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第１ はじめに 

 １ 被告国の主張の概要 

   被告国は、平成２７年２月２７日付被告国第４準備書面（以下「被告国第４

準備書面」という。）の「第２ 予見可能性の対象について」と題する項にお

いて、①規制権限不行使の国賠法上の違法は、結果発生の原因となる事象に対

する防止策に係る法的義務違背を問うものであるから、その前提となる予見可

能性は、結果発生の原因となる事象について判断されるべきである（３頁以下）、

②したがって、本件における予見可能性の対象は、本件地震及びこれに伴う津

波と同規模の地震及び津波が福島第一発電所に発生又は到来することである

（４頁以下）、③ＳＢＯそのものを予見可能性の対象とする原告らの主張は、

最高裁判決によって確立された違法性判断枠組みを誤るものである（５頁以

下）と主張し、「第３ 被告国が講じてきた行政上の措置」の項において、④

シビアアクシデント対策は予見可能性を超えた事象であるが、その安全対策も

講じてきた（８頁以下）、⑤耐震設計審査指針の改訂や耐震バックチェックを

指示してきた（２３頁以下）と主張している。 

 ２ 本書面における原告らの反論の概要 

  ⑴ 以下、「第２」において、本件における津波の予見可能性の対象は、原告が

これまで述べてきたとおり、「福島第一原子力発電所敷地にまで遡上しうる津

波の発生」（原告第２準備書面７頁、原告第９準備書面７頁）とすべきであり、

これをより具体的に述べれば、「本件原発の敷地地盤面（O.P.＋１０ｍ）を超

えて非常用電源等の安全設備（政令６２号第３条８号参照）を浸水させる規

模の津波」であり、これを予見可能性の対象とすることに法的な問題がある

かの被告国の反論はあたらないことを明らかにする。 

  ⑵ 次に、「第３」において、被告国の反論を踏まえて、シビアアクシデント（Ｓ

ＢＯを含む。）を予見可能性の対象として被告らの責任を論ずることの正当性

を明らかにする。 
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⑶ 「第４」においては、「第３」を踏まえて、被告国がシビアアクシデント

対策（特にＳＢＯ対策）を怠ってきた事実について、具体的に述べる。 

⑷ 「第５」においては、被告国が行った耐震設計審査指針の改訂や耐震バッ

クチェックを指示が不十分であり、規制権限を適切に行使したとはいえない

ものであることを明らかにする。  

 

第２ 本件における予見可能性の対象となる津波は、「本件原発の敷地地盤面（O.P.

＋１０ｍ）を超えて非常用電源等の安全設備（政令６２号第３条８号参照）を

浸水させる規模の津波」であること  

 １ はじめに 

原告は、本件において予見の対象となる津波について「福島第一原子力発電

所敷地にまで遡上しうる津波の発生」と主張していた（原告第２準備書面７頁、

原告第９準備書面７頁）。 

上記主張をより明確にすれば、本件において予見の対象となる津波は、「本

件原発の敷地地盤面（O.P.＋１０ｍ）を超えて非常用電源等の安全設備（政令

６２号第３条８号参照）を浸水させる規模の津波」である。  

２ O.P.＋１０ｍを超えて非常用電源等の安全設備を浸水させる規模の津波が発

生すれば、本件事故の現実的な危険が生じること 

  ⑴ 非常用電源等の安全設備（政令６２号第３条８号参照）の設置位置（海抜）

について 

   ア 原子炉建屋設置位置 

     福島第一原子力発電所１～４号機の敷地は、取水のための海水ポンプが

設置されている海側エリアが O.P.＋４ｍ、原子炉建屋やタービン建屋など

がある主要建屋エリアが O.P.＋１０ｍであった。 

     したがって、以下に記述するように、ＳＢＯを回避するための主要設備

の設置位置もいずれも O.P.＋１０ｍ以下に存在していた。 
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   イ ＳＢＯを回避するための主要設備の設置位置の概要 

     まず、地震等の外部事象によって原子炉の緊急停止に至った場合におい

て炉心損傷を回避するためには、最終的なヒートシンクを確保したうえで

冷却材を長時間かつ継続的に循環させるための動力源としての非常用交流

電源が確保されることが絶対的に必要とされる。最終的なヒートシンクと

なる非常用海水系ポンプの機能喪失または冷却材の長時間かつ継続的な循

環のための交流電源の喪失があった場合には、直ちに炉心冷却機能の喪失

に至り、結果として炉心損傷に至る可能性が高い。 

     しかし、福島第一原発においては、電源を各機器に供給するすべての配

電盤は（高圧・低圧いずれも）O.P.＋１０ｍ以下に設置されていた。また、

直流電源を使う際に必要な機器である直流主母線盤もすべて O.P.＋１０ｍ

以下に設置されていた。さらに、残留熱除去系統の非常用海水ポンプ及び

非常用ディーゼル発電設備冷却系海水ポンプも O.P.＋４ｍに設置されてい

た。 

  ⑵ 本件津波の浸水又は被水により、非常用電源設備が機能を喪失したこと 

   ア 海水ポンプの機能喪失 

     福島第一原発の屋外海側エリア（O.P.＋４ｍ）には、前述のとおり、非

常用海水系ポンプ（格納容器冷却海水系及び残留熱除去海水系）及び非常

用ディーゼル発電設備冷却系海水ポンプが設置されていたが、いずれも、

津波により浸水し、機能を喪失した。  

   イ 主要建屋への浸水 

     津波は、O.P.＋１０ｍに設置された１号機ないし４号機の主要建屋が設

置されていたエリアの敷地の高さを超えて浸水した。  

   ウ 非常用ディーゼル発電機及び非常用配電盤の機能喪失 

     １号機ないし４号機の水冷式ディーゼル発電機は本体又は関連機器の浸

水により機能を停止した。 
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     ２号機、４号機には、空冷式ディーゼル発電機が設置されていたが、２

号機、４号機の空冷式ディーゼル発電機は金属閉鎖配電盤の水没により機

能喪失した。 

     また、非常用高圧配電盤は、６号機の原子炉建屋に設置されていたもの

を除き機能を喪失し、非常用低圧配電盤についても、その多くが被水し機

能を喪失した。（以上、甲Ｂ１「国会事故調」１３９頁）。 

   エ ＳＢＯの発生 

     地震により外部電源が喪失された上、非常用ディーゼル発電機の機能喪

失、非常用配電盤の機能喪失により、１号機から４号機はＳＢＯに至った。 

   オ まとめ 

     以上のとおり、本件事故は、福島第一原発の１号機から４号機の非常用

電源設備はいずれも O.P.＋１０ｍ以下に存在しており、それらが悉く被水

又は浸水して機能喪失したことが直接の原因となってＳＢＯを生じ、炉心

損傷に至ったものであることが明らかである。  

  ⑶ O.P＋１０ｍを超える津波が発生すれば、現実の危険が生ずること  

前記⑴⑵に述べたとおり、福島第一原発１～４号機の主要建屋エリアは全

て O.P.＋１０ｍに設置され、ＳＢＯを回避するための主要設備が全て O.P.＋

１０ｍ以下に設置されていたところ、現実にも、これらが悉く浸水又は被水

して機能を喪失し、ＳＢＯに至った。このような本件の非常用電源設備の設

置位置（海抜）からして、O.P.＋１０ｍを超える程度の津波が発生した場合

には、浸水又は被水するおそれがあったことは明白であるから、本件事故と

同規模のＳＢＯは避けられなかった可能性が高く、少なくともその現実的な

危険が発生することは明らかである。とりわけ、津波が沿岸に設置された建

物を襲う場合、徐々に押し寄せる津波で建物内の水位が増す場合もあれば、

一気に大量の水が建物に衝突して被水する場合もあり、津波の浸水経路につ

いては様々なケースが想定されるため、ひとたび O.P.＋１０ｍの津波が到来
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すれば、原子炉の主要設備に重要な損傷が生じると考えられる。 

したがって、被告らの予見の対象となる津波については、「本件原発の敷地

地盤面（O.P.＋１０ｍ）を超えて非常用電源等の安全設備（政令６２号第３

条８号参照）を浸水させる規模の津波」であり、これで足りるというべきで

ある。 

３ 被告国の「規制権限不行使の国賠法上の違法は、結果発生の原因となる事象

に対する防止策に係る法的違背義務を問うものであるから、その前提となる予

見可能性は、結果発生の原因となる事象について判断されるべきであること」

との主張が失当であること 

  ⑴ 被告国の主張 

    この点、被告国は、被告国第４準備書面において「規制権限は、結果発生

の原因となる事象について判断されるものであり、規制権限不行使の国賠法

上の違法は、結果発生の原因となる事象に対する防止策に係る法的義務違背

を問うものということになるから、その前提となる予見可能性も、結果発生

の原因となる事象について判断されるべきものである。」（３頁）、「本件で問

題とされるべきは、飽くまで現実に生じた事実経過を前提に、被害を受けた

とされる原告らとの関係で、原告らの主張に係る損害発生の原因となった本

件地震及びこれに伴う津波による全交流電源喪失を未然に防止するために、

被告国が電気事業法に基づく規制権限を行使する等の職務上の法的義務を負

担していたか否かである。」（４頁）、「本件において被告国による規制権限の

不行使が違法とされる前提としての予見可能性ありと評価されるためには、

原告らに対して損害を与えた原因とされる本件地震及びこれに伴う津波と同

規模の地震、津波の発生又は到来についての予見可能性が必要である。」（同）

と主張する。 

    被告国のこの主張は、本件における津波の予見可能性の対象は、本件にお

いて現実に発生した津波と同規模の津波とされるべきであり、「O.P.＋１０ｍ
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を超え、非常用電源設備を浸水させる規模の津波」の予見では足りないこと

