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ミニ講座 ＹＵ学び舎  話題提供 

か上関原発計画をめぐる 
  山口県の対応昨今 

 

 﨑田 修平 

  と き：2016.11.16（水） 17時～18時30分 

  ところ：山口大学理学部 第二供用ゼミ室 

 



材料の経年劣化・早期破壊現象 
  ・応力腐食割れ 
  ・水素脆化 
  ・腐食疲労 
  ・中性子線脆化/中性子照射環境 

  ・液体金属脆化/液体ナトリウム  
（上記、三現象の）主たる 
 環境は？ 水（水素、酸素、塩素、・・） 
 原因は？ 力学場での 
        水素原子の振舞い 

 

材料の「環境強度」研究 
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蒸気発生器細管の 
ひび割れ 

 
 1986年：１９％ 
 （1283本/6776本） 
 翌年：新たに447本 
     ２５％ 
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原発の不条理 
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―Crazy Design―   
 

• 巨大な物量 

• 立地や避難計画 

• 低い熱効率 

• 核のゴミ 

• 新規制基準 
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エネルギー基本計画 
            （２０１４．４） 
 

• 基本的視点: ３E＋S 
  ・エネルギーの安定供給 
    ・経済効率性の向上 
    ・環境への適合 
    ・安全 
• 原子力：ベースロード電源 

• 原発：世界で最も厳しい水
準の規制基準に適合すれ
ば再稼働を進める 



 巨大な物量と利権  
電事連ホームページ 
 
100万kWの発電所を1

年間運転するのに必
要な燃料は、 

火力発電では石油に
して155万トン必要で
すが、 
ウランなら21tですみま
す。 
実に7万分の1以下の

量で、同じだけの発電
ができることになりま
す。 

原発 ―Crazy Design－  
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福島第1原発 
2011.3.12 PM2時40分頃 
写真家石川梵氏空撮 

―Crazy Design－  

不合理な立地＆避難計画  
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汽力発電 
560℃-300気圧 
熱効率：45% 
 

 
MACCⅡ 
ガスタービン 
入口温度：1600℃ 
熱効率：61% 

福島第一1号機
（Mark-1 BWR) 
 140℃-4.3気圧 
 熱効率：30% 

MACC（More Advanced Combined Cycle）Ⅱ発電： 
1600℃級コンバインドサイクル発電 

ー Crazy Design － 低い熱効率   



 

―Crazy Design－  上関原発計画 

   1，2号機とも 
 
型式：ABWR（改良沸騰 
    水型） 
熱出力：392.6万kW 
圧力・温度：約72気圧・ 
    287℃（出口） 
出力：137.3万ｋW 
熱効率：約35％ 
冷却水（１機あたり）： 
    毎秒95ﾄﾝ 
   2機で毎秒190トン  

１ヵ月で：4.9億トン 
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上関原発２基が稼働すれば、１ｹ月で深さ１０ｍ、７ｋｍ四方の海
水が７℃温められ、祝島を囲む広さになる。 

 

上関原発海域は沈黙の海になる 
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－通常運転のとき－ 
   2009年1年間の放出量 
    ・東電・福島第一原発：2テラBq 
     
   大飯、美浜、高浜の3原発の10年間 
   （2001～2010）の総量：1468テラBq 
        （原子力施設運転管理年報 ２０１１版） 

－3.11事故によって－ 
  福島第１原発の汚染水タンク７０万トン中には 
  （2013年12月時点）：800テラBq（東電発表） 

－Ｃｒａｚｙ Ｄｅｓｉｇｎ－ 核のゴミ  

放出されるトリチウム  
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70万トンの汚染水処理 

 

トリチウム 
800テラBq 
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福島第一原発事故による放射能物質の放出 

• 放射性物質～77万テラBqを大気中に放出 

   セシウム137だけで広島原爆の170発分 

    核のゴミは90発分に相当（小出裕章氏計算） 

• 海にトリチウムを放出 

• 放射線管理区域：1年間に２０mSvまで許容、 

  4万Bq/m2 を超える物の持出し禁止 

  （一般人の許容被曝量：1年間に1mSv以下） 
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放射線管理区域： 
 ４万Bq/m2 以下 

