起因とした重⼤事故 
 ⇒ Ex. 経年劣化＋地震 により重⼤事故発⽣（佐藤意⾒書）  



②型が旧（ふる）いことによる問題 

´ 設計の旧（ふる）さ
 福島第⼀原発事故では…

地震 

敷地⾼さ
を超える
津波

・内部電源喪失 

・外部電源喪失 

・⾮常⽤ディーゼ
ル発電機からの⾮
常⽤電源喪失 

・バッテリーから
の直流電源喪失

全電源
喪失！

福島地裁平成29年10月10日判決等



②型が旧（ふる）いことによる問題 

´ 設計の旧（ふる）さ
 例えば、福島第⼀原発事故では…

・内部電源喪失 

・外部電源喪失 

・⾮常⽤ディーゼ
ル発電機からの⾮
常⽤電源喪失 

・バッテリーから
の直流電源喪失

全電源
喪失！

福島地裁平成29年10月10日判決等

⾮常⽤配電盤の
同時機能喪失が
主要な原因
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②型が旧（ふる）いことによる問題 

■福島第⼀原⼦⼒発電所３号機の電源盤（M/C、P/C）の配置



②型が旧（ふる）いことによる問題 

´ 材料の旧（ふる）さ
 例えば… 
 ・オーステナイト系ステンレス鋳鋼（CASS） 
   → 熱脆化に敏感なものがある 
    … 炉⼼⽀持構造物、炉内構造物の部材として多々使⽤ 

 ・電気ケーブル 
  … IEEE ３８３に定められた延焼試験の規格に適合しないも   
   のが使⽤されている。 
   ⇔ 最新の原発ではIEEE ３８３より更に厳しい基準への適合が求   
    められている 

甲E３０・佐藤意⾒書５８⾴より



②型が旧（ふる）いことによる問題 

´ 施⼯・検査技術の旧さ

甲E３４・「⽼朽化する原発」⽥中三郎著『３ ⾼経年化対策という虚構』６９⾴より



②型が旧（ふる）いことによる問題 

旧い型の原発はより事故を起こしやすい
■⽶国の事業者による炉⼼損傷リスク評価（地震が起因事象である場合）

甲E３０・佐藤意⾒書５５⾴以下より



②型が旧（ふる）いことによる問題 

旧い型の原発はより事故を起こしやすい
■⽶国の事業者による炉⼼損傷リスク評価（⽕災が起因事象である場合）

甲E３０・佐藤意⾒書５５⾴以下より



③劣化管理が困難であること 
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③劣化管理が困難であることによる問題 

（１）経年劣化を確認すべき場所が多数に及ぶ 

甲E３５・40〜41⾴より



③劣化管理が困難であることによる問題 

（２）各プラントごとに個別性が⼤きい 
  ⇒ どこに集中的な劣化が発⽣するか予測    
   できない。 
（３）開放点検ができない 
  ⇒ 検査による劣化の把握が困難。 
（４）⼤幅な更新や補修作業の困難さ 
  ⇒ 取り替えることができない場所もある。 



「原発の全体を隅々まで⼀⼈で理解して
いる技術者はこの世の中に⼀⼈もいない。
それほど複雑なのが原発である」

⼩倉
志郎
⽒ 
（技術者）

④ヒューマンエラーのリスクの問題 

「予期していない現象や事故などの際
には、どうしたらよいかわかる⼈間が
１⼈もいないということも当然ありう
る。」



④ヒューマンエラーのリスクの問題 

  原発の設置から４０年を経過 

 特定のプラントについて⻑年関わり、特徴を
知り尽くした熟練の技術者の喪失・承継の失敗 

   ヒューマンエラーのリスク増⼤ 
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福島原発事故が提起した⽼朽原発の問題

´ 配電盤の配置の不備（設計の旧さ） 

´ １号機での旧式システム（ＩＣ）の問題（設計の

旧さ、ヒューマンエラーの問題） 

´ 早い段階での放射性物質漏洩の可能性（経年劣化の
問題、劣化管理の困難さの問題） 

´ 被害の拡⼤（汚染⽔流出）（経年劣化の問題、劣化管理の
困難さの問題） 

甲E３０・佐藤意⾒書より



まとめ

´ ①経年劣化により⽣じる問題 

´ ②型が旧（ふる）いことによる問題 

´ ③劣化管理が困難であることによる問題 

´ ④ヒューマンエラーのリスクの問題 

⽼朽化した原発を延
⻑して使うことの 
危険性は、原発を新
設して使う場合より
も 更に⾼い。
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運転期間延⻑に際しての司法審査では、 

更に、

既に運転した期間 
（ex.40年） 

運転延⻑しよう
とする期間（ex.

