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	 本書面は、被告の第１４準備書面のうち、工事計画認可処分における１次冷却

設備に係る耐震設計の減衰定数に関する反論に対し、再反論する。 
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第１	 はじめに	

	 	 工事計画認可処分における１次冷却設備に係る耐震設計の減衰定数に関す

る原告らの違法性の主張は、重要な論点である。原告らは、訴状においてこの

点に触れているが、原告ら準備書面（２６）において、工認ガイド（甲Ｂ１１。

被告の書面では「耐震工認審査ガイド」と呼称している。）の条項の説明や原

子力規制委員会の審査会合でのやりとり等も含め、詳細に主張している。本書

面でも重要な点については、適宜原告ら準備書面（２６）と重複する部分も指

摘するが、準備書面（２６）第４（１１頁～）を改めて一読いただきたい。	

	 	 また、本件の美浜原発３号機については、別事件である高浜原発１号機と２

号機の事件とは異なり、蒸気発生器だけでなく、燃料集合体の減衰定数につい

ても、従前の工事計画認可時から減衰定数が変更されている。蒸気発生器は１

％から３％への変更であるが、燃料集合体については、１％から１０％へと大
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幅に変更がされている（原告ら準備書面（２６）１５頁参照）。	

	 	 被告の第１４準備書面においては、蒸気発生器に関する反論はあるが、燃料

集合体の点については言及がないため、以下、本書面では、被告の同書面に対

応して蒸気発生器に関して再反論する。	

	

第２	 工事計画認可処分における１次冷却設備に係る耐震設計の減衰定

数に関する反論に対する再反論（被告第１４準備書面	 第２・２・（２）

関係）	

１	 原告らの主張の確認	

原告らは、原告ら準備書面（２６）において、本件工事計画認可処分は、

機器・配管系である（本件原発の１次冷却設備を構成する）蒸気発生器の減

衰定数	を１％に設定すべきであるところを３％に設定したことについて

（１％と比べてより緩やかな基準となる）、工認ガイドの基準に明確に違反

していることから、本件工事計画認可処分の判断過程に、単なる過誤・欠落

を超えて安全上看過し難い過誤・欠落があると主張している。	

そして、具体的には、本件では、工認ガイドの４．４．１（４）②及び③

に規定する後述の要件１（JEAG4601 の規定）が適用できないため、後述の要

件２（既往の研究等において試験等により妥当性が確認される減衰定数）に

より減衰定数が決められるべきであるが、要件２により JEAG4601 の規定外

の減衰定数を許容できる裏付けもなされていないまま３％と設定されたこ

とにつき違法があると主張していた。	

	

２	 工認ガイドの規定・要件	

（１）工認ガイドの規定・要件	

工認ガイド（甲Ｂ１１・２９頁（印字の頁番号は２５頁））は、機器

・配管系の地震応答解析モデルの減衰定数について、次のように定めて
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いる（下線は引用者による。）。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

工認ガイドは、減衰定数の設定の要件として、	

	 	 （要件１）機器・配管系の水平方向の減衰定数は、規制基準の要

求事項に留意して、JEAG4601 の規定を参考に設定してい

ること。	

	 	 （要件２）既往の研究等において試験等により妥当性が確認され

ている設定等を用いる場合は、適用条件、適用範囲に留

意する。	

と規定している（上記工認ガイドの４．４．１（４）の②と③は同じ内

容）。ここで、（要件１）の「JEAG4601 の規定」とは次の各指針をいい、

被告が減衰定数の根拠としたと主張する「JEAG4601－1991	 追補版」（甲

Ｃ１３、乙Ｅ２５1）も含まれる（甲Ｂ１１・６頁「1.3	 本ガイドの適用

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	 
1 Ｃ１３と乙Ｅ２５は同じ書証（「JEAG4601－1991	 追補版」）であるが、抜粋されている頁