～７７万TBｑ 
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• 使用済み燃料：2016年６月時点で計１万４８３０トン 

                        （電事連発表） 

• 高レベル廃物：「地層処分」により数10万年の隔離が
必要。しかし、 

  「日本学術会議」；“現在の科学では、数十万年の安全を証明でき 

   ない。従って、現段階で、地層処分をするべきではない” 

• 低レベル廃物：300年間管理する計画。しかし、  

     候補場所が決まらない 

• 再処理後のプルトニウムは、すでに48トン。ゴミでは
なく「資源」と言うが。しかし、 

 

―Crazy Design－ 核のゴミと処理 
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新規制基準 多重防護（深層防護）の考え方 
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深層防護レベル３ 

 放射能飛散への５重の防御 ？ 

18 
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５重の防御？ 実は、２．１重しか ！ 
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原子炉内の燃料
棒から見て 
 ５重の防御 
と言う 
 
使用済み燃料棒 
 2.1重の防御 
しかない 
  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6ZE94hE_9eQxqM&tbnid=6N7Huuz-h59FBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://quasimoto.exblog.jp/14688098/&ei=JEt9U9LYCM248gWHgYLYBg&bvm=bv.67229260,d.dGc&psig=AFQjCNFUOjuMrnq1nWvCCOGzBH59GfIkxg&ust=1400806551848692


         （2016/2/4 朝日新聞） 

2月3日、瓜生道明社長-原子力規制委
員会との意見交換会 

免震棟の建設撤回（2015/12）の方針 

は変えない 

  免震重要棟（６６００ｍ２） 

       ↓ 

  耐震支援棟（３０００ｍ２） 

瓜生：「免震と同等以上の安全性を確保
する・・・、（免震でも耐震でも）費用は 

全然変わらない」 

 

 審査時は2015年度内に免震棟建設 

 再稼働すれば何でもあり 

 新基準を旧体制に合わせる？ 
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深層防護レベル４＆５ 

シビアアクシデントと対策は？ 

 「シビアアクシデント」の用語・定義は法律のどこにもない 

 法律では「重大事故」のことらしい 

 「重大事故」は要するに、メルトダウンのこと 

 「深層防護」レベル４と５に相当する事故がシビアアクシデント 

    設計基準事故ＤＢＡ（深層防護レベル３までの事故）に含ま
れない 

    もっと危険な事故 

 したがって、シビアアクシデントへの対処は、設計の考慮外に
あり、あとづけの安全装置を設ければよい 

 つまり、バックフィット（既存の原発も新規制基準に適合しない
ものは認めない）と言うが、 

  実は、バックフィットが可能になるような基準になっている 
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深層防護レベル４ 

消防ポンプとバッテリーを配備 

 
「実用発電用原子炉の設置、運転等に
関する規則」の「解釈」 
 例えば、第64条； 
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結局、対策とは； 

・バッテリ駆動のバル
ブとベント（減圧）設備 

・消防車による注水設
備の確保 
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確率論的リスク評価（PRA)手法 

２０１０．２．９ 開催 

第一回「山口県原子力安全顧問」および「上関
原発の安全確保に関する連絡調整会議」合同
会議、添付資料５（中電作成） 

シビアアクシデントの頻度としては10のマイナス６乗、100万炉年以下
程度に抑える /セシウム137で100テラベクレルの事故が起きる確率 
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Out of mission. 

