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弁護士 小島寛司

（老朽原発40年廃炉・名古屋訴訟・老朽化班班長）



・高浜1・2号機，美浜3号機

という老朽原発の運転延長認可等の

取消訴訟

2 老朽原発40年廃炉・名古屋訴訟



美浜３号機
死傷事故
（2004年）

運転延長認可制度

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）

運転延長認可制度
（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
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・行政訴訟であること

･･･ ①審査基準の合理性

②規制委の審査過程の過誤・欠落
が問題になる

・老朽化を主争点にしている

全国でほぼ唯一の裁判

4 老朽原発40年廃炉・名古屋訴訟の特徴



・行政訴訟の判断枠組み（伊方最高裁）

･･･ ①審査基準の合理性

→ JEACは審査基準

②規制委の審査過程の過誤・欠落
→ JEACへのあてはめ
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・老朽化の総論的な主張を前提に

・電気ケーブルの問題

・中性子照射脆化の問題

を主争点にしている

6 主な主張



中性子照射脆化問題

原告は「運転延長認可」の要件の中で
も最も重要な問題のひとつとして取り

上げています。
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①破壊靱性遷移曲線に関する主張

②PTS状態遷移曲線に関する主張

③原データを受け取らず

に審査している

問題（①に関連）

8 中性子照射脆化に関しては･･･



脆性破壊発生の３つの要因9



法は原子炉容器に
① 亀裂があること

②「加圧熱衝撃」が発生すること

があったとしても、

そのような場合でも
原子炉容器が壊れないことを求めている。

施工技術の旧さか
らＵＣＣなどの亀
裂の可能性が否定
できない

注水 → 加圧熱
衝撃は様々な原因
で発生しうる
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③原データを受け取らず

に審査している

問題（①に関連）

について

11 中性子照射脆化に関して･･･



原告は破壊靱性遷移曲線を導いた過程を求釈明
しかし･･･

2019年1月16日 口頭弁論期日 において

被告（規制委）は

監視試験のデータについて

「参加人から提供されておらず，

原データを保有していない」

ことを認めた。
（第10回口頭弁論調書）
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13

シャルピー
試験のデー
タに基づく
評価

【甲E４６・
１３頁】

シャルピー試験結果 → 関連温度 の過程をチェックせず

一回の試験回次あた
り「母材」「溶接金
属」「熱影響部」と
いう部材ごとの試験
片合計で４４体

部材ごとに
同様の図
（３パター
ン）がある
はず



CT試験片による試験結果（破壊靱性値）14

【丙C16・39頁】



CT試験片による試験結果（破壊靱性値）15

【丙C16・39頁】

第１回（1976年4月取出）

第２回（1984年2月取出）

第３回（2002年11月取出）

第４回（2009年9月取出）

２データ

３データ

２データ
２データ



高浜原発１号炉では･･･

高経年化技術評価書（３０年）

高経年化技術評価書（４０年）

同じ
「60年時点予測」
なのに余裕が
大幅に減少

（曲線が近接）

＋20年＝ 60年時点予測

＋30年＝ 60年時点予測
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高浜1号機のように，３０年目と４０年目の脆
化予測曲線が大きく変化…

脆化予測曲線（左上の曲線）が正しいデー
タに基づき正しく作成されているのかとい
う正確性に疑義が生じる。

40年目の結果ですら過小評価かもしれない
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参加人のシミュレーションが10年で大幅
に変化し、正確性に疑わしさがあるのに、
原データを確認することすらしていない。

参加人の提出した「結果」を鵜呑みにし
た審査であって結果に至った「過程」を
無視している。

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。
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直近の状況（8月4日裁判）

裁判所 → 関電に対して

「破壊靱性遷移曲線を導き出した
過程を明らかにして欲しい」

「過程は示してもらわないと結局、
その判断過程が正しいかも分から
ない」
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【以降】参考資料
（基本的に使いません）

高浜準備書面（１７）より
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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）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
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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
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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