を主張する意図であるとみられる。  

  ⑵ 結果発生の現実的危険性がある事象の発生が予見できる以上、行為者であ

る被告国は当該結果を回避すべき注意義務を負うべきであること  

   ア 現実的な危険性があれば結果回避措置を義務付けるのに十分である  

     被告の主張は、過失の前提となる結果回避義務を基礎づける予見可能性

の有無の問題と、不法行為の別の要件である因果関係の有無の問題を混同

するものといわざるをえない。  

     すなわち、過失の前提となる結果回避義務を基礎づける予見可能性の有

無の問題については、予見可能性の対象とされるべき特定の事象について、

「損害発生の現実的危険性がある事象」といえる場合には、その事象が予

見可能である以上、当然に、損害発生の現実的な危険も認識が可能となる

のであるから、行為をなす者に対して、結果発生を回避すべき注意義務を

課す前提を満たすものといえるからである。 

     この場合には、特定の事象自体から、損害が発生することの現実的危険

があることが問題とされるのであり、その事象から、必然的ないしは現実

に損害が発生する必要はない。また、損害発生の現実的危険性があれば、

当該事象を予見した以上、結果回避義務を課すことが正当化されるのであ

るから、当事者の「過失」を基礎づけるには十分である。  

     まして、本件は、「深刻な被害が万が一にも起きない。」という高度の安

全性が求められる原子力発電の安全性確保のための結果回避が問われてい

る事案である。 

     予見可能性の対象とされるべき事象から直ちにＳＢＯ及び放射性物質の

放出というシビアアクシデントが引き起こされることが立証されない限り、

結果回避義務を課すことができないかのような被告国の主張は、不法行為

法の一般的な解釈に反するものであり、「深刻な災害を万が一にも起こさな
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い」とする伊方原発最高裁判決の趣旨にほど遠いものである。 

   イ 被告国の主張は過失の前提となる予見可能性と因果関係の要件を混同

していること 

     被告国は、原告らの主張する「日本海溝沿いでＭ８クラスの地震が発生

すること、敷地まで遡上しうる津波が発生すること、その結果炉心冷却が

困難になること」という事象を取り上げ、「単に日本海溝沿いでマグニチュ

ード８クラスの地震が発生したり、敷地高さ程度の津波が到来したという

だけで、福島第一発電所事故が発生したと認められない。」（５頁）と批判

する。 

     しかし、この批判は、過失の前提としての予見可能性の要件と因果関係

の有無の要件を混同するものである。特定の行為や、特定の事象から、結

果（損害）が発生することについての現実の事実的な因果関係や高度の蓋

然性が求められるのは、不法行為の要件のうち、因果関係の要件について

であり、被告国の主張は、この因果関係の要件において求められる「高度

の蓋然性」という考え方を、「過失」の要件である結果回避義務と予見可能

性の対象に持ち込むものであり、誤りと言わざるを得ない。  

     そもそも、原告らが、結果回避義務の前提をなす予見可能性の対象とし

て主張している「本件原発の敷地地盤面（O.P.＋１０ｍ）を超えて非常用

電源等の安全設備（政令６２号第３条８号参照）を浸水させる規模の津波」

という事象は、当然のことながら、実際に本件事故において観察された津

波ではなく、被告らが原子力発電所事故の発生を回避するための措置を取

るという点に視点をおいて、将来において発生する可能性があるとして予

見可能であった事象であり、実際の津波とは異なる。そして、この結果回

避義務を基礎づける予見可能性との関係では、「本件原発の敷地地盤面（O.P.

＋１０ｍ）を超えて非常用電源等の安全設備（政令６２号第３条８号参照）

を浸水させる規模の津波」から、ＳＢＯ、さらには放射性物質の放出とい
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うシビアアクシデントが引き起こされる現実的な危険性があったといえれ

ば足りるものである。 

一方、因果関係の要件として検討されるべきことは、「本件原発の敷地地

盤面（O.P.＋１０ｍ）を超えて非常用電源等の安全設備（政令６２号第３

条８号参照）を浸水させる規模の津波」が予見可能であったことに基づい

て、被告国らに対して義務付けられるべき結果回避措置を怠ったことによ

り、「福島第一発電所事故の発生」をもたらしたといえるかが命題となる。

換言すれば、被告国に対して義務付けられる結果回避措置を講じていたな

らば、本件事故を回避できたか否かという問題である。  

     以上のとおり、被告国は、行為時に立って将来発生することがあり得る

ものとして予見の対象とされる「本件原発の敷地地盤面（O.P.＋１０ｍ）

を超えて非常用電源等の安全設備（政令６２号第３条８号参照）を浸水さ

せる規模の津波」から、直ちに現実に「福島第一発電所事故が発生したこ

と」の主張立証が必要であるかのように主張しているが、前記のとおり、

これは、過失の前提となる予見可能性と因果関係の要件を混同したものと

いわざるをえず、妥当ではない。 

  ⑶ 小括 

    以上のとおりであるから、規制権限不行使の国賠法上の違法の前提となる

予見可能性は、結果発生の原因となる事象について判断されるべきであると

いう被告国の主張は誤りであり、本件津波の予見可能性の対象となる津波は、

「本件原発の敷地地盤面（O.P.＋１０ｍ）を超えて非常用電源等の安全設備

（政令６２号第３条８号参照）を浸水させる規模の津波」とすべきであり、

これをもって足りるというべきである。 

 

第３ シビアアクシデント対策義務における予見可能性 

１ シビアアクシデント対策義務違反の主張の位置づけについて 
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原告は、原告第６準備書面において、被告らの過失として、ＳＢＯ対策義務

違反があったことを具体的に主張し、ＳＢＯ対策における予見可能性の対象は、

ＳＢＯそのものであるとの主張を行った（原告第６準備書面２４頁）。 

原告がこれまで主張したとおり、被告らには、津波の予見可能性があり（こ

こでの予見の対象となる「津波」については「第２」で述べたとおり。）、これ

に対応する結果回避義務を怠ったことに過失が認められると主張するもので

あるが、津波の予見可能性とは別に、ＳＢＯないしはシビアアクシデント（Ｓ

Ａ）の予見可能性があり、その対策義務を行ったことについても過失が認めら

れると主張するものである（思考の順序としては、津波の予見可能性が認めら

れれば、被告らの過失は明らかであることから、津波の予見可能性及び結果回

避義務違反の審理が先行するとはいえるが、津波の予見可能性が否定されるこ

とが理論上の前提となるものではないと考えるので、両者は選択的な関係にあ

ると理解している。）。 

 ２ シビアアクシデント対策義務違反における予見可能性の対象  

  ⑴ 予見可能性の対象 

    原告第６準備書面２４頁に述べたとおり、ＳＢＯ対策義務違反についての

被告らの予見の対象は、「ＳＢＯ」そのものであると解すべきであるが、被告

国からの反論を踏まえて、より正確に述べれば、後述するところのシビアア

クシデントの定義を前提とし、「設計基準事象を超える事象により、設計段階

で想定する手段では炉心の冷却等を行うことができなくなる状態」に対する

予見可能性であり、その炉心の冷却等を行うことができなくなる代表的かつ

重大な前駆事象が「ＳＢＯ」である。 

  ⑵ シビアアクシデントの予見可能性を論ずることの正当性  

   ア そして、ＳＢＯないしシビアアクシデントの予見可能性を論ずることの

正当性については、原告第６準備書面１８～２５頁、原告第４準備書面１

３頁において述べたとおりである。  
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     この点について、被告国は、被告国は、「ＳＢＯそのもの」を予見可能性

の対象とする原告らの主張は最高裁判決によって確立された違法性判断枠

組みを誤るものであると主張し、その理由として、①規制権限不行使とい

う不作為の違法性を判断するに当たり具体的な予見可能性を不要とする原

告らの主張は、最高裁判決により確立された違法性判断枠組みを誤るもの

であること、②原告らの主張は、違法性判断の前提として、具体的な法益

侵害の危険性に対する認識が問われる予見可能性の対象と、安全評価や確

率論的評価における技術上評価上仮定される概念を混同する点でも誤って

いることを挙げる（被告国第４準備書面７頁以下）。 

   イ しかしながら、原告は、一般的に具体的な予見可能性が不要であると述

べているのではなく、公害、薬害、食品公害などのように、一般的に危険

が内在しており、何が起こるかわからないが、何事も起こらず安全である

との保障のない活動においては、予見義務が高度に課されるものであり、

予見義務を尽くしたならば予見することが出来た結果については、具体的

な予見可能性があったものとして、過失を論ずるべきであることを主張し

ている（原告第６準備書面１９～２２頁参照）。 

この予見義務の考え方は、裁判例も採用するところであり、例えば、東

京地裁昭和５３年８月３日（判例時報８９９号４８頁）は、「医薬品を製造・

販売するにあたっては、なによりもまず、当該医薬品のヒトの生命・身体

に及ぼす影響について認識・予見することが必要であるから、製薬会社に

要求される予見義務の内容は、⑴当該医薬品が新薬である場合には、発売

以前にその時点における最高の技術水準をもってする試験管内実験、動物

実験、臨床試験などを行なうことであり、また、⑵すでに販売が開始され、

ヒトや動物での臨床使用に供されている場合には、類縁化合物をも含めて、

医学・薬学その他関連諸科学の分野での文献と情報の収集を常時行ない、

もしこれにより副作用の存在につき疑惑を生じたときは、さらに、その時
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点までに蓄積された臨床上の安全性に関する諸報告との比較衡量によって