 
  

 

 

 

 

平成２５（２０１３）年９月３０日（月）１５：３４～１８：１０ 

原子力規制委員会と有識者との意見交換会 議事録 

田中俊一委員長 

・・・ここで一言申し上げたいんですが、原子力災害対策に関して、規制委員会が受け持っている業務は原子力防災指針の策定までです。 

実際の防災避難計画は、立地市町村が、この指針をベースに策定するということになっています。 

深層防護レベル５  防災避難対策 
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県の対応と意見書提出まで 
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 3.11以前 山口県の対応（１） 

• 1982年  6月  上関町長、原発誘致の意向表明 

• 2001年 4月 二井知事→国に上関原発建設を口頭同意 

        6月 上関原発が国策（電源開発基本計画）となる 

• 2005年 2月 国が上関原発を重要電源開発地点に指定  

• 2008年 10/22 山口県→中電、公有水面埋立の免許許可（3年間）、
文書「上関原子力発電所計画への適切な対応について（要請）」、
安全の確保、環境保全等に最大限の配慮を払うよう要請 

• 2009年10月 中電、埋立工事着手。11/5～11/11反対派抗議活動 

• 2009年 12/18 中電→国、上関原発１号機の原子炉設置許可申請
書を提出 

• 2011年 3/11 福島第一原発事故。中電、工事中断 

• 2012年 6月 二井知事、県議会で免許延長不許可の考えを示す。
8月知事交替（二井→山本） 
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　　　　　　　　　　山口県内の市町議会における上関原発計画に関する意見書（平成23年）

＃ 議　会 提出日 宛　先 ｷｰﾜｰﾄﾞ

1 光市 H23.6.30 県 凍結

2 下松市 H23.6.9 県、国 凍結

3 周南市 H23.5.27 県 中止

4 柳井市 H23.6.24 県 凍結

5 防府市 H23.6.30 県 容認不可

6 宇部市 H23.6.16 県 推進不可

7 山口市 H23.6.30 国 慎重対応

8 岩国市 不詳 県、国 凍結

9 山陽小野田市 H23.7.1 県 凍結

10 下関市 H23.9.28 国 凍結

11 田布施町 H23.6.21 県、国 凍結

12 平生町 H23.6.24 県 凍結

13 周防大島町 H23.6.16 県 容認不可

14 萩市 H23.7.6 国 言及なし

安全性が確保されるまで、着工は到底容認できるものではな
い

事故の原因が究明され安全性が確立されるまで、山口県で進
められている上関原子力発電所建設を初め新設及び増設計
画を推進しないこと

安全性が確立されていない上関原発建設は認められない

事故原因解明、安全基準策定、再生可能ｴﾈ政策の推進

意見書内容（上関原発計画に係る記述）

県：山口県知事（二井関成）、国：内閣総理大臣、経産大臣、ほか

上関町の原子力発電所建設計画については慎重な対応に務
めること

上関原子力発電所の建設については、安全性が確立されて
いない現在、国の安全基準が示されるまで、計画をすべて凍
結すること

事故の原因が究明され安全性が確立されるまで、山口県で進
めれれて上関原子力発電所計画を凍結し、今後の新設及び
増設計画を推進しないこと

諸課題の解決がなされない限り、上関原子力発電所の建設
計画を一時凍結せざるをえない状況にある

上関原子力発電所建設工事は、安全性が確立されるまで凍
結すること

安全性が確立されていない新設及び増設計画をすべて凍結
すること

以上の改善が全面的に図られるまでの間、上関原子力発電
所建設計画の凍結を求めること

安全性が確立されていない現在、上関原子力発電所の建設
をはじめ、新設及び増設の計画を全て凍結すること

現状では安全性の確保が困難であり、中国電力株式会社に
対し、上関原子力発電所の建設については中止するよう申し
入れること

現実的なエネルギー施策を確立するとともに、新設及び増設
は一旦凍結し安全対策を徹底すること

２０１１年５-９月 
県内市町議会 
１４の内訳 
 
中止：１ 
 
容認（or推進） 
不可：３ 
 
凍結：８ 
 
慎重対応：１ 
 
言及なし：１ 
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• 2001年4月 二井知事→国に上関原発建設を口頭同意  

