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第１ 貞観津波に関する知見の進展（補足） 

津波については，古地震に関する知見として，貞観津波に関する研究や試

算が蓄積されてきたことは，原告ら準備書面（４）第７（４０頁以下）で論

じたとおりである。ここでは，貞観津波の知見について，主張を補充する。 

 

１ 貞観津波に基づく試算 

被告東京電力は，平成２１年９月７日頃，保安院に対し，資料を示して，

貞観津波に基づく試算結果が，福島第一原子力発電所の地点でＯ．Ｐ．＋９．

２ｍとなる旨を報告した1（甲Ａ１：国会事故調８８頁，甲Ａ２：政府事故

調中間報告３９８頁，４０２頁，甲Ｂ８：東電事故調２１頁）。  

この「Ｏ．Ｐ．＋９．２ｍ」という数字は，平成２３年３月７日付で被告

東京電力が作成した，「福島第一・第二原子力発電所の津波評価について」

と題する報告書（甲Ｂ１１）において，貞観津波の断層モデルを適用した場

合の，福島第一原子力発電所６号機海水ポンプ付近の想定波高と一致してい

る。  

 

すなわち，被告東京電力は，平成２１年９月の時点では，同書面に記載さ

れた試算を既に行っており，被告国も，この試算の内容について被告東京電

力から報告を受け，把握していたと考えられる。  

そして，同書面における１号機ないし４号機の海水ポンプ付近の想定波高

はＯ．Ｐ．＋８．７ｍである。また，これらの試算については，赤字で，「仮

に土木学会の断層モデルに採用された場合，不確実性の考慮（パラメータス

タディ）のため，２～３割程度，津波水位が大きくなる可能性あり」との脚

注が付されている。  

                                                   
1 この点，政府事故調中間報告３９８頁，４０２頁，及び，東電事故調２１頁で，津波

水位の記載が若干異なる。東電事故調によれば，「取水口前面で O.P.+7.8m〜8.9m（満

潮位の考慮方法を変更すると O.P.+7.8m〜+9.2m）程度の津波の高さが算出された」と

のことであり，上記の異同は，複数の津波水位が報告された事を理由とするものである

と考えられる。  
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［甲Ｂ１１：「福島第一・第二原子力発電所の津波評価について」抜粋・加工］  

 

福島第一原子力発電所の敷地高は，１号機ないし４号機でＯ．Ｐ．＋１０

ｍである。仮に海水ポンプ付近でＯ．Ｐ．＋８．７ｍの津波が１号機ないし

４号機を襲った場合，津波の特性上，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍの敷地に大量の海水

が流れ込むことは，容易に推測ができる。  
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また，津波評価技術に基づくパラメータスタディ2を行った場合には，１

号機から４号機の海水ポンプ付近で，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波が想定

されることになる。  

脚注に従い，被告東電の試算結果を１．２倍，１．３倍にした結果は以下

の通りである。  

津波水位 1 号機 2 号機 3 号機 4 号機 5 号機 6 号機 

東電試算 8.7 8.7 8.7 8.7 9.1 9.2 

1.2 倍 10.44 10.44 10.44 10.44 10.92 11.04 

1.3 倍 11.31 11.31 11.31 11.31 11.83 11.96 

 

すなわち，被告国及び被告東京電力は，遅くとも平成２１年９月の時点に

おいて，貞観津波の波源モデルを使用した場合にも，福島第一原子力発電所

の敷地高を超える津波が到来する危険性があることを，具体的に認識してい

た。  

 

２ 森山善範氏に対するヒアリング結果について 

（１）政府事故調査委員会のヒアリングの内容 

上記事実は，本年９月１３日公開された，政府事故調査委員会のヒアリ

ングの内容とも合致しており，信用性が高い。以下，聞取り結果書により

判明した事実経緯を述べる（甲Ｂ２５：「聞取り結果書」）。  

平成２１年９月ころ，被告東電は，保安院名倉審査官に対し，想定波高

がＯ．Ｐ．＋８．０ｍを超える旨報告した。  

平成２２年３月ころ，保安院の耐震安全審査室長であった小林勝は，保

安院審議官森山善範に対し，「津波堆積物の調査結果を踏まえ，近々シミ

ュレーション解析結果が出ると思うが，貞観の地震による津波は簡単な計

算でも，敷地高は超える結果になっている。防潮堤を作るなどの対策が必

要になると思う」旨，報告した。  

小林室長は，名倉審査官に対し，森山審議官に報告した旨を電子メール

                                                   
2 パラメータスタディについては，原告準備書面（４）２０頁参照。  
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にて報告した。  

 

［甲Ｂ２５：聞取り結果書より抜粋］  

 

（２）ヒアリング結果と東電作成資料の内容は合致する 

小林室長の述べる「簡単な計算でも，敷地高を超える結果」は，甲Ｂ１

１に記載された「津波水位を２～３割上昇させる計算を行えば，１乃至４

号機でＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える結果」と意味的に合致する。また，「シ

ミュレーション解析結果」とは，報告時に行われていなかった「パラメー

タスタディ」のことを指すと考えられる。  

以上より，小林氏と森山氏との会話内容は，平成２３年３月７日付の東

京電力の報告内容（甲Ｂ１１）が，既に，平成２１年９月に作成されてお

り，かつ，保安院（被告国）も，同内容を認識していた事を裏付ける事実

である。  

 