得られる当該副作用の疑惑の程度に応じて、動物実験あるいは当該医薬品

の症歴調査、追跡調査などを行なうことにより、できるだけ早期に当該医

薬品の副作用の有無および程度を確認することである。」と判示し、予見義

務の存在を肯定し、その違反が結果回避義務違反＝過失を導くことを認め

ている。 

そして、原発に関していえば、伊方原発最高裁判決（最判平成４年１０

月２９日民集４６巻７号１１７４号）が判示するとおり、「原子炉が原子

核分裂の過程において高エネルギーを放出する核燃料物質を燃料として使

用する装置であり、その稼働により、内部に多量の人体に有害な放射性物

質を発生させるものであって、原子炉を設置しようとする者が原子炉の設

置、運転につき所定の技術的能力を欠くとき、又は原子炉施設の安全性が

確保されないときは、当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命、

身体に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、

深刻な災害を引き起こすおそれがあることにかんがみ、右災害が万が一に

も起こらないようにすることがもとめられるところである」のであるから、

予見義務が認められることはもとより、予見される事象が確率的に低い事

象であるからといって、具体的な予見可能性がないとして、過失責任を否

定すべきではないのである。 

このような考え方は、原告第６準備書面１９～２２頁に述べたとおり、

民法学者からも指示されており、原告第４準備書面１３頁に述べたとおり、

行政法学者からも支持を受けているところである。  

   ウ そして、シビアアクシデントが、確率論的評価において分析、評価の対

象とされてきたことをもって、予見可能性を否定する理由はないことは、

これまで述べたところからすれば、明らかである。 

付言すれば、設計基準事象を慎重に設定したとしても、その想定を超え
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る重大事故が発生する可能性は否定されないのであり、これは、本件原発

事故以前においてもスリーマイル島原発事故及びチェルノブイリ原発事故

によって不幸にも実証されていたところである。 

こうした原子炉の巨大な危険性に基づき、特に、スリーマイル島原発事

故以降には、米国等において、設計基準事象に基づく安全設計・安全評価

に留まらず、シビアアクシデント対策をとるべきことの必要性が広く認識

されるに至ったものである。 

設計基準事象に基づく安全設計・安全評価という考え方は、原子炉事故

の原因となり得る事象を想定（特定）し、その事象から発展し得る異常状

態ないし事故に対する安全対策を講じて安全を確保しようとする考え方で

ある。これに対してシビアアクシデント対策の考え方は、設計基準事象を

超える事象の発生も否定することはできないことから、事故の発端となる

起因事象を特定の事象（設計基準事象）に限定することなく、逆に、炉心

損傷等の重大事故（シビアアクシデント）又はシビアアクシデントに発展

する可能性のある前駆事象（たとえば、本件事故で発生した全交流電源喪

失など）の発生があり得ることを前提として、こうした異常状態又は事故

に対する対策を講じようとするものである。 

すなわち、シビアアクシデント対策の考え方は、(1)設計基準事象から外

れる（発生確率の低い）事象から炉心損傷に至る可能性のある異常状態が

生じた場合においても、万が一にも炉心の損傷に至ることは回避されなけ

ればならず、また、(2)仮に炉心の損傷という事故に至った場合においても、

その影響の回避・低減のための施策が用意される必要があるという考え方

であり、スリーマイル及びチェルノブイリにおける経験をもとに、このよ

うな対策を講ずべきであるとの知見が、国際的な共通認識となっていたも

のである。 

エ 以上に述べたところからすれば、原発事故発生により生ずる国民の生
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命・身体に与える重大な影響を考慮した場合には、被告らにおいては、ス

リーマイル島やチェルノブイリの事故による国際的な知見を調査・研究し

た上で、シビアアクシデントを予見した上での対策を講ずべきであり、シ

ビアアクシデントの発生の可能性が確率論的に低いことをもって、予見可

能性ないし結果回避義務を否定されるものではないというべきである。  

 

第４ 被告国が講じてきたシビアアクシデント対策が不十分であったこと  

   被告国は、十分なシビアアクシデント対策を取ってきたと主張するようであ

る（被告国第４準備書面「第３・１」）。 

   しかし、以下に述べるとおり、被告国が十分なシビアアクシデント対策を取

ってきたとは言い難く、違法に規制権限を行使しなかったことは明白である。 

１ 原子力発電所においてとられるべきシビアアクシデント対策 

⑴ 「シビアアクシデント」及び「シビアアクシデント対策」の意義 

ア 「シビアアクシデント」とは 

シビアアクシデントの意義については、次のとおりに定義されている。 

すなわち、「設計基準事象を大幅に超える事象であって、安全設計の評

価上想定された手段では適切な炉心の冷却又は反応度の制御ができない状

態であり、その結果、炉心の重大な損傷に至る事象。」とされている。 

また、ここでいう「設計基準事象」とは、「原子炉施設を異常な状態に

導く可能性のある事象のうち、原子炉施設の安全設計とその評価に当たっ

て考慮すべきとされた事象」とされる（乙Ｂ８「発電用軽水型原子炉施設

におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントに

ついて」（平成４年５月・原子力安全委員会））。 

イ 「シビアアクシデント対策」とは 

「シビアアクシデント対策」については、わが国においては「アクシデ

ントマネージメント」とも表現されているものである。 
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その意義については、「設計基準事象を超え、炉心が大きく損傷する恐

れのある事態が万一発生したとしても、現在の設計に含まれる安全余裕や

安全設計上想定した本来の機能以外にも期待し得る機能またはそうした事

態に備えて新規に設置した機器等を有効に活用することによって、それが

シビアアクシデントに拡大するのを防止するため、もしくはシビアアクシ

デントに拡大した場合にもその影響を緩和するために採られる措置をいう。

ここではこれらのうち、前者をフェーズⅠのアクシデントマネージメント、

後者をフェーズⅡのアクシデントマネージメントと呼ぶこととする。」と

されている。 

⑵ 国際的に採用されている深層防護とシビアアクシデント対策との関係 

シビアアクシデント対策は、前記のとおり、スリーマイル島原発事故を契

機にしてその対策の必要性が国際的な共通認識となってきたものである。こ

の点に関しては、前記原子力安全委員会の決定（乙Ｂ８）も「近年、アクシ

デントマネージメントは、原子炉施設のリスク管理手段の一つとして重要で

あることが国際的に広く認識されるようになり、設計基準事象を超える事象

が万一発生した場合を想定して、炉心冷却機能の回復や格納容器の健全性の

維持等を目指す緊急時操作手順の整備及びそれらに係わる要員の訓練、並び

に関連機材の整備等が各国で検討され、あるいは実施されてきている。」と

しているとおりである（同４頁）。 

そして、このシビアアクシデント対策は、国際的に採用されている原子炉

の安全性に関する深層防護の考え方の中に位置づけられるものである。 

深層防護とは、「原子力又は放射線の事故を防止及び緩和するためにすべ

ての努力を行わなければならない」という原則に基づく安全性確保のための

基本的設計思想であり、原子炉施設の安全対策を多段階的に設けるものであ

り、「１つの安全確保対策が損なわれることがあっても施設の安全が脅かさ

れることがないようにする」という「前段否定」という考え方に立っている。  
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国際原子力機構（ＩＡＥＡ）が策定した原子力安全基準「ＮＳ－Ｒ－１」

（２０００〔平成１２〕年）においては、以下の５層において、安全対策の

必要性が示されている。 

「第１層 異常運転及び故障の防止 

第２層 異常運転の制御及び故障の検出 

第３層 設計基準内への事故の制御 

第４層 事故の進展防止及びシビアアクシデントの影響緩和  

第５層 放射性物質の放出による放射線影響の緩和」 

上記第１層から第３層までは、事故による炉心の損傷を防ぐまでの安全対

策であり、第３層が設計基準事故への対応として位置づけられる。第４層が

炉心の深刻な損傷とその影響を緩和するためのシビアアクシデント対策に該

当するものであり、第５層は放射性物質の放出から住民を守るための安全対

策として位置づけられる。 

津波による原子炉損傷防止のための多重防護安全措置としては、第１層か

ら第３層には浸水防止や安全系統損傷時の代替設備などの原子炉施設側での

防護措置が位置付けられ、第４層でシビアアクシデント対策強化が位置付け

られている。第１層から第３層では起因事象に応じた個別の対策が可能であ

るのに対し、第４層では、広範囲の起因事象を想定したシビアアクシデント

対策が求められる。 

安全対策のうち、原子炉冷却系と、放射能閉じこめ機能及び電源や最終除

熱系は、多重防護の第３層に位置付けられている。しかし、その両者の独立

性の担保は弱く、地震時等の外的事象では炉心損傷と同時に放射能放出とな

るおそれが多い。そこで、第４層のシビアアクシデント対策において、安全

系統系と格納容器系を異なる層とし、両者の独立性の確保が必要とされてい

る。たとえば、米国の原子力発電所の安全規格である「ＮＵＧＥＧ１８６０」

では、新設炉の場合、第４層と第５層に燃料原子炉冷却系と独立した放射能
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の格納機能を設けることを要件としている。また、既設炉で第３層にある安