      4/23 二井知事→経産省資源エネ長官宛、「上関原子力発電所建 
          設計画に係る知事意見について」、6分野21項目の意見 

      同日 中電社長宛 

• 2007年 8/6 二井知事→経産大臣宛、「原子力発電所の安全性の確保 
           について」、8/7 →中電社長宛「同」要請 

• 2008年10/22 山口県→中電、公有水面埋立を免許 

      要請文書「上関原子力発電所計画への適切な対応について（要 

      請）」提出 

• 2008年 11/13 二井知事→経産大臣他宛、文書「上関原子力発電所計画 
      に係る安全性の確保等について」 

• 2010年 2/9 第1回連絡調整会議開催、知事意見に対するチェック、 
       1時間40分 

• 2010年 11/22 第2回開催、追加地質調査、2時間20分 
      議事録の最後には、会長発言として「・・・本年度中に次回会議を開 
      催し、国の対応状況を確認していきたい」とあった 

 

 

３．１１以前 山口県の対応（２）  
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• 2012年10/5 中電、埋立免許3年間の延長の申請。10/23山本知
事、中電に補足説明を4回（4度のやりとり）求める 

• 2012年12月 安倍政権誕生 
• 2013年3月 山本知事、判断1年先送り、5回目の補足説明を求め
る。不許可方針を転換 

• 2014年2月 村岡知事就任 
• 2014年4月 政府、エネルギー基本計画を閣議決定。「重要なベー
スロード電源」とするも、新増設の方針示さず 

• 2014年5月 村岡知事、1年後の回答期限をつけて6回目の補足説
明を求める。判断を先送り 

• 2015年5月 村岡知事、6回目の回答受けて、7回目の補足説明を
求める 

• 2016年8/3 村岡知事→中電、公有水面埋立免許の3度にわたる
工事竣功期間延長申請をまとめて許可 

• 2016年10/7 県議会、国に「原子力政策に関する意見書」可決 

 ３．１１以後 山口県の対応 
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村岡知事の執拗な照会 

• 村岡知事→中電に、「重要電源開発地点に指定された上関原発の
位置付けが存続し、将来変わる見込みもない」ことの証明を求めた 

• 中電→経済産業省に照会、各回とも期限の1週間前、国は 
  3日後に回答、1行だけの回答； 
 
   第5回目回答（2014.4)：「現時点では想定していない」 
   第6回目回答(2015.5）；「現時点では想定していない」 
        （2005年の指定組み入れの見直しのこと） 
   第7回目回答（2016.6)；「貴見のとおり、上関原子力発電所に係る 
    重要開発電源地点指定は引き続き有効であり、事情の 
    変化がない限り、解除することは考えていない」 
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県土木建築委員会（2014年6月定例会）委員長報告書 

• ５月１４日に、中国電力に６回目の補足説明を求めたが、今後、具体的にど
のような手続きで審査を進めていくのか？ 

• ５回目の回答（2014年4/11受領）を得て、県としては、・・・・中国電力から一
定の説明がなされたものと受け止めているが、「重要電源開発地点に指定
された上関原発の国のエネルギー政策上の位置づけが変わらないこと」に
ついて、十分な説明が尽くされているとは言えず、さらに確認することが必
要と考えた。 

• しかし、法律上の要件である「正当な事由」の有無を判断できる段階に至ら
ず、今後も・・・・、中国電力に対して、１年後を期限に、さらに確認が必要な
点の補足説明を求めたものである。 

• “今後は、・・・上関原発が国のエネルギー政策に位置づけられていることを
説明できているのかどうかの確認をし、土地利用計画が確定していることな
ど、法律上の要件である「正当な事由」の有無を判断できるようになれば、
埋立免許権者として、許可・不許可の判断ができることとなる。 

• “今後とも、申請及び補足説明の内容を的確に把握し、公有水面埋立法に
基づき、適正に審査をしていく。 

 
１年後、2015年5/15、中電より得た回答書（6回目）には 
  国の回答；「現時点では想定していない」（全文1行）が添付されたのみ 
  （指定組み入れ（２００５年）の見直しは想定していないということ） 
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黒塗り文書 
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 添付された、中電へ国の見解一文 

2016年8/3 県は免許延長許可 
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2016年8/3 県の免許延長許可文書 
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村岡知事定例記者会見2016/10/27 