20年） 

現在の劣化状況を前提として･･･ 
延⻑しようとする期間経過後の状況を

予測する 

極めて不確実
性・不確定性
の⼤きい予測
とならざるを

得ない 

 ⾼浜準備書⾯（１８）、美浜訴状より 
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以上のような⽼朽化した原発を更に延⻑
して使うことの危険性を前提として、 

運転期間延⻑に際しての審査 
（①運転期間延⻑認可処分の審査及び②保安規定変更認可における
⾼経年化評価に関する審査） においては 

  より慎重かつ厳格な司法審査が求められる。



中でも、「運転延⻑認可」については、⼀回に限り、最⻑
20年の延⻑を認める制度（40年ルール）。 

 ⾼浜 訴状・準備書⾯（１８） 
 美浜 訴状より 

美浜原発３号機 
事故

（2004.8.9）

保安規定変更認可
における 

⾼経年化対策
制度 

（10年毎）

福島第⼀原発事故
（2011.3.11）

運転延⻑認可
制度 

（40年ルール） 

事業者の⾃主性に委
ねる⾯が⼤きかった 

規制当局が事
業者の「虜」
となっており、
結果招来され
た「⼈災」

安全を志向する諸
外国の法規制に遅
れた陳腐化したも

の

⽇本の法規制は実
際に発⽣した事故
のみを踏まえた対
症療法的、パッチ

ワーク的対応 

設置許可以上に例外的な処分。 
司法審査においてもより慎重か
つ厳格な審査が必要というべき。 
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中性⼦照射脆化問題 

原告は「運転延⻑認可」の要件の中で
も最も重要な問題のひとつとして取り

上げている 

⾼浜 訴状・準備書⾯ （１５）（１９） 
美浜 訴状・準備書⾯（１６）（１７）より 



脆性破壊とは



中性⼦照射による⾦属の脆化の仕組み



中性⼦照射による⾦属脆化の問題点

１．より⾼い温度で脆性破壊を引き起こす 
脆性遷移温度の上昇

２．より⼩さなエネルギーで破壊する 
上部棚エネルギーの低下



⽼朽原発に潜む原⼦炉圧⼒容器の危険性

´ 原⼦炉圧⼒容器は低合⾦鋼でできている 

    ⇒ 中性⼦照射による⾦属脆化

´ 低合⾦鋼の錆防⽌のためステンレス鋼を内張りしている 

    ⇒ 圧⼒容器表⾯のひび割れの可能性 

         （Under-Clad Clacking）

１９７５年以前に完
成・設計された原⼦炉
では，ＵＣＣ問題対策
がなされていない可能
性が⾮常に⾼い



⽼朽原発に潜む原⼦炉圧⼒容器の危険性

⻑期間にわたる 

中性⼦照射による脆化 ＋ 圧⼒容器表⾯のひび割れ

＋
⾮常⽤炉⼼冷却系の作動に伴う冷却⽔の炉内注⼊



加圧熱衝撃とは

加圧⽔型原⼦炉における加圧された運転状態において、事故時に、⾮常⽤炉
⼼冷却系の作動に伴う冷却⽔の炉内注⼊により原⼦炉圧⼒容器が急激に冷却
され、原⼦炉圧⼒容器内外間の温度差により⾼い引張応⼒が容器内⾯に発⽣
する事象
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要するに。。。