４．４	 地震応答解析 

	 	 ４．４．１	 地震応答解析手法及び地震応答解析モデル 

	 	 （４）	 機器・配管系の地震応答解析モデルの諸定数 

②	 機器・配管系の水平方向の減衰定数は、規制基準の要求事項に留

意して、JEAG4601の規定を参考に設定していること。既往の研究等

において試験等により妥当性が確認されている設定等を用いる場合

は、適用条件、適用範囲に留意する。 

③	 機器・配管系の鉛直方向の減衰定数は、規制基準の要求事項に留

意して、水平方向の減衰定数の設定に係るJEAG4601の規定を参考に

設定していること。既往の研究等において試験等により妥当性が確

認されている設定等を用いる場合は、適用条件、適用範囲に留意す

る。 
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に当たっての留意事項⑦」）。	

	

	 	 	 	 	 	 （甲Ｂ１１	 工認ガイド	 ６頁（印字の頁番号は２頁））	

	

上記の減衰定数の設定の要件については、JEAG4601 の規定が適用でき

る場合には JEAG4601 の規定する減衰定数を採用し（要件１が適用）、

JEAG4601 の規定によらない場合は、「既往の研究等において試験等によ

り妥当性が確認されている設定等を用いる」（要件２）ことになる。こ

のように要件１と要件２は、どちらかの方法により減衰定数を決めるこ

とになる。	

このような決め方は、次のように、工認ガイドの留意事項にも明記さ

れている（甲Ｂ１１・８頁「1.3	 本ガイドの適用に当たっての留意事項

⑩」。文中の「⑦の指針」は上記枠が込み内の留意事項⑦のことを指す。）。	

	

	 	 	 	 	 	 （甲Ｂ１１	 工認ガイド	 ８頁（印字の頁番号は４頁））	

	

つまり、要件２により減衰定数を決める場合には、JEAG4601 の規定に

                                                                                                                                                   
が若干異なる。 
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よらないことが前提となっている。そして、以上の説明については、既

に原告ら準備書面（２６）１２～１３頁の第４・１（２）において、工

認ガイドの該当箇所を具体的に示しながら、既に説明済みである。	

（２）本件では、要件１によることができないこと	

そして、原告らは、原告ら準備書面（２６）１２～１３頁の第４・１

（２）イにおいて、本件原発では、JEAG4601 の規定、具体的には「JEAG4601

－1991	 追補版」（甲Ｃ１３）に記載のある３％という減衰定数は用い

ることができないことを主張した。その理由は、準備書面（２６）１３

頁に記載のとおりであるが、重要であるため再度引用する。	

	

（準備書面（２６）。下線は引用者による）	

上記⑧「１次冷却設備（ＰＷＲ）」として３．０％の減衰定数を用いる範囲は

、蒸気発生器、１次冷却材ポンプ及び１次冷却材管である（甲Ｃ１３・表１．２

－１の注（５）参照）。もっとも、JEAG4601に定める、上記⑧の減衰定数３．０

％は、上部、中間胴、下部に水平サポートを有する３点支持の蒸気発生器につい

ての試験結果が根拠とされるため、２点支持の蒸気発生器が設置されている本件

原発とは異なるものである（甲Ｃ１４・６頁）。３点支持であるのか、２点支持

であるのかは、一つの支持点にかかる荷重が大きく異なることや、全体の耐震性

能あるいは構造に差をもたらすことは容易に推察でき、両者を同一のものとして

扱うことは常識的に考えて問題であることが理解できるであろう。	

	

JEAG4601 の定める減衰定数（３％）は３点支持の蒸気発生器について

のものであるから、本件原発のように２点支持の場合には適用ができな

いという認識は、原子力規制委員会側も同様の認識であった（原告ら準

備書面（２６）１８頁、２０１６年２月１０日の平成２７年度原子力規制

委員会会議でのやりとり（甲Ｃ１７・１０頁）等）。	



- 7 -	

以上のような工認ガイドの規定、本件原発の蒸気発生器の構造から、

本件原発においては、減衰定数は、要件１ではなく、要件２により決め

ることとなった。	

	