全機能の独立性や多様性を図る改善が現実的でない場合でも、第４層に第３

層から独立した電源等や放射能格納容器強化の施設追設か、アクシデントマ

ネージメントを設ける多重防護とすることが求められている。 

この５重の深層防護の考え方は、チェルノブイリ事故を契機に１９９０年

代半ばから国際的に確立され採用されていた。  

すなわち、国際原子力機構（ＩＡＥＡ）においては、１９８８（昭和６３）

年の報告書ＩＡＥＡ「７５－ＩＮＳＡＧ－３」においては第３層の深層防護

までが示されていたが、１９９６（平成８）年には、報告書「ＩＮＳＡＧ－

１０」においてシビアアクシデント対策強化のため５層の深層防護へと改訂

がなされ、２０００（平成１２）年に定められた安全基準「ＮＳ－Ｒ－１」

以降、一貫して第５層までの考え方、対策の必要が示されてきた。 

また、米国においても、１９９４（平成６年）年に、規格「ＮＵＲＥＧ /

ＣＲ６０４２」において第５層までの考えの必要性が示され、さらに、２０

０６（平成１８）年には、第５層にとどまらず、規格「ＮＵＲＥＧ１８６０」

において第６層として立地が定義されている（以上、甲Ｂ１「国会事故調」

１１６～１２１頁）。 

しかしながら、わが国においては、被告国が、多重防護のうち第３層まで

しか法規制せず、第４層ないし第５層は事業者の「技術的能力」いわゆる「知

識ベース」での自主対応にとどめてしまった。  

⑶ シビアアクシデント対策を法規制に取り入れるべきであること  

原子炉の安全については、設置者において自主的に最高度の安全性の実現

に向けて努力すべきことは当然であるが、このことは、規制権限者による規

制が不要ないし補充的なものであってよいことを意味しない。前記のとおり、

原子力発電の危険性が、取り返しのつかない国民の生命・身体、日常生活の

破壊等をもたらす巨大なものであること、及びその開発、利用に被告国が積
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極的に関与してきたことを踏まえれば、原子炉の安全性確保に関して、設計

基準事象による設計と合わせて重要な役割を担うべきシビアアクシデント対

策についても、これを原子炉の安全確保のための法規制に取り込んで、電気

事業者の安全確保施策の実施を督促し、かつ監督すべきである。 

シビアアクシデント対策については、海外では、多くの国で、安全確保の

法規制に取り込まれている。代表的なシビアアクシデント対策としては、①

原子炉の緊急停止（スクラム）が不能となる過渡的事象（ＡＴＷＳ）に対す

る対策に関するもの、②炉心損傷の結果、燃料被覆管と蒸気／水との化学反

応により圧力容器内に発生する水素の制御（水素対策）に関するもの、③全

交流電源喪失状態（ＳＢＯ）に関するもの、及び④格納容器耐圧強化ベント

（格納容器の過圧破損の防止を目的として核分裂生成物（ＦＰ）を含む格納

容器雰囲気を部分的に環境へ放出せざるを得なくなった場合にも、これを管

理された状態で行うために、格納容器に専用のベントライン〔フィルター付

の場合を含む〕を設置して利用すること)に関するものなどがある。これらに

ついては、フランスにおいては、①ないし④のいずれについても、既設炉及

び新設炉を問うことなく法規制の対象に取り込んでいる。また、米国におい

ては、１９８１（昭和５６）年に水素制御規則（新設炉・既存炉対象）が、

１９８４（昭和５９）年にはＡＴＷＳ規則（新設炉対象）が、そして、１９

８８（昭和６３）年はＳＢＯ規則（新設炉対象）が制定されて、それぞれ法

規制の対象とされているところである（甲Ｂ１「国会事故調」１１３～１１

４頁）。 

このうち、米国の全交流電源喪失規則について詳しくみると、米国では、

１８７５年に発行された原子炉安全研究（ラスムセン報告）において全交流

電源喪失が炉心損傷頻度に重要な寄与を占めることが示され、米原子力規制

委員会（ＮＲＣ）６６は、１９８０（昭和５５）年７月から新たな規制上の

要求を行うべきか検討を開始した。１９８８（昭和６３）年６月に、全交流
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電源喪失についての技術評価を記載した「ＮＵＲＥＧ－１０３２」を発行し、

その中で、全交流電源喪失による炉心損傷頻度を１０―５／炉年以下にするこ

とが望ましく、このためには各発電所において全交流電源喪失が２～８時間

継続した場合でも炉心損傷に至らないという耐久能力を有するべきであると

結論づけた。これをうけて、米原子力規制委員会（ＮＲＣ）は、１９８８（昭

和６３）年７月に、全交流電源喪失規則を追加した（甲Ｂ３７「安全設計指

針『指針２７電源喪失に対する設計上の考慮』に関する指針改訂の経過につ

いて」平成２３年７月１５日、原子力安全委員会事務局）。その規制内容と

しては、全交流電源喪失の継続時間を、①所内非常用交流電源の多様性、②

所内非常用交流電源の信頼性、③外部電源喪失に関して予想される発生頻度、

④外部電源を復旧するために必要な時間に基づくことを内容として、各軽水

炉はその継続時間に耐え復旧しなければならないとするものであり、かつ重

要なことは、原因事象として、外部事象の想定を求めていることである（甲

Ｂ２の１「政府事故調・中間報告書４１２～４１４頁、甲Ｂ２の２「政府事

故調・最終報告書」３２２頁）。 

わが国においては、被告国は、１９９２（平成４）年の原子力安全委員会

の決定により、シビアアクシデント対策を、原子炉の安全確保のための法規

制に取り入れることなく、事業者の自主的な取り組みとして推奨するにとど

めた。その後も、こうした取り扱いが見直されることなく本件原発事故に至

ったものであるが、その経過は後に詳述する。  

⑷ 地震・津波等の外的事象を想定すべきこと 

設計基準事象を超えてシビアアクシデントを引き起こす原因事象には、「内

的（内部）事象」と「外的（外部）事象」の２つがある。内的事象とは、原

子力プラントの問題、すなわち機器の故障や運転員のヒューマンエラーなど

である。外的事象としては地震、洪水、津波、風、凍結、積雪及び地すべり

などの「想定される自然現象」や飛行機落下、ダムの崩壊、爆発などの「外
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部人為事象」などがある。このような設計基準事象を超える事象に対処する

のが、シビアアクシデント対策である。したがって、これらの内的及び外的

事象は、本来はそれぞれが個別に検討されるべき性格のものである。  

米国の例をみると、１９９１（平成３）年より外的事象を含めた個別プラ

ントごとの確率論的安全評価（「ＩＰＥＥＥ」という。）の実施を各原子力

事業者に要求し、「地震」「内部火災」「強風・トルネード」「外部洪水」

及び「輸送及び付近施設での事故」の事象についての評価手法を開発して評

価を行い、１９９６（平成８）年には、これを終了しており、その結果を、

米国原子力委員会（ＮＲＣ）として、２００２（平成１４）年には「ＩＰＥ

ＥＥ報告書」を公表している。 

わが国においては、シビアアクシデント対策が検討された１９９２（平成

４）年当時においては、通商産業省（当時）は、海外の状況を調べ、外的事

象を含めた個別プラントごとの確率論的安全評価（ＩＰＥＥＥ）の研究・開

発の実施の必要性や、火災・内部溢水・地震等の外的事象のリスクも認識し

ていたが、同年、通産省の公益事業部長通達は、原子力事業者に原子炉運転

時の内的事象に関する確率論的安全評価の実施を求め、外的事象に対する確

率論的安全評価によるシビアアクシデント対策は将来の課題とするにとどめ

た。 

しかし、シビアアクシデント対策が法規制の対象とされなかったことから、

その後、外的事象を対象とするシビアアクシデント対策という課題は具体的

な対策に取り込まれなかった。その結果、福島第一原発については、１９９

２（平成４）年における検討から本件事故に至るまで約２０年近い期間があ

りながら、地震・津波等の外的事象を対象とした確率論的安全評価に基づく

シビアアクシデント対策は検討されないまま、今回の震災を迎えることとな

ったものである（甲Ｂ１「国会事故調」１１０頁）。 

２ 国がシビアアクシデント対策を法規制の対象にしなかったこと～特にＳＢ
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Ｏ対策を怠ったことについて～ 