Q（中国新聞）：許可した経緯は？ 

 

A(知事）：まず法律に基づく許可というのは許可としてやって、こ
れは許可不許可、要するに、引き続き埋め立てをするということ
を認めるかということをですね、これは土地需要があれば許可
ということになるわけですね。要求を満たしていれば、知事はそ
の許可をする、そういう法律の拘束があるんだというのが国の
見解でありますから、土地需要があるということを確認すれば、
それは許可不許可ということであれば、許可をしなければなら
ないということで、許可をするわけですね。ですから、法律上の
対処はそうだということですね。 
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１０．７ 意見書案可決 

• 意見書案：「原子力政策に関する意見書案」 

   提出者７名（内 自民６、公明１） 

• ９月２０日～１０月７日：平成28年度9月定例会 
  ✓9月27日,28日,29日：一般質問において社民、共産、 
     民主、草の根の６議員が反対の立場から質問、応答 

  ✓10月3日～10月4日：常任委員会・商工観光委員会 
     委員８名（内 自民６、公明１、民進１） 
        自民６名は意見書案提出者と同一人 

       可決（賛成７ｖｓ反対１）      
  ✓１０月７日：本会議にて可決 
       自公６会派議員賛成 ｖｓ 民進ほか４会派議員反対 
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 内容：誤認と推進 

 2-3行目：～収束に向けての取り組みが着実に実施されてい
るが、～ 

 8-9行目：～世界で最も厳しい水準とされる規制基準を策定さ
れ、・・・安全対策の強化がなされたところである。 

 14行目：これは、まさに現実を見据えた責任あるエネルギー
政策と受け止めているが、～ 

 21-22行目：～国の責任において、・・・国民の・・理解を得る・・ 

  立地自治体の自律的・持続的発展を図っていく～ 

 23行目：原子力政策の推進に係る下記事項について、特段
の措置を講じるよう強く要望する。 

 5項目：立地対策交付金の見直しなど、さらなる地域振興対策
に努めること。 

県の責任（自治）放棄―国の推進策を追認―交付金要求 
39 



県議会の意見書 その他 

(1)平成27年6月定例会：戦争を抑止し国民の安全と生命
を守る法制に関する意見書（2015.7.10) 

   ←2015.5.15 安全保障関連法案、国会提出 

   →2015.9.19 参院 可決成立 

(2)平成26年6月定例会：憲法改正の実現に向けた議論を 

  求める意見書（2014.7.11) 

   ←2014.6.20 「憲法改正国民投票法」公布・施行 

(3)平成25年9月定例会：「緊急事態基本法」の早期制定を 

  求める意見書（2013.10.4) 

   ←2004．5 自民・公明・民主三党による合意 
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政治家の認識 

2013.12.14  
自民党のＨ幹事長代行のインタビュー（産経新聞） 
 
  Ｋ元首相が「高レベル放射性廃棄物の最終処分場が見つからない」 
 として脱原発論を唱えていることに対し、 
  「直感で言っている。高レベル放射性廃棄物のことをあまり 
   知らないのではないか」 
 と批判した。 
 

Ｑ：Ｋ氏の主張する「原発即時ゼロ」はできるのか？ 
 
Ａ：「原子力は人類にとって不可欠なエネルギーだ。最大 
  のエネルギー効率を持っているし、ＣＯ２排出量も少 
  ない。ウラン資源はリサイクルされる。原子力発電を 
  継続利用せざるを得ないし、することが望ましい」 
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知 と 言葉 
2015.2.16 国会衆院本会議にて、Ｅ議員の質問 

Ｑ：「原発依存度を可能な限り低減させる」としつつ、「原発は重要
なベースロード電源」とも位置づける。矛盾してないか。 

 