３	 被告の反論内容の検討	

（１）要件２により減衰定数を決めた、と解されること	

被告は、本件工事計画認可処分に係る審査に用いられた減衰定数の設

定について、１次冷却設備には、JEAG4601－1991 追補版の３．０％を用

いたと捉えられるような主張をしている（被告第１４準備書面１６頁下

から３行目～最終行）。	

しかし、既往の知見と同等である等、要件２に基づき減衰定数が妥当

であるという趣旨の主張をしていることからすると、被告は、要件１で

はなく、要件２に基づき減衰定数を決めたという主張をしているものと

思われる（この点、要件１に基づき減衰序数を決めたということであれ

ばその旨主張されたい。）。	

（２）要件２に関し、要求事項に該当する具体的事実の主張がないこと	

被告は、「１次冷却設備に係る審査及び判断の過程の合理性」（被告

第１４準備書面２２頁（２）以下）に関し、	

「原子力規制委員会は、本件工事計画認可処分に係る１次冷却設

備の審査において、参加人の工事計画としての設計方針が、加振試

験等の既往の知見を整理し、参加人の申請範囲において、１次冷却

設備を構成する蒸気発生器、冷却材ポンプ、１次冷却材管の振動の

性質に関する構造上の特徴が既往の知見と同等であることから設計

用減衰定数を３％として適用できるとした」（被告第１４準備書面

２２頁下から４行目～２３頁２行目。下線は引用者による。）	

と主張する（同様の主張は、同書面２４頁下から３行目、同書面２７
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頁９行目においてもみられる。）。しかしながら、どのような「加振試

験等の既往の知見」により、本件原発の蒸気発生器等の振動の性質との

関係で、どの程度「構造上の特徴が既往の知見と同等」であるのかにつ

いては、一切主張がない。この要件２については、特に下線で強調した

部分が、要件を満たすための重要な事実となるが、被告の主張には、要

件２について具体的事実のあてはめに関する主張がない。	

なお、被告が引用する審査結果（乙Ｃ６・１０頁以降）にも上記の点

に関する具体的な説明は一切ない。	

これでは、被告において、１次冷却設備に係る審査及び判断の過程に

過誤・欠落がなかったという立証がされたとは到底いえない。	

	

４	 実機による加振試験は必須であることについて	

（１）原告らの主張の確認	

要件２により減衰定数を決める場合には、「既往の研究等において試

験等により妥当性が確認」されている設定等を用いなければならないと

されていることは既に述べた。この「試験等による妥当性の確認」の具

体的内容として、規制委員会は、本件原発の蒸気発生器等一次冷却ルー

プの減衰定数について３％の適用性を確認するため、参加人も必要性を

認識していた必要な試験（本件原発の加振試験と美浜原発２号機の打撃

試験）を実施する必要があると認識していた。それにもかかわらず、打撃

試験を行わないまま、減衰定数３％を前提とした耐震安全評価により工事

計画認可を行った（原告ら準備書面（２６）２１頁３（１）参照）。	 	

原告らは、規制委員会が必要であると必須であるとしていた美浜原発２号

機の打撃試験は、要件２で要求される「試験等」であり、打撃試験による

妥当性の確認が行われていないことは、審議過程に看過し難い過誤・欠落

があることを示す事実であると主張した。	
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（２）被告の反論	