⑴ はじめに 

わが国においては、被告国が、地震・津波等の外的事象を原因事象とする

シビアアクシデント対策を実施することなく推移した。とりわけ重要なこと

は、シビアアクシデントの重要な要因として位置づけられる全交流電源喪失

（ＳＢＯ）に対する対策について、被告国が、地震・津波等の外的事象を原

因事象として評価・検討することをしないまま推移したことである。 

以下、全交流電源喪失に対する対策が、安全設計指針に盛り込まれた１９

７７（昭和５２）年、及びシビアアクシデント対策の法規制の導入を見送っ

た１９９２（平成４年）の経過を確認し、さらにその後、内的事象のみを対

象としたシビアアクシデント対策のみが自主的に検討された経過を確認し、

最終的には、ラストチャンスとも言うべき２００６（平成１８）年の耐震設

計指針の改訂の機会にも、地震・津波等の外的事象を対象としたシビアアク

シデント対策を取ることなく推移した経過を、時系列に沿って整理して主張

する。 

⑵ わが国における全交流電源喪失（ＳＢＯ）に対する指針の不備 

ア シビアアクシデントに関する指針上の規定 

原子力委員会（当時）は、１９７７（昭和５２）年に、安全設計審査指

針を改訂した。その「指針９」は、「電源喪失に対する設計上の考慮」と

して、「原子力発電所は、短時間の全動力電源喪失に対して、原子炉を安

全に停止し、かつ、停止後の冷却を確保できる設計であること。」とされ、

かつ、その「解説」において、「長期間にわたる電源喪失は、送電系統の

復旧または非常用ディーゼル発電機の修復が期待できるので考慮する必要

がない。」とされた。 

その後、１９９０（平成２）年に、安全設計審査指針の改訂が行われた

が、そこでは上記の内容は「指針２７」とされ、「原子炉施設は、短時間
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の全交流動力電源喪失に対して、原子炉を安全に停止し、かつ、停止後の

冷却を確保できる設計であること。」とされ、その解説においても、「長

期間にわたる全交流動力電源喪失は、送電線の復旧又は非常用交流電源設

備の修復が期待できるので考慮する必要がない。」と若干の字句の入れ替

えがなされたほか、実質的な内容はそのまま維持されるに至っている。  

イ 指針２７は地震と津波の同時発生による全交流電源喪失を考慮してい

ない 

しかし、この指針の内容は、本件事故の経過からしても明らかなように、

地震とそれに随伴する津波による被害の併発を考慮していないという点に

おいて、決定的に誤っているといわざるを得ない。そして、この点の判断

の誤りは、長期間の全交流電源喪失に直結するものであり、その結果とし

て、炉心の冷却機能を喪失し、炉心の損傷に至る重大事故をきたしたもの

として、きわめて重大なものといわなければならない。  

上記のとおり、指針２７は、結論として「長期間にわたる全交流動力電

源喪失は・・・考慮する必要はない」とする。そして、その理由としては、

「送電線の復旧又は非常用交流電源設備の修復が期待できる」という点を

根拠とする。 

この理由は、機器の経年劣化等による故障や、人為的な操作ミス等によ

る機器の損傷等については妥当するかもしれない。しかし、原子炉施設が、

地震及びそれに随伴する津波による被害に見舞われた場合には、必ずしも

妥当しない。なぜなら、そもそも外部電源から電力を供給する送電線は、

原子炉施設ほどの耐震性を備えていないことから、原子炉施設に損傷が生

じない程度の地震動によっても損傷し、その結果として外部電源が失われ

ることは十分あり得るところである。 

他方、発電所施設内の非常用交流電源設備については、一定の耐震性が

備わっているものとされていることから、送電線が損傷して外部電源が失
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われた場合においても破損等を免れ、発電所施設内で通常稼働することが

期待され電気の供給を維持することが可能となりうるのであり、本来的に

そうした機能を期待されているものである。しかし、この非常用交流電源

設備も、発電所施設内に集中的に設置されていて地震と共に津波による浸

水の被害を受けた場合においては、非常用交流電源設備が浸水に対して非

常に脆弱なものであることにより、すべての非常用交流電源設備が一斉に

機能喪失に至る可能性が相当程度あるものといわなければならない。  

以上のとおり、強い地震動とこれに伴う津波による浸水の可能性を前提

とすれば、短時間（３０分以内）に「送電線の復旧又は非常用交流電源設

備の修復が期待できる」とは到底いえないのであり、前記指針は、その前

提を誤っているというしかない。 

次に、指針２７の解説が、「系統構成又は運用（常に稼働状態にしてお

くことなど）により」、（信頼度が）「十分高い場合においては全交流動

力電源喪失を想定しなくてもよい」としている点について検討すると、こ

の点も通常運転に伴う機器の故障等を前提とすれば、確かに「系統構成又

は運用（常に稼働状態にしておくことなど）により」信頼度を高めること

は可能であろう。しかし、強い地震動とそれに随伴する津波による被害を

前提とした場合には、浸水に対して非常に脆弱な非常用交流電源設備が一

斉に機能喪失することは当然想定されるのであるから、「系統構成又は運

用（常に稼働状態にしておくことなど）」によるだけでは、こうした地震

及びこれに随伴する津波による被害に対しては、機器の信頼性を確保する

ものとしては十分ではないといわざるを得ない。  

仮に、前記指針が、地震及びこれに随伴する津波による被害を前提とし

てもなお、全交流電源喪失を想定する必要がないとするのであれば、その

ためには、地震及び津波による原子炉施設の浸水があっても、なお、機器

の信頼性が損なわれないだけの十分な防水対策や、浸水を避けるための配



24 

置上の配慮がなされていることが当然の前提とされなくてはならないはず

である。しかるに、上記解説では、こうした地震及びこれに伴う津波に対

する防御を考慮することなく、単純に「系統構成又は運用」による信頼度

の確保によって、全交流電源喪失に対する考慮を不要としてしまっている

のであり、この点は、自然災害に対する事前の配慮が欠けていると言わざ

るを得ない。 

以上から、安全設計審査指針の指針２７が「長期間にわたる全交流動力

電源喪失は考慮する必要がない」としているのは、同指針が、地震及びそ

れに随伴する津波による浸水という外的事象による原子炉の損傷の危険を

想定していないことに基づくものというしかない。  

この点については、「政府事故調査報告書（中間）」も、安全設計審査

指針の「検討では、いずれも外部電源の故障と内部電源の故障は独立な事

象であると仮定しており、設計上の想定を超える自然災害によってＳＢＯ

が発生する事態は想定されていない」と指摘している（甲Ｂ２の１「政府

事故調・中間報告書」４１３～４１４頁）。 

そして、少なくとも、わが国の日本海溝に沿う太平洋岸において、巨大

地震及びそれに伴う巨大津波の同時発生の可能性が排除されないものであ

った以上、「指針２７」がこうした事象を考慮の埒外においている点は、

「災害が万が一にも起こらないようにする」（伊方原発最高裁判所判決）

ことが求められる原子力発電の安全指針としてはきわめて不十分なものと

いうしかない。 

なお、本件原発事故当時の原子力安全委員会委員長であった班目春樹氏

も、この規定の不合理を次のとおり認めている。  

「原子炉の安全設計指針も奇怪です。『長期間にわたる全交流動力電源

喪失は、送電線の復旧または非常用交流電源設備の修復が期待できるので

考慮する必要がない。』と解説にわざわざ書いてある。国会事故調、政府
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事故調ともに、この一文が今回の事故をもたらしたと指摘しています。私

も『明らかな間違い』だと思っていました。」（甲Ｂ３８「証言班目春樹」

１４４～１４５頁） 

原子力安全委員会の委員長自身によって「奇怪」とされる「指針２７」

が、１９７７（昭和５２）年から２０１１（平成２３年）の本件原発事故

発生まで、約３４年間にわたってなぜ放置され続けてきたのか。  

以下、この間の経過を時系列に沿って整理する。  

⑶ スリーマイル島原発事故及び米国の法規制の先行 

１９７７（昭和５２）年と１９９０（平成２）年の２度の安全設計審査指

針の改訂の間には、１９７９（昭和５４）年３月のスリーマイル島原発事故

の発生があり、原子炉の安全の観点でシビアアクシデント対策が極めて重要

なものであることが、国際的に認識されるに至った。また、スリーマイル島

原発事故に先立ち米国においては、１９７５（昭和５０）年に米国原子力委

員会のラスムセン報告が、全交流電源喪失事故（ＳＢＯ）が炉心損傷頻度に

重要な寄与を占めることを示すに至り、米国原子力規制委員会は１９８６年

６月、全交流電源喪失（ＳＢＯ）についての技術評価を記載した文書（ＮＵ

ＲＥＧ―１０３２）を発行し、その中で全交流電源喪失（ＳＢＯ）による炉

心損傷頻度を１０―５／炉年以下にすることが望ましく、このためには各発電

所において全交流電源喪失（ＳＢＯ）が２～８時間継続した場合でも炉心損

傷に至らないという耐久能力を有すべきであると結論付けた。これを受けて、

同委員会は１９８８（昭和６３）年７月、新たに連邦規則に自然現象などの

外部事象をも対象とする「全交流電源喪失（ＳＢＯ）規則」を追加し、全交

流電源喪失（ＳＢＯ）に対するシビアアクシデント対策を法規制として求め

るに至った（甲Ｂ２の１「政府事故調・中間報告書」４１２頁、甲Ｂ３９「原

子力発電所における全交流電源喪失事象について」平成５年６月１１日・原

子力安全委員会原子力施設事故・故障分析評価検討会全交流動力電源喪失事
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象検討ワーキング・グループ２頁）。 