・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＋地震により過酷事故へ（佐藤意見書）

・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。
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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
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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１号機の電源盤（交流、直流）の配置
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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
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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
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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
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③劣化管理が困難であることによる問題

（２）各原子炉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）点検がしにくい

⇒ 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。

31



「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。」
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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長年関わり、特
徴を知り尽くした熟練の技術者の喪失

ヒューマンエラーのリスク増大
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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
を延長して使う
のは極めて危険
である
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運転期間延長に際しての司法審査では、

既に運転した期間
（ex.40年）

運転延長しよう
とする期間
（ex.20年）

現在の劣化状況を前提として･･･
延長しようとする期間経過後の状況を

予測する

不確実性・不
確定性の大き
い予測となら
ざるを得ない
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美浜３号機
死傷事故
（2004年）

「原則40年（＋20年）ルール」が定められた経緯

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）

運転延長認可制度
（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
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以上のような老朽化した原発を延長して使うことの
危険性を前提として、

運転期間延長に際しての司法審査には

より慎重かつ厳格な司法審査が求められる
37



「シフト量」の評価方法の問題点

 評価式自体に理論的な誤りが存在すること

 式を理論式ではなく、経験式として考えたと
しても適切な式とはいえないこと
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（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、

面積と長さをそのまま足すようなことをしている状態

理論的に検討すると･･･39



この誤りに対しては･･･

ＪＥＡＣ４２０１－２００７脆化
予測モデルの反応式に

初歩的な誤り

がある。

小岩昌宏氏 石野栞氏

原子力規制庁 シンポジウムの主宰者
Jeremy Busby氏
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この誤りに対しては･･･

シンポジウムの主宰者
Jeremy Busby氏

この種の現象を扱う際に広く用い
られているものと異なるやり方で
原論文の方程式が展開されている
ことに疑問を提起しているのは当
然である

小岩昌宏氏 石野栞氏

原子力規制庁
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この誤りに対しては･･･

（２乗することが正しいのかどう
かに関して）

議論を重ねたが結論には至らな
かった。

小岩昌宏氏 石野栞氏

シンポジウムの主宰者
Jeremy Busby氏

原子力規制庁
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この誤りに対しては･･･

石野栞氏

「複雑な現象を簡略化した
荒い近似式にもとづくもので

物理的な厳密性はもともとない」

（２乗に比例するとしたことにつ
いて、共著者である）
「曽根田（直樹）君の
勇み足だった」

小岩昌宏氏

シンポジウムの主宰者

43

原子力規制庁



理論式として誤りがある。

少なくとも

正確なものではない。
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経験式としてみても･･･

吉村功氏

反応速度式などに含まれる１９個という未知のパラメー
タ数は常識をはるかに超えて多い。

パラメータ数が多いと以下のような問題がある。

・パラメータの一意性が成り立っていない可能性

・推定値の間の独立性が失われる可能性

・あてはめすぎ現象で予測式の妥当性が失われる可能性
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経験式としてみても･･･

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

田中俊一委員長（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。
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実態を正しく導き出すもの

となっていない。

経験式としてみても･･･47



実際，高浜原発１号炉では･･･

高経年化技術評価書（３０年）

高経年化技術評価書（４０年）

同じ
「60年時点予測」
なのに余裕が
大幅に減少

（曲線が近接）

＋20年＝ 60年時点予測

＋30年＝ 60年時点予測
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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。

本件延長認可処分が
延長審査基準、
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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加圧熱衝撃のシミュレーションについて

右下の曲線
について
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右下の曲線の決め方

注水などにより原子炉が急激に冷やされた時、その
時間に応じた圧力の変化を表すものが右下の曲線
（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独自
に計算。