Ａ（首相）：原子力は運転コストが低廉で変動も少なく、運転時の温
室効果ガスの排出がゼロ。安全の確保を大前提に重要なベースロード
電源と位置付けている。 

2014.3.9 ドイツ・メルケル首相の来日講演（東京・浜離宮朝日ホール） 
私の考えを変えたのは、やはり福島の原発事故でした。この事故が、
日本という高度な技術水準を持つ国で起きたからです。そんな国でも
リスクがあり、事故は起きるのだということを如実に示しました。こ
のため、本当に予測不能なリスクというものがあり、私たちが現実に
起こりうるとは思えないと考えていたリスクがあることが分かりまし
た。だからこそ、私は当時政権にいた多くの男性の同僚とともに脱原
発の決定をくだしたのです。ドイツの最後の原発は2022年に停止し、
核の平和的利用の時代が終わって、私たちは別のエネルギー制度を築
き上げるのだという決定です。」 
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文部科学省が全国中・高生に配布したテキスト 
    （平成26年から使用） 44 



 

「学校において年間１ミリシーベルト」とは 
 
・年間１ミリシーベルトというのは、学校において受ける線量をできる 
 限り減らしていくという「暫定的考え方」に基づき示した目標であり、 
 １ミリシーベルトを超えてはならないという基準を示したものではな 
 く、毎時３．８マイクロシーベルト以下であれば、屋外活動の制限も 
 必要ありません。 
・校庭における空間線量率が毎時１マイクロシーベルト程度の学校であ 
 れば、通常の学校生活で十分達成できると考えられます。 

 見出しに「年間1ミリシーベルト」と記して、さもこのレベルの達成
を目指すかのような誤解を与える表現になっている。 

 説明文に三つの数値 1mSv、3.8μSv、1μSv を潜り込ませて、あえ
て混乱を誘い、毎時3.8μSvが異常なレベルであることをぼかす意図
か？ 

 毎時3.8μSvとは年間20ミリシーベルトのことで、目標・年間１ミリ
シーベルトの20倍。これ以下なら、屋外活動の制限は必要ないと言い
切っている。 

８ページ 

45 



16ページ 
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おわりに 

 知の広場   
  

山口大学 
 

・山口大学のリソース（人と知）の活用 
・学生・教職員ー市民との連帯 
・ファクトを知り・共有し・深め・伝える 

真実（普遍価値）の継承・創造 

・社会還元 

＝ 人の広場 
  

発見し・はぐくみ・かたちにす
る 
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エネルギー基本計画 2014年４月 

 最上位の国家計画 
 基本的視点: ３E＋S 
   Energy Security；エネルギーの安定供給 
     Economic Efficiency；経済効率性の向上 
     Environment；環境への適合 
     Safety；安全を前提とした上で 
 原子力：重要なベースロード電源 

 原発：“世界で最も厳しい水準の規制基準に適
合”すれば“再稼働を進める。” 

 ベストミックス：2030年時点の原発２２－２０％  
   （経産省発表 2014.４.28） 
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経済産業省（2014年4月28日） 
2030年時点の望ましい電源構成（ベストミックス）案を公表 
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原発の設備容量の推移 

出典・資源エネルギー庁資料 
50 



原子力発電のしくみと安全性 
中国電力 
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「安全・安心」のウソ 

• 規制委員会委員長「安全とは申しません」 

• 「安全」と「安心」を並べて言うウソ 

• 「安全」の絶対はない。リスクはゼロにできな
い。リスクの程度は経済（お金）とのﾊﾞﾗﾝｽで
決まる。 

• 「安心」はリスクのない状態を言う。 
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沸騰水型炉BWRのしくみ 
( Boiling Water Reactor) 

BWR運転時 
 圧力：約７０気圧 
 温度：280-290℃ 

PWR運転時 
 圧力：約160気圧 
 温度：290-330℃ 

電力会社： 東京、東北、中部、中国、北陸 
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加圧水型炉 PWRのしくみ 
（Pressurized Water Reactor） 

原子炉 
圧力容器 

蒸気発生器 

  格納容器 

PWR運転時 
 圧力：約160気圧 
 温度：290-330℃ 

BWR運転時 
 圧力：約７０気圧 
 温度：280-290℃ 

電力会社 関西、北海道、四国、九州 
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56 
福島第一原発1号機 MARK-1の概略系統図 