こうした経過があったにもかかわらず、わが国においては、被告国（原子

力安全委員会）は、１９９０（平成２）年に行われた安全設計審査指針の改

訂に際しても、「長期間にわたる電源喪失は・・・考慮する必要がない。」

という合理性を欠く指針を見直すことをしなかった。 

⑷ 平成４年、５年時点でのシビアアクシデント対策の先送り 

ア 原子力安全委員会によるシビアアクシデント対策の先送り 

原子力安全委員会は、米国スリーマイル島原発事故や旧ソ連のチェルノ

ブイリ原発事故を受け、それぞれ事故調査特別委員会を設置して報告書を

作成するなどし、１９８７（昭和６２）年７月に設置された共通問題懇談

会がシビアアクシデント対策について検討、報告し、最終的には１９９２

（平成４）年５月に、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデ

ント対策としてのアクシデントマネージメントについて」（乙Ｂ８）を決

定した。この報告書においては、沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）プラントにお

けるシビアアクシデント対策のうちフェーズ（炉心損傷事態の回避措置）

の対象事象の筆頭に「全交流動力電源喪失事象」を挙げている。  

もっとも、この決定は、「我が国の原子炉施設の安全性は、･･･（中略）･･･

多重防護の思想に基づき厳格な安全確保対策を行うことによって十分確保

されている。」「原子炉施設のリスクは十分低くなっている」「アクシデ

ントマネージメントの整備はこの低いリスクを一層低減するもの」「原子

炉設置者において効果的なアクシデントマネージメントを自主的に整備し、

万一の場合にこれを的確に実施できるようにすることは強く奨励されるべ

きである」などとするもので、事業者の自主的なシビアアクシデント対策

を奨励するものにすぎず、全交流動力電源喪失事象などを想定したシビア

アクシデント対策を法的な規制の対象としないものとした。  

イ 通商産業省によるシビアアクシデント対策の先送り 
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原子力安全委員会の決定を受けて、１９９２（平成４）年７月通産省資

源エネルギー庁は、「アクシデントマネジメントの今後の進め方について」

（乙Ｂ１０）を発したが、そこにおいても「我が国の原子力発電所の安全

性は確保され、シビアアクシデントの発生の可能性は工学的には考えられ

ない程度に小さい」とされ、アクシデントマネジメントは、「『知識ベー

ス』の措置であり」「原子炉の設置又は運転などを制約するような規制的

措置を要求するものではない。」として、規制の先送りを確認している。  

ウ 原子力安全委員会による全交流動力電源喪失対策の先送り 

原子力安全委員会は、１９９３（平成５）年に、「仮に短時間で交流電

源が復旧できずＳＢＯが長時間に及ぶ場合には、非常用蓄電池の枯渇によ

る運転監視・制御機能等が失われ炉心の冷却等が維持できなくなることか

ら、炉心の損傷等の重大な結果に至る可能性が生じると考えられる。」と

し、かつ「近年、米国でＳＢＯに対する規制措置が取られていること等に

鑑み」、全交流電源喪失事象についてシビアアクシデント対策の検討を行

った。 

しかし、この検討結果においても、わが国の過去の外部電源喪失頻度、

及び非常用ディーゼル発電機の起動失敗確率などのデータに基づき、「内

的事象のみを起因事象としたＰＳＡ（確率論的安全評価のこと・引用注）

結果によればＳＢＯによる炉心損傷発生頻度は低く」、米国原子力規制委

員会（ＮＲＣ）の目標値を達成するとして、外的事象に基づく全交流電源

喪失を一切考慮することをせず、安全設計審査指針の全交流電源喪失につ

いての指針の見直しをしなかった（甲Ｂ３９「原子力発電所における全交

流電源喪失事象について」）。 

⑸ その後の対策が内的事象についての自主的な検討にとどまったこと  

以上にみたように、１９９２（平成４）年から翌年にかけての被告国によ

る全交流電源喪失事象に対する対策の検討の結果は、シビアアクシデント対
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策を法規制の対象とせず、また、シビアアクシデント対策に地震・津波等の

外的事象を組み込まず、その結果として安全設計審査指針の全交流電源喪失

対策の規定を見直さなかったというものである。  

その後、被告国は、こうした方針に従って、原子力事業者による自主的な

シビアアクシデント対策の推進を指導するに至った。その過程で、通産省（当

時）は、炉型別代表プラントについてアクシデントマネジメントの検討を行

い、その結果を「軽水型原子力発電所におけるアクシデントマネジメントの

整備について・検討報告書」（平成６年・通商産業省、乙Ｂ１２）にまとめ

たが、その際にも「ＰＳＡ（確率論的安全評価・引用注）からは地震などの

外的事象は全て省かれ、外的事象に対するＡＭ（アクシデントマネジメント・

引用注）は検討されなかった。」（当時の担当課長の言・甲Ｂ２の１「政府

事故調・中間報告書」４２１頁） 

１９９４（平成６）年には原子力安全委員会に「アクシデントマネージメ

ント検討小委員会」が設置されシビアアクシデント対策が検討され、翌年１

１月には「軽水型原子力発電所におけるアクシデントマネージメントの整備

について」と題する報告書が提出されるにいたったが、ここにおいても、耐

震性に関する言及は一切なく、委員会の関係者は「ＡＭというのは原子炉の

話だという思い込みだったのか、地震の議論をした記憶はない。」としてい

る（同４２２頁）。 

こうした経過の後、原子力事業者は、２００２（平成１４）年３月までに

全ての原子力発電所においてアクシデントマネジメントの整備を完了し、こ

れに対して原子力安全・保安院が検討を行い、同年、「軽水型原子力発電所

におけるアクシデントマネジメントの整備結果について・評価報告書」（乙

Ｂ１６号証）において事業者のアクシデントマネジメントの有効性評価を妥

当として追認し、１９９２（平成４）年からの運転時の内的事象確率論的安

全評価によるアクシデントマネジメント整備は一通り終わったと認識される
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に至った（同４２４頁）。 

しかし、これらはいずれも、内的事象を対象とするものであり、被告国は、

地震・津波等の外的事象を対象とするシビアアクシデント対策を検討するこ

とはなく、外的事象を対象とした全交流動力電源喪失対策も検討もしなかっ

た。 

わが国において唯一実施された外的事象を対象とした確率論的安全評価は、

２００４（平成１６）年に事業者及び規制当局である原子力安全・保安院に

よる地震についての確率論的安全評価である。被告国は、この評価結果につ

いては、国内の炉心損傷頻度の基準（１０―５／炉年）を大きく上回るプラン

トが多数存在したため公表しなかった（甲Ｂ１「国会事故調」１１１頁）。 

⑹ 最後の見直しの機会も見送り―２００６年耐震設計審査指針改訂 

原子力安全委員会は、シビアアクシデント対策の原因事象となる外的事象

に関しては、２００１（平成１３）年から耐震設計審査指針の見直しに着手

し、約５年の歳月をかけて検討を重ねて２００６（平成１８）年に、耐震設

計審査指針の改訂を行った。この改訂に際しては、基準地震動の策定方法の

高度化、「残余のリスク」の認識とそれを合理的に実行可能な限り小さくす

る努力を求めるなどを示し、また地震随伴事象として津波に対する対策も抽

象的ではあるが、明示した。 

この耐震設計審査指針の改訂は、先に原子力安全委員会がシビアアクシデ

ント対策を法規制の対象から除外する決定をなした１９９２（平成４）年か

ら、既に１４年もの歳月が流れた後のことである。その間、先に米国の例を

みたとおり、原子力の安全確保に関する考え方及び確率論的安全評価手法の

技術などは、日々進歩を重ねてきたところである。「科学技術は不断に進歩、

発展しているのである」から、原子炉施設の安全性に関する基準は「最新の

科学技術水準への即応性」（伊方原発最高裁判決）が要請されるものである

ことからすれば、１９９０（平成２）年以来の１６年ぶりに、シビアアクシ
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デント対策の原因となる外的事象についての指針の改訂の際にこそ、従前、

見過ごされてきた外的事象のシビアアクシデント対策が法規制として導入さ

れるべきことは当然に期待されるところである。特に、全交流電源喪失に関

する安全設計審査指針の指針２７は、実質的には１９７７（昭和５２）年以

来改訂されていないことを考えれば、これをこの機に見直されるべきは当然

といわなければならない。 

しかし、被告国（原子力委員会）は、この耐震設計審査指針の改訂に際し

ても、地震ないし地震随伴事象である津波、すなわち外的事象に対するシビ

アアクシデント対策は盛り込まず、また全交流電源喪失に対する対策も導入

しなかった。 

⑺ 技術基準を定める経済産業省令とシビアアクシデント対策 

ア 万が一にも事故が起こらないようにするための技術基準 

経済産業大臣の電気事業法３９条の規定に基づく省令制定権限（技術基

準を定める権限）は、原子力の利用に伴い発生するおそれのある受容不能

なリスクから国民の生命・健康・財産や環境に対する安全を確保すること

を主要な目的として、万が一にも事故が起こらないようにするため、技術

の進歩や最新の地震、津波等の知見等に適合したものにすべく、適時にか

つ適切に規制権限を行使することが求められる。そして、技術の進歩や最

新の地震、津波等の知見等に適合した技術基準に基づく万全の安全確保措

置を執った上で、この新たな技術基準に適合させるため、技術基準に適合

させる権限（同法４０条）を適時にかつ適切に行使し、国民の生命・健康・

財産や環境に対する安全を確保することが求められるというべきである。 

そして、２００２（平成１４）年、遅くとも２００６（平成１８）年ま

でに福島第一原発の主要施設を浸水させる規模の津波が起こりうる可能性

が明らかになったのであるから、経済産業大臣は、２００２（平成１４）

年、遅くとも２００６（平成１８）年までに、最新の地震、津波の知見等
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に適合したアクシデント対策を技術基準省令に規定し、かつ、原子炉等を