原⼦炉圧⼒容器が瞬時に破損
し、その破⽚が外側にある厚
さ数センチの格納容器を突き
破って⾶び散り、放射性物質
が外部に放出されてしまう危
険性がある。

圧⼒容器が健全性を保てなければ 
福島第⼀原発事故の⽔素爆発と⽐べ
ても格段に破滅的な事象が起きる



このため、⽼朽化原発においては、



中性⼦照射脆化の審査（運転延⻑認可） 
－法令等の規定－

´ 申請 

 ・炉規法４３条の３の３２第４項 

 ・実⽤炉規則１１３条  

´ 認可 

 ・炉規法４３条の３の３２第５項 

 ・実⽤炉規則１１４条 

 ・実⽤発電⽤原⼦炉の運転の期間の延⻑の審査基準 

   → 下表要求事項  

２項２号
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認 可
´ 下表要求事項 

○原⼦炉圧⼒容器について供⽤状態に応じ以下を満たすこと。ただし、上部棚吸収エネル 
 ギーの評価の結果、６８Ｊ以上である場合は、この限りでない。
・延性⻲裂進展性評価の結果、評価対象部位において⻲裂進展抵抗が⻲裂進展⼒を上回 
 ること。
・⻲裂不安定性評価の結果、評価対象部位において⻲裂進展抵抗と⻲裂進展⼒が等しい状 
 態で⻲裂進展抵抗の微少変化率が⻲裂進展⼒の微少変化率を上回ること。
・⽋陥深さ評価の結果、原⼦炉圧⼒容器胴部の評価対象部位において⺟材厚さの７５％を 
 超えないこと。
・塑性不安定破壊評価の結果、評価対象部位において塑性不安定破壊を⽣じないこと。 

○上記評価の結果から、運転上の制限として遵守可能な、通常の１次冷却系の加熱・冷却 
 時の１次冷却材温度・圧⼒の制限範囲⼜は原⼦炉冷却材圧⼒バウンダリに対する供⽤中 
 の漏えい若しくは⽔圧検査時の原⼦炉冷却材の最低温度が設定可能と認められること。