中でも「熱伝達率」が重要な要素
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PTS評価の不合理性

（1）熱伝達率の評価式そのものが不合理

（2）沸騰が想定されていない

（3）時間の経過による熱伝達率の変化が考慮さ
れていない

（4）「プルーム」（ムラ）が考慮されていない
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「…上向きの自然対流と下向きの強制対流が共存するケースの熱伝
達率は、以下に示すJackson-Fewster式で評価する
Nu⁄〖Nu〗_0 ＝[1+(4500(Gr) ̅)⁄(〖Re〗^2.625 〖Pr〗^0.5 )]^0.31

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(3) 」
【乙E２５ 附C－３】

Jackson-Fewster式は，内径98.4mmおよび全長7000mmの細長い垂
直加熱円管を用いて、水を下向流として行った熱伝達実験の結果に基
づき、共存対流領域の熱伝達相関式として提案されたものである。

圧力容器のダウンカマーの円環部分の環状流路における圧力容器内
径（4メートル程度）と下方に流れ下る流路長さ（７メートル程度）
は同じオーダー（桁数）

想定している形状がまるで異なる。 Jackson-

Fewster式を用いるのは、不合理。

53

（1）評価式そのものが不合理であること



【甲高E4 、７頁脚注１６】

九州電力の評価では、０．９２kW/m2Kという一定値。
これに対し、核沸騰時の熱伝達率は一桁から二桁以上も大きいものが生じる。

54

（２）沸騰が想定されていない
→ 冷却の初期段階で必ず沸騰が生じる



（３）冷却期間中における熱伝達率の変動が考
慮されていない

NUREG （米国原子力規制委員会の規制）
の報告【甲高E4 、１３頁脚注２７】

応
力
拡
大
係
数

亀裂先端温度
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熱伝達率の変
動を考慮した
上のA２０
（erastic,ES
）を高浜１号
機の破壊靱性
遷移曲線にプ
ロットした図

56

（３）冷却期間中における熱伝達率の変動が考
慮されていない



（４）プルームが考慮されていないこと

Qian el alの計算例【甲高E4 、１７頁脚注３３

熱
伝
達
率

熱
伝
達
率

時間（分） 時間（分）

プルームを考慮したCFDによる プルームを考慮しない
GRS-MIXコードによる熱伝達率 RELAP5コードによる熱伝達率

※プルームとは、冷却時に生じる冷却温度の不均一さのこと
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（４）プルームが考慮されていないこと

中規模LOCA時のPTS評価結果
(プルームを考慮しない解析）

中規模LOCA時のPTS評価結果
（プルームを考慮した解析）

Qian el alの計算例【甲高E4 、１７頁脚注２８】

58



（４）プルームが考慮されていないこと

【甲高E4 、１６頁】

←プルームを考慮

プルーム考慮せず→

プルーム考慮した
PTS曲線を高浜１
号機の破壊靱性遷
移曲線にプロット
した

なお、圧力容器厚さ（w）は、w=１７０ｍｍ、軸方向の亀裂の場合で、クラック深さa=１７mm，
a/w=０．１０，アスペクト比２c/a=６の時(亀裂長さc=51mm)を前提条件とする解析結果
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ＰＴＳ状態遷移曲線は

電力会社による恣意的な設定が可能

「熱伝達率」において当然考慮すべき要素
を無視している

安全性の評価基準として不合理
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ＰＴＳ状態遷移曲線は

「熱伝達率」において当然考慮すべき要素を

考慮した場合

「デッドクロス」が生じる可能性が高い

適合性判断の過程に過誤・欠落がある

61



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。

本件延長認可処分が
延長審査基準、
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

62



電気ケーブルの老朽化の問題

 原発には、１基当たり１０００㎞～２０００㎞に
及ぶ無数の電気ケーブルが施設されている。

 火災の危険については、本来は難燃性ケーブルに取り替えなければいけな

いのに、複数のケーブルを防火シートでくる
んだだけの「複合体」を使用することでよしとしてしまっている

「絶縁低下」を把握することが必要なのに、把握が困難なため、替

わりに「破断時の伸び」という関係性の薄い
指標で審査することとしてしまっている。

 原告ら準備書面（２２）（４１）