この技術基準に適合させることを求める権限（電気事業法４０条）を行使

すべきであった。しかし、経済産業大臣は、シビアアクシデント対策とし

て、１９９０（平成２）年安全審査指針２７を技術基準省令６２号に反映

するという改正を行うにとどまり、他にシビアアクシデント対策を行わな

かった。 

イ ２００６年改正技術基準省令６２号の誤り 

経済産業大臣は、２００６（平成１８）年の技術基準省令６２号改正に

よって、技術基準省令６２号１６条５号、３３条第５項に、短時間の全交

流電源喪失に限って規定をし、地震と津波の同時発生による「長時間」の

全交流電源喪失、並びにこれによる施設の損傷及びそれによる施設外への

放射性物質の拡散等の危険を考慮しなかったのは誤りである（甲Ｂ４０「発

電用原子力設備に関する技術基準省令６２号の一部改正について」２００

５年７月１日原子力安全・保安院、原子力安全基盤課）。 

安全設計審査指針の内容がきわめて不十分であったことは、前記のとお

りであるが、技術基準省令６２号は、この安全設計審査指針の欠陥をその

まま追認するがごとくに「短時間」の全交流電源喪失のみを規定し、地震

と津波の同時発生による施設への損傷及びそれによる施設外への放射性物

質の拡散等の危険を考慮した「長期間」の全交流電源喪失を考慮しなかっ

たことはきわめて不適切であった。 

また、２００６（平成１８）年９月１９日に耐震設計審査指針が改訂さ

れたが、この新耐震設計審査指針は、「残余のリスク」を考慮し、地震随

伴事象に対する考慮がなされた点で、新しい知見を反映したものであった。

技術基準省令６２号は２００６（平成１８）年１月１日に改正されたが、

耐震設計審査指針の改訂作業自体は、２００１（平成１３）年６月から、

原子力安全基準専門部会が行っており、上記の新しい知見を技術基準省令
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６２号の２００６（平成１８）年改正時に反映することは可能であったは

ずである。しかるに、このような知見さえも反映しなかった技術基準省令

は極めて不十分であったのである。 

ウ 小括 

以上のように、経済産業大臣は、２００６年改正技術基準省令６２号に

おいて、長期間の全交流電源喪失に対する対策に関する規定を定めず、ま

た、新耐震設計審査指針の知見さえも反映させることもしないで、短時間

の全交流電源喪失に限って規定をし、地震と津波の同時発生による「長時

間」の全交流電源喪失、並びにこれによる施設の損傷及びそれによる施設

外への放射性物質の拡散等の危険を考慮しなかったのは誤っていたのであ

る。 

⑻ シビアアクシデント対策を先送りした被告国の意図の不合理 

わが国において、シビアアクシデント対策の法規制が立ち遅れた背景につ

いて、国会事故調査委員会は次のとおりに整理している。すなわち、 

「日本のＳＡ対策は、規制当局と当事者の足並みがそろった検討過程の中

で、訴訟とバックフィットによる既設炉の稼働率への影響がないことを重要

な判断基準として対応されてきた。結果として現状のＳＡ対策は、事業者に

よる『知識ベース』の自主対策のままであり、外部事象、人為的事象の検討

も積極的に進められることはなかった。」（甲Ｂ１「国会事故調」１０７頁） 

２０１０（平成２２）年以降のシビアアクシデント対策の規制化の流れと

いう状況下においても、電気事業連合会は規制当局に対して「既設炉に対す

る訴訟リスクの観点から影響のないこと」及び「運転停止に至ることがない

こと」を前提に働きかけを行っており、これに対して、規制当局である原子

力安全・保安院長が「事業者の立場や事実関係は承知している。現実に既存

炉が到達できないことを要求するつもりはない。お互い、訴訟リスクを考慮

に入れて慎重に考えていきたい。」と応じている（電気事業連合会の内部資
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料）。国会事故調報告書はこうした関係を「規制当局と電気事業者の『虜』

の関係」と評した（甲Ｂ１「国会事故調」１０７～１０９頁、４７６～４７

７頁）。 

以上の事実関係は、２０１０（平成２２）年以降の規制化の流れに対する

電気事業連合会の資料を国会事故調査委員会が入手したことによって白日の

もとに明らかにされたところであるが、同様の経過は、１９９２（平成４）

年当時に、シビアアクシデント対策の規制化が見送られた際にもみられた事

態である。 

政府事故調査委員会は、わが国においてシビアアクシデント対策を事業者

の自主的な取り組みと位置付けた経過について関係者に聞き取りを行ったが、

その際には「規制当局においては、過去の原子炉設置許可処分取消訴訟等の

行政訴訟において、決定論的な設計基準事象とその根拠を説明することによ

って、現行規制において安全は十分確保されていると説明していた。そのた

め、共通問題懇談会当時、安全委員会及び通商産業省（当時）においては、

ＳＡ対策を国内に導入するに当たって、ＳＡ対策を規制要求とすると、現行

の規制には不備があり、現行施設に欠陥があることを意味することとなって

しまい、過去の説明との矛盾が生じてしまうのではないかとの議論があっ

た。」とされている（甲Ｂ２の１「政府事故調・中間報告書」４１８頁）。 

すなわち、電力会社は、「これまで地元に安全であると宣伝していたこと

が覆るから」と規制化に反発し、被告国は当時抱えていた原発設置許可取消

訴訟で、原子力発電の危険性を認め不利になると考え、両者の思惑が一致し

てシビアアクシデント対策を規制から外すこととなったのである。  

規制を行わなかった代表例が、安全設計審査指針の指針２７「電源喪失に

対する設計上の考慮」の項目であり「長期間にわたる全交流動力電源喪失は、

送電線の復旧又は非常用交流電源設備の復旧が期待できるので考慮する必要

がない。・・・設計上全交流動力電源喪失を想定しなくてもよい。」との規
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定の見直しを行わなかったことである。 

原子炉が重大な危険を内包するものであり、「災害が万が一にも起こらな

いようにする」ことが求められるものであることから、安全の確保を何より

も最優先すべきは当然であって、被告国及び電気事業連合会の対応は、過去

の地元説明のいきさつや、既存炉に関する訴訟リスク対応を優先し、安全施

策の実施を意図的に緩めたものといわざるを得ず、本件原発事故の結果の重

大性を思うとき、被告国と原子力事業者の規制・対策の怠慢は「組織の犯罪」

といっても言い過ぎではない。 

 

第５ 被告国が行った耐震設計審査指針の改定及び耐震バックチェックでは規制

権限の行使として不十分であること  

    被告国は、耐震設計審査指針の改定及び耐震バックチェックを行ったことで、

規制権限を適切に行使したと主張するようである（被告国第４準備書面「第

３・２」）。 

   しかし、以下に述べるとおり、被告国がなした新耐震設計審査指針の改定及

び耐震バックチェックでは適切に規制権限を行使したことにはならない。  

１ 新耐震設計審査指針の問題点 

⑴ 基準地震動を超える地震の頻発を無視している  

新耐震設計審査指針の基本方針は、耐震設計上重要な施設に関して、「施

設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大き

な影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動」による地震力

に対して、安全機能が損なわれないようにすることにあるとされ、「基準地

震動Ｓｓ」が策定された。 

もっとも、新耐震設計審査指針が定める基準地震動Ｓｓは、たとえば活断

層の調査については「敷地からの距離に応じて、地形学・地質学・地球物理

学的手法等を総合した十分な活断層調査を行うこと」とし、基準地震動の評
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価に関しては、「適切な手法を用いて応答スペクトルを評価」する、「適切

な手法を用いて震源特性パラメータを設定」する、策定に伴う「不確かさ（ば

らつき）については、適切な手法を用いて考慮する」など抽象的な文言が並

べられている。欧州における規制にみられる、たとえば「１万年に１回の発

生頻度」といった数値的な基準はない。 

そのため設定された基準地震動は、実際に発生する地震を的確に予測でき

ず、基準たり得ないものとなっている。現に新耐震設計審査指針策定に前後

する約５年半の間に、４回の地震で延べ５箇所の原発において設計基準地震

動を超過する地震動が生じている。すなわち、新耐震設計審査指針策定前の

２００５（平成１７）年８月１６日の宮城県沖地震（Ｍ７．２）では、東北

電力女川原子力発電所において観測された地震動が基準地震動Ｓ１及びＳ２

（当時）を超えていた。新耐震設計審査指針策定後も、２００７（平成１９）

年３月２５日の能登半島沖地震（Ｍ６．９）では北陸電力志賀原子力発電所

において、同年７月１６日の新潟県中越沖地震（Ｍ６．８）では柏崎刈羽原

子力発電所１～７号機の全号機において、いずれも、基準地震動を上回る地

震動が観測された。そして２０１１（平成２３）年３月１１日の東北地方太

平洋沖地震（Ｍ９．０）では、女川、福島第一、東海第二の各発電所の３箇

所で基準地震動を超えた地震動が観測された。  

新耐震設計審査指針が定める基準地震動Ｓｓは、その策定に関する規定が

抽象的であいまいであるばかりでなく、実際に発生する地震動を十分に予測

しえていない。指針のいうところの「極めてまれ」どころか、わずか５年半

のうちに４回、延べ５箇所もの原子力発電所において、これを超える地震動

が観測されているのであり、耐震設計の安全性を確保するための「基準」と

しては、考慮すべき地震動の範囲が狭すぎるといわざるを得ない。 

⑵ 「残余のリスク」への対処が曖昧にされたこと  

新耐震設計審査指針においては、基準地震動を超える「残余のリスク」の
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存在が明記され、それに対して確率論的安全評価を通じての可能な限りの対