○加圧熱衝撃評価の結果、原⼦炉圧⼒容器の評価対象部位にお 
 いて静的平⾯ひずみ破壊靱性値が応⼒拡⼤係数を上回ること。

「加圧熱衝撃」が⽣じる
事態を前提に、圧⼒容器
の健全性が保たれること

が要求されている



中性⼦照射脆化に対する評価⽅法

Ⅰ 監視試験による脆化度合いの先⾏把握 

Ⅱ 脆化予測    

Ⅲ 健全性評価  

←ＪＥＡＣ４２０１

←ＪＥＡＣ４２０６



脆性予測－ＪＥＡＣ４２０１
´ 照射脆化のメカニズムに基づく予測法 

➢照射によるミクロ組織変化を反応速度式により定
式化して予測し，そのミクロ組織変化に対応する
機械的特性の変化を予測する

『反応速度式』が脆化予測の基礎
「反応速度式」に誤りがある場合，予測法の
基礎を⽋くことになり，予測法⾃体の有⽤
性・精度が担保されない



ＪＥＡＣ４２０１の問題点



´ （１）式：ｄＣＳＣ/ｄｔ＝ａＣＣｕ・Ｄ・ＣＭＤ＋ｂ（ＣＣｕ・Ｄ）２ 

物理現象を⽀配する⽅程式の各項の次元は同じでなけ
ればならない」という次元⼀致の原理に反する。 
簡単にいうと、 

⾯積と⻑さをそのまま⾜すようなことをしている状態

「反応速度式」を理論的に検討すると
ＪＥＡＣ４２０１における 

脆化予測法の基礎にあたる「反応速度式」は。。。
ｄＣＳＣ/ｄｔ＝ａＣＣｕ・Ｄ・ＣＭＤ＋ｂ（ＣＣｕ・Ｄ）２ 



正しい「反応速度式」は

ｄＣＳＣ/ｄｔ＝ａＣＣｕ・Ｄ・ＣＭＤ＋ｂ・Ｄ・ＣＣｕ
２

拡散現象の基礎概念であるランダム・ウォーク理論によると、 



´ ⼩岩昌宏⽒ 

´ シンポジウムの主宰者 

´ 原⼦⼒規制委員会 

´ ⽯野栞⽒ 

´ 吉村功⽒

「反応速度式」の誤りに対しては。。。

+ ⽥中俊⼀委員⻑（当時） 



「反応速度式」は。。。

理論式として誤りがある 

といえる



予測値を求める式の内容が
実態を正しく導き出すもの
とはなっていない

「反応速度式」を経験式としてみても



「反応速度式」を経験式としてみると

原⼦⼒規制委員会の審議

ここ⽇本歌会

 ⽇本電気協会に対して、 

 今後得られる監視試験データの 
 予測式への影響等 
 の報告を要求する意⾒が複数

⽥中俊⼀委員⻑（当時）

１９のパラメータの物理的意味とか， 

私にもとても理解できないような式
になっている。



健全性評価－ＪＥＡＣ４２０６

破壊靱性値と応⼒拡⼤係数の算出 
の正確性が健全性評価の的確性を左右する



破壊靱性曲線の決め⽅

Ⅰ 圧⼒容器の中に装荷してある監視試験 
  ⽚を取り出し，いくつかの温度で破壊 
  靱性を測定する。 

Ⅱ それらの測定値を下限包絡するように， 
  すなわち，それより下にはデータがな 

  いように曲線を描く。



ＪＥＡＣ４２０６では

´ 中性⼦照射量が多くなると、破壊靱性曲線は右下に
シフトする 

→ 中性⼦照射量を想定し、破壊靱性曲線をシフト 

   させることで、将来の健全性を検討している 

´ その際、 

  ⊿ＴＫ１Ｃ＝⊿ＲＴＮＤＴ 

 と仮定されている。 



⊿ＴＮＤＴに相当するだけシフトさせたのでは
⊿ＴＫ１Ｃのシフト量として⼩さすぎる

１９８０年代に当該仮
定を導⼊しようとした
際も、正しいといえる
か疑問視されていた





ＰＴＳ状態遷移曲線の決め⽅
´ 応⼒拡⼤係数の時間変化を表すものが 

ＰＴＳ状態遷移曲線 

電⼒会社が，各原⼦炉の諸条件を想定して計算
＝ 電⼒会社による恣意的な設定が可能 

安全性の評価基準として不適切



審査基準の問題点 
－⾼浜原発１号炉の危険性－

´ 第３回監視試験までのデータを基にした予測曲線
（ ２００２年１１⽉） 

´ 第４回監視試験までのデータを基にした予測曲線
（２０１２年）

約２２℃も 
⼤幅変化



審査基準の問題点 
－⾼浜原発１号炉の危険性－

´ ⾼経年化技術評価書（３０年） ２００３年提出 

´ ⾼経年化技術評価書（４０年） ２０１５年提出 

破壊靱性値で約５
分の１，温度で約
３分の１の差まで
余裕が減少
 30年⽬時点での想定シフト量が⼤幅に過⼩評価であったことが
端的に⽰されている。 40年⽬予測を本当に信頼してよいか？



以上より。。。

基準⾃体に不合理性があり、かつ、適合性判断の過程
に過誤・⽋落があるものといわざるを得ない。

本件延⻑認可処分が 
延⻑審査基準， 
実⽤炉規則１１４条及び 
炉規法４３条の３の３２第５項に反して違法
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電気ケーブルの⽼朽化の問題
´  原発には、１基当たり優に１０００㎞から２０００㎞に及ぶ無数の電気ケーブ

ルが施設され、原発の状態把握や制御にとって不可⽋の役割を果たしている。

´  ケーブルは、芯となる導体の周りを絶縁のための被覆で覆う形になっているが、
⽼朽化に伴い、被覆が劣化してその絶縁性が徐々に低下することで、⽕災等の
事故を引き起こすことがある。→例：２０１６.１０.１２東京電⼒ケーブル⽕
災 

´  １９７５年 ⽶ブラウンズフェリー原発ケーブル⽕災

→ケーブルにロウソクの⽕が燃え移って炎上。発⽕から消⽕まで８時間。
 安全系６２８本を含む合計１６００本超のケーブルが焼損。
 安全系の複数の機器が誤作動、誤表⽰。プラントの安全性が確認できない状
態。