このような原告らの主張に対し、被告は、実機による試験の必要性そ

のものは否定していないが、工事計画認可の前までにする必要はなく、

その後の使用前検査までに実施すれば足りる旨主張する（被告第１４準

備書面２３頁～２７頁）。なお、使用前検査の前までに実施すれば足り

ると明確には述べていないないようだが、被告第１４準備書面２６頁前

後の説明2をみると、そのように解される。	

そして、工事計画認可の前に実機による試験をする必要がない理由と

して、次のように述べる。	

「このように、工事計画認可は、飽くまで工事がされる前の段階

において、設計に係る審査を行うものであり、実際に工事計画認可

どおりに工事がされているか否かを確認するのは、使用前検査の段

階となる（図３）。そうすると、工事計画認可の段階では、工事は

いまだなされていないのであるから、工事計画認可前において当該

工事に係る発電用原子炉自体を用いた試験を行うことを、法は予定

していないことになる。」（被告第１４準備書面２６頁２行目～８

行目。）	

（３）被告の反論は著しく不合理であること	

	 	 	 ア	 工認ガイドは工事計画認可に係る「設計」の審査に用いるもの

であること	

しかし、上記のような被告の反論は極めて不合理である。	

まず、実機による試験を必要とすべきか否かという問題は、要件２

に基づく減衰定数を決める際の条件であるが、これは工認ガイドに記

載されているものである。そして、工認ガイドは、「工事計画認可に

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	 
2 被告第１４準備書面２６頁下から４行目には、「当該工事計画の認可どおりに工事されいて
いるか否かについては使用前検査により審査すべきこととしており、工事計画の認可段階で、

実機が設計どおりの減衰定数を有しているかを試験することまで求めているものではない。」

と主張している。 
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係る耐震設計に関わる審査において、・・・耐震設計の妥当性を厳格

に確認するために活用することを目的とする。」と設計段階のもので

あると明記されている（甲Ｂ１１・５頁、「１．１目的」）。	

また、JEAG4601 にも、「設計用減衰定数」（乙Ｅ２５・２頁等	

JEAG4601－1991 追補版）と記載されており、設計に用いる数値である

ことが明記されている。	

そうであれば、当然ではあるが、被告が述べるように「工事計画認

可は、飽くまで工事がされる前の段階において、設計に係る審査を行

うもの」であることから、妥当な減衰定数であるかどうかの確認は、

工事計画認可の段階でされる必要がある。	

被告は、使用前検査は「実際に工事計画認可どおりに工事がされて

いるか否かを確認する」段階であると述べているが、そうであれば、

設計のための減衰定数の確認を使用前検査の段階ですればよいという

主張は不合理であり、およそ採用し得ない。	

	 	 	 イ	 規制委員会も工事計画認可の段階で審査すべき内容であると

明言していたこと	

実機による加振試験が工事計画認可の前に行うことが必須の要件で

あったということについては、次のとおり、規制委員会においても認

識されていた。	

（原告ら準備書面（２６）１９頁３行目～９行目。下線は引用者

による）	 	 ※「設置用」は「設計用」の誤植と思われる。	

「仮に基本設計方針について、設置変更許可を行う場合には、この本試験結果

、実機による加振試験の結果も含めて、後段規制においてこの定数の適用性を確

認する必要があると思ってございます。ですから、仮に設置変更許可は行われた

としても、試験の結果が悪くて、この設置用減衰定数が３％に達しない場合です

とか、そういうことになれば、例えばですけれども、工事計画の認可がおろせな
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いという状況になる、そういうこともあり得る」と説明した（甲Ｃ１７・１０頁

）。	

	

上記の原告ら準備書面（２６）引用のとおり、規制委員会は、実機

による加振試験等は設計用減衰定数の適用性の確認のために必要であ

るとしていたこと、及び、減衰定数の妥当性の確認を実機による加振

試験等の結果を踏まえて検討することが、工事計画認可の審査事項で

あったとしている。「工事計画の認可がおろせない」とは、すなわち、

工事計画認可の要件であるということに他ならない。	

このように被告の主張は、規制委員会の認識とも明らかに異なる主

張といえる。	

	 	 	 ウ	 使用前検査の段階で、減衰定数の妥当性を確認していては手遅

れであること	

被告の主張するように、使用前検査の段階で、実機による加振試験

等により（設計用）減衰定数の妥当性の確認をすればよいとした場合、

極めて不都合な状況が生じる。	

すなわち、仮に、使用前検査の段階で設計に用いた減衰定数に妥当

性がないと判明した場合、既に妥当性のない（安全性が確保できない）

設計に基づき工事が行われてしまっていることから、改めて耐震性評

価を満たす減衰定数を設定し直すだけでなく、施工済みの部分を取り

壊すなどして、再度工事を行うことを強いられる。しかし、このよう

な作業手順が極めて非効率であり、工事期間も長くなり、経済的にも

負担が大きくなるのは明らかである。このようなことは一般建築の設

計施工においても行われていないことは説明するまでもない。	

被告の主張は、全く合理性を欠くものと言わざるを得ない。上述の

ような非効率な設計施工とならないように、設計段階で厳しく耐震性
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を評価するのは常識であり、だからこそ工認ガイドにおいても、やり