 

上関原発計画 
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  原子炉圧力容器  三菱重工 

鍛造材の大幅採用 
による溶接部の低減 
 
供用期間中の溶接 
継手の検査を縮減  
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原子力圧力容器用シェルフランジ   

(株)日本製鋼所室蘭製作所 
 

原子炉容器と蒸気発生器
の大型鍛鋼品で世界シェ
アの約８割を占める世界
的な原子炉製造メーカー 
 

戦中・戦後を通じて戦車
や大砲・戦艦の砲筒を製
作しており、その技術が
シェルフランジの製作へと
転用された 
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高経年化技術評価における劣化事象 
 

  

 ①低サイクル疲労 

 ②中性子照射脆化 

 ③照射誘起型応力腐食割れIASCC 

 ④２相ステンレス鋼の熱時効 

 ⑤電気・計装品の絶縁低下 

 ⑥コンクリートの強度低下及び遮 へい能力低下 

 ⑦応力腐食割れ（照射誘起型を除く）IGSCC 

 ⑧配管減肉 

 ⑨その他の経年劣化事象 

 

 

 

 

平成２３年１１月２９日  原子力安全・保安院 
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中性子照射による材料の損傷 

ー メカニズム理解の現状 － 

？相互関係は未解明？ 

材料特性の変化 早期破壊 損傷の素過程 

転位ループ 材料硬化

腐食疲労

ボイド 靱性低下 応力腐食割れ

（IASCC,IGSCC
)

原子偏析 クリープ 水素脆化割れ

核変換損傷 水素効果

格子欠陥
（空孔、格子間原子）

中性子の
原子核衝突
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許容応力拡大係数 KIA 

• 材料固有の破壊強さ：破壊靱性 KIC  [MPa√m] 

  鋼（～200）＞アルミ合金7075-T6（30）＞ｺﾝｸﾘｰﾄ（～1.5） 
 

• 安全率 S    S = 𝑆１ × 𝑆２ × 𝑆３ × ・・・ 

    𝑆１：応力計算、き裂サイズ見積りの不正確に対する余裕係数 

      𝑆２ :材料強さのバラツキに対する余裕係数 

      𝑆３：使用条件（環境、供用期間、生命、経済性など） 
 

• 許容応力拡大係数 KIA 

    𝐾𝐼𝐴 =
𝐾𝐼𝐶

𝑆
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脆性破壊に対する設計基準 

 
• 破壊力学の適用：ひび割れ（き裂）の力学 

• 応力拡大係数 (Stress Intensity Factor)  KI 
• 安全であるためには 

  KI 値が材料の抵抗力（許容値KIA）を 

  超えてはならない 

    KI ＜ KIA ： 安 全 

    KI  ≧ KIA ： 危険、破壊 

• 玄海原発1号機は中性子照射により 
    𝐾𝐼𝐶：205→55 約1/4 に減少    

𝐾𝐼𝐴 =
𝐾𝐼𝐶

𝑆
 

63 



玄海原発１号機  
原子炉圧力容器母材の経年劣化データ 

データ取得 当 初 第１回定検 第２回定検 第３回定検 第４回定検 

備  考 
年   月 1975年10月 1976年11月 1980年4月 1993年2月 2009年4月 

経過年数 0 1 5 18 34 
2011.12まで運転 

36年経過 

遷移温度[℃] -16 35 37 56 98 沸騰水中で脆い 

温度変化量[℃] 0 51 53 72 114 予測外の上昇！ 

USE [J] 102 78 79 74 81 ≧68(基準値） 

USE測定温度[℃] 50 60 75 120 （140） 上部棚の出現なし 

破壊靭性KIC[Mpa√m] 205 120 156 116 55 33年で１/4に減少 

KIC測定温度[℃] 0 14 16 0 15   
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【区域区分】 
• 帰還困難地域 

 放射線の年間積算線量が50ミリシーベルトを超え、5年間を経過しても年間
積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある地域。 