⾼浜 訴状・準備書⾯ （２２） 
美浜 訴状・準備書⾯（２０）より 



原発内に施設されたケーブルの劣化の進⾏
´ まず、通常運転中に（⾼温・

⾼湿・⾼放射線量環境で）熱
や放射線で劣化。

´ 冷却材喪失事故（ＬＯＣＡ）
に際して環境が急速に悪化。
ケーブルの劣化が急速進⾏。
絶縁性能低下などが急速に進
展（まるでスチームオーブン
で蒸し焼き）
→通常運転時、相当に⾼い⽔
準で劣化管理が必要。



電気ケーブルに関する規制基準
´  運転期間延長認可

→炉規法４３条の３の３２第５項、実⽤炉規則１１４条
 ・電気ケーブルは安全施設、重⼤事故等対処施設
 ・技術基準規則１４条、５４条が規制
→実⽤発電⽤原⼦炉の運転の期間の延⻑の審査基準
 ・電気・計装設備の絶縁低下について、「重⼤事故等環境下で機能が要
求される電気・計装設備に有意な絶縁低下が⽣じないこと」を要求

´  設置変更許可における、⽕災防護に係る審査基準

→「ケーブルは難燃ケーブルを使⽤すること」
・おおむね１９７０年代以前に建設された原発においては、難燃ケーブル
が使⽤されていないことがある。

・本件各原発も難燃ケーブルを使⽤していない部分あり。



難燃ケーブルの不使⽤
´  ⽕災防護審査基準の原則

→「ケーブルは難燃ケーブルを使⽤すること」

´  例外

→「不燃性材料⼜は難燃性材料と同等以上の性
能を有するもの（以下「代替材料」という。）
である場合・・・・はその限りではない。」

本件各原発
→⾮難燃性ケーブルを防⽕シートでくるんだ
「複合体」を使⽤
→難燃ケーブルと同等以上の性能を有している
とは考えがたい

´  ⽕災防護基準に適合するとしてなされた設置変更
許可処分、それを前提とする運転期間延⻑認可
は違法



絶縁低下の問題
○基準⾃体の不合理性

´  実⽤発電⽤原⼦炉の運転の期間の延⻑の審査基準
→「有意な絶縁低下が⽣じないこと」という基準
→「絶縁低下」という指標を把握できることが当然の前提

´  しかし、実際にはケーブルの経年劣化指標としては「破断時の伸び」とい
う代替指標が⽤いられている（甲Ｅ５１、甲Ｅ４）

´  ケーブルの⽼朽化の指標として、「絶縁低下」は把握しがたいものである
にもかかわらず、「有意な絶縁低下が⽣じない」ことを基準とする「実⽤
発電⽤原⼦炉の運転の期間の延⻑の審査基準」は、基準として不合理



絶縁低下の問題
´ 「絶縁低下」の代替指標である「破断時の伸び」を基準とすることを承認

したとしても、本件各原発にかかる審査⽅法は不合理。
´ 難燃ＫＫに関して、参加⼈は、「評価期間」１０６年後（⾼浜）、１３０

年後（美浜）に重⼤事故が起こっても健全性が保てると判断。
´ 「評価期間」１０６年／１３０年とは、破断時の伸び２９％のケーブルと

合致（なお、新品のケーブルの破断時の伸びは４２０％）。
´ 「破断時の伸び」が初期値の約１５分の１にまで落ちる場合をもって「評

価期間」としていいのか。
´ 劣化は４０年を超えた頃から緩やかなので、１０６年と６０年に⼤差はな

い。
´ 処分庁において、「破断時の伸び」いう指標がいくらになれば危険と判断

するのかという判断基準を持っていない。



まとめ

´ 設置変更許可に係る⽕災防護基準に適合するとした判断は誤り

´ 運転延⻑認可に係る実⽤発電⽤原⼦炉の運転の期間の延⻑の審
査基準の「重⼤事故等環境下で機能が要求される電気・計装設
備に有意な絶縁低下が⽣じないこと」との要求事項を満たし、
実⽤炉規則１１４条に適合するとした判断は誤り

´ 本件各原発の運転延⻑認可は違法であり取り消されなければな
らない