直し工事が発生しないためにも、「耐震設計の妥当性を厳格に確認
、、、、、、、、、、、、

す

る」としているのである。	

なお、原告らにおいても、被告の主張するように、工事計画審査で

は、「発電用原子炉施設の詳細設計」が技術上の基準に適合している

かどうかを審査すること、使用前検査が、実際に工事計画認可どおり

に工事されているか否かを確認する場であることについては特に異論

はない。	

	

５	 美浜３号機を用いた加振試験では妥当性は確認できていないこと	

（１）美浜３号機を用いた加振試験は不十分な試験であったこと	

本件工事計画認可の審査段階においては、参加人は高浜原発１，２号機

を用いた加振試験（実機による加振試験）は実施していないが、美浜原発

３号機の蒸気発生器の加振試験は一応は実施している。しかし、参加人に

よれば、「今回の加振試験を行うに当たって、加振方法等改善の余地があ

るということがわかりましたので、耐震工事完了後の状態において、実施

する加振試験にはつなげていきたいというふうに考えてございます。」

（甲Ｃ２１・６頁下から３行目）、と説明しているように、改善の余地の

ある不十分な試験であったことを認めている。このような試験をもって、

減衰定数の妥当性が確認できたとは到底いえるものではない。	

（２）被告の主張を前提にすれば、工事前の加振試験の結果はそもそも

参考にならないというべきであること	

さらにいえば、被告は、「工事計画認可の段階では、工事はいまだな

されていないのであるから、工事計画認可前において当該工事に係る発

電用原子炉施設自体を用いた試験を行うことを、法は予定していないこ

とになる。」と主張しているが（被告第１４準備書面２６頁５行目～８
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行目）、この主旨が工事される前の段階で試験をしても参考にはならな

い、ということであれば、美浜原発３号機を用いた加振試験も工事がさ

れる前の時点であったことから、被告の主張を前提とすれば、設計用減

衰定数の妥当性の確認には参考とはならない試験であるということにな

る。	

	

６	 まとめ	

以上述べたとおり、被告の反論はいずれも理由がなく、本件工事計画認可

処分は、機器・配管系である（本件原発の１次冷却設備を構成する）蒸気発

生器の減衰定数	を１％に設定すべきであるところを３％に設定したことに

ついて（１％と比べてより緩やかな基準となる）、３％という設定の妥当性

が確認されてはいないことから、工認ガイドの基準に明確に違反している。

このような本件工事計画認可処分の判断過程には、単なる過誤・欠落を超え

て安全上看過し難い過誤・欠落がある。	

加えて、燃料集合体の点についても従来１％を大幅に緩和する１０％へ変

更することについては、全く合理的理由はなく、その妥当性が判断されてい

るとは到底言えない。	

被告は、蒸気発生器の減衰定数に３％を用いることについて、JEAG4601 に

定める設定値を用いているという認識のようであるが、それは誤りである。

専門的知識を有する原子力規制委員会の担当者や参加人の担当者は、今回の

解析手法（減衰定数を３％とすることを含め）が「新しい評価手法」である

と明確に述べているのである（原告ら準備書面（１４）１５頁１６行目：参

加人の担当者の発言、同書面１７頁１１行目：原子力規制部長の発言）。ま

た、参加人によれば、従来の手法（減衰定数１％）で解析した場合、検討対

象となる地震動が大きくなったため「従来の評価手法では、耐震健全性を示

せないという事情」があると明言している（原告ら準備書面（１４）１５頁
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１３－１５行目：参加人の担当者の発言）。この事実は耐震安全性にかかわ

る非常に重要な事実である。だからこそ、条件を緩める（蒸気発生器の減衰

定数１％→３％、燃料集合体の減衰定数１％→１０％）ことに非常に慎重に

なっていたのである。	

そのため、当然ではあるが、本訴訟においても、減衰定数の設定に関する

違法性の判断は、より慎重かつ厳密に行わなければならない。	

以	 	 上 