    （放射線量が非常に高いレベルにあることから、バリケードなど物理的な防護 
   措置を実施し、避難を求めている区域。） 

• 居住制限区域 
 年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあって、引き続き避難の
継続が求められる地域。 

    （将来的に住民の方が帰還し、コミュニティを再建することを目指して、除染  
   を計画的に実施するとともに、早期の復旧が不可欠な基盤施設の復旧を目指す 
   区域。） 

• 避難指示解除準備区域 
 年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実と確認された区域。 

    （復旧・復興のための支援策を迅速に実施し、住民の方が帰還できるための環 
   境整備を目指す区域。） 
  
  （  ）は福島県ホームページの記載 

市民学習会 放射線関係補足資料               
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帰還困難地域 
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文部科学省が全国中・高生に配布したテキスト 
    （平成26年から使用） 67 



 

放射線管理区域： 
 ４万Bq/m2 以下 

～７７万TBｑ 
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１ページ 
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６ページ 
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・子供の放射線感受性を考慮し、１年間毎日、校庭に８時間、その上に建つ木造校舎に
１６時間居るという現実的にはあり得ない安全側に立った仮説に基づき、年間２０ミリ
シーベルトから導き出された値。 

・「児童生徒が受ける線量をできるだけ低くする」ための対策をとる目安として設定し
たもので、これを超えると危険という安全基準ではありません。 

 

「毎時３．８マイクロシーベルトの考え方」 

 

 赤字と下線で強調すべきは 年間２０ミリシーベルト  の個所。 
 
 毎時３．８マイクロシーベルトの算出 

    20mSv ⇒ X(μSv/h) x (8h + 0.4x16h）X365日   
   ∴ X=3.8μSv/h 
 「これを超えると危険という基準ではない」と言うが、すでにあまりにも 
  危険なレベルである。 

７ページ 

以下の✓は当方（﨑田）による補足とコメントです 
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「学校において年間１ミリシーベルト」とは 
 
・年間１ミリシーベルトというのは、学校において受ける線量をできる 
 限り減らしていくという「暫定的考え方」に基づき示した目標であり、 
 １ミリシーベルトを超えてはならないという基準を示したものではな 
 く、毎時３．８マイクロシーベルト以下であれば、屋外活動の制限も 
 必要ありません。 
・校庭における空間線量率が毎時１マイクロシーベルト程度の学校であ 
 れば、通常の学校生活で十分達成できると考えられます。 

 見出しに「年間1ミリシーベルト」と記して、さもこのレベルの達成
を目指すかのような誤解を与える表現になっている。 

 説明文に三つの数値 1mSv、3.8μSv、1μSv を潜り込ませて、あえ
て混乱を誘い、毎時3.8μSvが異常なレベルであることをぼかす意図
か？ 

 毎時3.8μSvとは年間20ミリシーベルトのことで、目標・年間１ミリ
シーベルトの20倍。これ以下なら、屋外活動の制限は必要ないと言い
切っている。 

８ページ 
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現実味帯びる｢トリチウム汚染水｣の海洋放出 
福島原発タンク1000基に貯まる最大の難題 

 
• 2016年4月経産省トリチウム・タスクフォース 

• 除去困難な放射性物質トリチウム（三重水素）を含む汚染水。汚
染水の総量は80万トン 

• 水に薄めて海に流す方法が最も低コストと試算 
• 多核種除去設備「ALPS」の本格稼働 
• 「希釈して海洋放出」のシナリオでは、1日400トンのトリチウム汚染
水を、告示濃度の1リットル当たり6万ベクレル以下になるように海
水と混ぜて希釈したうえで海に流す。いま存在する80万トンの処
分終了までに要する期間は88カ月（約7年）と算定されている。 

• 基準値は漁協との取り決めにより1リットル当たり1500ベクレルに
設定している。今回、シミュレーションで用いられた告示濃度の6万
ベクレルはその40倍に上る。合意のうえで40倍も基準を緩めるこ
とが前提になる。 
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原発設置許可 

74 



原発再稼働の法的プロセス 
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