策に努力すべき旨の言及がある。また、「基本設計の段階のみならず、それ

以降の段階も含めて」これを考慮すべきとされ、新設炉のみならず既設炉に

ついてもこれを考慮すべきとされている。こうした前進面はあるものの、も

う一方で、「残余のリスク」は、指針の本文にはとりあげられることなく、

「基本方針」の解説中の言及にとどめられるという曖昧な位置づけにとどま

った。また、「残余のリスク」に対する配慮として、「合理的に実行可能な

限り小さくするための努力が払われるべき」とされて、あくまでも、事業者

の自主性にゆだねられた努力義務にとどめられ、規制的な措置から除外され

たという点において、実効性が期待できないものにとどまってしまっている。 

⑶ 津波対策の問題点 

ア 基準地震動が不十分である以上、津波の想定も不十分である  

前記のとおり、新耐震設計審査指針が定める基準地震動Ｓｓは、これを

上回る地震動が頻発しており、地震対策として十分であるとは言い難いも

のであった。設計基準地震動において実際の地震動をとらえきれないもの

である以上、地震に随伴する事象である津波について適切な想定ができる

ものとは到底言えない（地震の大きさが直接に津波の大きさに比例するも

のではないが、少なくとも前者の評価が的確でない場合には後者の評価も

的確さを欠くことになるといえる。）。新耐震設計審査指針は、敷地に影

響を及ぼすような津波を引き起こす地震の想定（基準地震動の設定）とし

ても、きわめて不十分なものであった。 

イ そもそも「基準津波」についての記載がない 

新耐震設計審査指針においては、津波に関しては、「施設の供用期間中

に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津

波」を考慮すべきとされている。しかし、この規定自体は、抽象的な表現

にとどまりその意味するところも、必ずしも明らかではない。  
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他方、この「極めてまれ・・・」という表現は、新耐震設計審査指針の

地震動に関する規定（「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生す

る可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定すること

が適切なもの」）と同一の表現がとられている。そして、この地震動につ

いては、「耐震設計上考慮する活断層としては、後期更新世以降の活動が

否定できないもの」とされており（新耐震設計審査指針「５．基準地震動

の策定」（２）②）、具体的には、１３万年から１２万年前以降に活動し

た活断層によるものを指すものである。 

そうすると、津波を地震随伴事象としてとらえる新耐震設計審査指針の

考え方からすれば、安全確保のためには、津波との関係においても、設計

上考慮すべき津波（「基準津波」というべき）を設定すべきことは当然で

あり、かつ、少なくとも想定すべき地震と同等の歴史的な評価対象期間（ス

パン）で想定すべきことになる。しかし、新耐震設計審査指針には、「基

準津波」というべき設計上考慮すべき津波についての規定さえなく、もと

より、１３万年から１２万年前以降に発生した津波を想定すべきとする規

定もない。 

指針の他の条項に全て「解説」が付されているが、この「地震随伴事象」

については解説も規定されておらず、結局、具体的対策については事実上、

事業者任せとなってしまっている。 

ウ 津波について「残余のリスク」を考慮すべきことが明記されていない  

新耐震設計審査指針は、地震学的見地からは策定された地震動を上回る

強さの地震動が生起する可能性を否定できず、「残余のリスク」の存在を

認めている。地震動について「残余のリスク」を認める以上、地震随伴事

象である津波についても、当然ながら「残余のリスク」が考慮されるべき

である。この点については、「残余のリスク」の規定が、解説中とはいえ、

指針全体にかかる「３．基本方針」に盛り込まれていることから、各論と
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もいうべき「８．地震随伴事象に対する配慮」にも適用があり、津波につ

いても「残余のリスク」への配慮が求められていると解釈することも可能

である。しかし、他方で、「残余のリスク」の解説がもっぱら地震動を対

象として説明がなされているとして、「残余のリスク」は地震に限定され

た規定であるという余地もある。結局のところ、新耐震設計審査指針は、

必ずしも想定津波を超える高さの津波等のリスクを含む概念であることが

明瞭に示されておらず、曖昧さの残る不十分な規定といわざるを得ないの

である（甲Ｂ２の１「政府事故調・中間報告書」３８４～３８５頁）。 

エ 地震と津波の同時発生による危険への対策が考慮されていない  

２００１（平成１３）年７月１０日の第１回から２００６（平成１８）

年８月２８日まで４８回にわたり開催された耐震指針検討分科会では、基

本ワーキンググループ、施設ワーキンググループ、地震・地震動ワーキン

ググループの３つのワーキンググループに分かれて調査審議が行われた。  

同分科会における議論では、地震随伴事象に関して、次のような議論が

された（甲Ｂ４１「耐震指針検討分科会報告書」１８頁）。 

「まず、周辺斜面の崩壊等及び津波への考慮についての議論がなされ、

引き続き、以下のような具体的な案が追加的に出された。①施設の供用期

間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切

な地震時地殻変動（特に地震に伴う隆起・沈降）に起因する地盤の変形に

よっても、施設の安全機能が損なわれないこと。②検討用地震に随伴する

と想定することが適切な余震の地震動によっても、施設の安全機能が損な

われないこと。③地震時に発生する可能性のある次の諸事象が、発電所の

重大な事故の誘因とならないことを確認する。また、その安全性を評価す

る場合には、その事象の発生の可能性を考慮すること。）発電所に繋がる

送電線および、関連する送電網の状態）冷却水（補助的工業用水を含む）

の供給の安定性）周辺の都市火災、およびそれに起因する煙、ガスの影響）
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近接する化学プラントなどからの、可燃性ガス、毒性ガスの発電所、およ

び、その従業員への影響）上流にあるダムの崩壊の影響（地震に起因する

堰止湖を含む）④周辺人工物の地震による損傷に基づく、間接的影響、す

なわち、火災、毒性ガス、爆発性ガスなどの影響を、評価しなければなら

ない。⑤地震による損傷は、共通事象、同時多発的である。従って、単一

事象としては、対策がとられていても、必要に応じ、同時多発の可能性の

あることを認識して、その対策を考えなければならない。」  

このように、耐震指針検討分科会においては、津波を含む地震随伴事象

について、議論され、地震による損傷が「共通事象、同時多発的」で、「必

要に応じ、同時多発の可能性のあることを認識して、その対策を考えなけ

ればならない」との案も出されていた。ところが、同分科会の結論として

は、地震随伴事象として考慮すべき事項について、基本設計の妥当性にか

かる「安全審査」において設置許可申請の対象となる審査事項として「適

切かつ不可欠であるかどうかという視点、及び現行の他の関連する指針類

で対応されているかどうかとの視点から議論を重ね、最終的には、改訂指

針案のようになった」。 

結果として、新耐震設計審査指針は、津波を地震随伴事象として位置づ

けているにもかかわらず、津波と地震の同時発生による施設への損傷及び

それによる施設外への放射性物質の拡散等の危険について、なんら規定し

ていない。 

オ 新耐震設計審査指針は津波の知見を反映させたものではない  

上記のとおり、新耐震設計審査指針の津波に関する規定は、津波対策の

必要性を抽象的に示すにとどまる。新耐震設計審査指針が策定された２０

０６（平成１８）年に至る過程において、わが国の日本海溝周辺において

発生することが予想される地震及びそれに随伴する津波に関する種々の知

見は日々進展し、その成果は豊富に蓄積されていた。しかるに、こうした
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知見は指針の改訂になんら反映されていない。  

カ バックフィットは求められずバックチェック自体も不十分であったこ

と 

実用発電用原子炉についての安全規制は、電気事業法に基づく技術基準

省令６２号に基づいて実施されるものであり、各種指針類はこの技術基準

に基づく規制に際しての審査基準としての役割を果たすべきものである。

しかるに、この技術基準省令６２号は、２００６（平成１８）年９月１９

日の耐震設計審査指針の改訂とは関係なく、これに先立ち、同年１月１日

に改正がなされた。 

指針の改訂に先立って技術基準省令６２号が改正された時間的関係から

も明らかなように、新耐震設計審査指針における知見や規制方針は、規制

の根拠となる技術基準省令６２号には反映されなかった。  

規制庁である原子力安全・保安院は、耐震設計審査指針の改訂の日の翌

日である同年９月２０日に、「新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施

設等の耐震安全性の評価及び確認に当たっての基本的な考え方並びに評価

手法及び確認基準について」を通達した。これは、いわゆるバックチェッ

クルールを定めたもので、原子力安全・保安院は、これ以外に、既設炉に

新耐震設計指針への適合性を求める、いわゆるバックフィットの規制を定

めることをしなかった。 

前記通達が求めたバックチェックは法的規制ではなかったことから、結

局、その対応は事業者の対応任せとなり、バックチェック自体にも遅れを

もたらすことになった。結局、本件事故時にも福島第一原子力発電所につ

いてのバックチェックは完了していなかったのである。規制が不十分であ

ったことは明白であろう。 

以 上  