３ 小括 

原告ら準備書面（４）において述べた通り，被告国及び被告東京電力は，

平成１４年７月の時点で，長期評価と津波評価技術を組み合わせることで，

福島第一原子力発電所において，Ｏ．Ｐ．＋１５．７ｍの津波の到来を予見

でき，実際に試算していた可能性もある。  

それのみでなく，被告国及び被告東京電力は，平成２１年９月には，上述

のとおり，貞観津波の波源モデルに基づく試算によっても，福島第一原子力
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発電所の敷地高を超える津波が到来することを具体的に予見していた。しか

も，被告国は，津波対策（防潮堤の建設）の必要性を議論していたことが明

らかである。  

被告国が，法４０条に基づき，停止命令・適合命令を出すべき義務がある

ことは，平成２１年９月頃にはより一層明らかになっていたものである。  
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第２ 予見義務及び回避義務の根拠 

１ 被告らの予見義務及び回避義務の発生根拠 

津波について被告らに予見可能性があったことは，原告ら準備書面（４）

で指摘をした。 

以下においては，津波による事故発生について，被告らが負っていた予見

義務及び回避義務の根拠を指摘する。  

 

２ 電気事業法 

事業用電気工作物（当然，発電用原子炉も含まれる）を設置する者は，当

該事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持し

なければならない（電気事業法３９条１項）。  

この主務省令が通商産業省令第６２号，いわゆる技術基準省令である。  

また，主務大臣は，事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技

術基準に適合していないと認めるときは，事業用電気工作物を設置する者に

対し，その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し，改造し，

若しくは移転し，若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ，又はその

使用を制限することができる（電気事業法４０条）。  

本件においては，技術基準省令４条及び５条のいずれによっても，本件に

おいて予見対象となる津波の予見義務及び回避義務が定められていたと評

価できる。  

したがって，被告東電は，この技術基準に適合するよう措置を講じる義務

があり，また，被告国は，福島第一原発が技術基準に適合していなかったの

であるから，電気事業法４０条に基づく権限行使として技術基準適合命令を

発することができ，また，そのようにすべきであった。  

以下，福島第一原発が具体的に技術基準のどの部分に適合していなかった

かを指摘する。  

 

３ 技術基準省令第４条 

技術基準省令第４条（防護措置等）は，津波を含む想定される自然現象に
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より原子炉の安全性を損なう恐れがある場合には，防護措置等，適切な措置

を講じなければならないとしている。  

技術基準省令は，平成１７年７月１日，大規模改正を受けた。  

すなわち，改正前は技術基準及びそれを補完する告示からなる体系であっ

たが，改正後は，技術基準は性能及び機能を規定する規定とともに，これを

実現する具体的な手法や仕様は学術団体である学会，協会等で策定された規

格を技術評価し，仕様規格として位置づけて活用する安全規制体系となった。 

この改正に当たっては，平成２年に改訂された原子力安全委員会の指針で

規定される事項と技術基準の整合性を図ることとされた。整合性の確保が求

められた指針には，いわゆる安全設計審査指針が含まれている（以上につい

て，原子力安全基盤機構（現在は，廃止）作成にかかる「発電用原子力設備

に関する技術基準を定める省令と解釈に対する解説」甲Ｂ２６号証）。  

技術基準省令４条の関連指針は，安全設計審査指針２，３である。  

そして，安全設計審査指針２は，「安全機能を有する構築物，系統及び機

器は，地震以外の想定される自然現象によって原子炉施設の安全性が損なわ

れない設計であること，重要度の高い特に高い安全機能を有する構築物，系

統及び機器は，予想される自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件，又は

自然力に事故荷重を適切に組み合わせた場合を考慮した設計であること。」

としている。  

安全設計審査には，指針以外に指針に対する解説が付されている。その解

説によると下記の通りとされている。  

① 「自然現象によって原子炉施設の安全性が損なわれない設計」とは、

設計上の考慮を要する自然現象又はその組合わせに遭遇した場合におい

て、その設備が有する安全機能を達成する能力が維持されることをいう

。  

② 「予想される自然現象」とは，敷地の自然環境を基に，洪水，津波，

風，凍結，積雪，地滑り等から適用されるものをいう。 

③ 「自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件」とは，対象となる自然

現象に対応して，過去の記録の信頼性を考慮の上，少なくともこれを下

回らない苛酷なものであって，かつ，統計的に妥当とみなされるものを
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いう。 

本件に照らしてみれば，福島第一原発は，その立地条件から当然に津波を

予想されるものである。  

また，長期評価によれば，最も苛酷と考えられる条件として，明治三陸沖

津波の波源モデルを福島沖において津波高を想定すべきであった。  

すなわち，原告ら準備書面（４）でも述べたとおり，被告国及び被告東電

は，遅くとも平成１４年内にＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波が福島第一原発

敷地内に到来することを予見し得たのであり，当該津波は，予想される自然

現象である。  

長期評価によれば，最も過酷と考えられる条件は，福島県沖に「三陸沖か

ら房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）」といわれるもののう

ち，明治三陸沖地震の波源モデルに相当する地震が発生することである。  

そして，津波地震の確率は，３０年間で特定の海域でも６パーセントとさ

れていたのであるから，統計的にもこのように想定することには妥当性があ

った。 

したがって，安全設計審査指針に忠実に最も過酷な条件を考慮すれば，本

件津波が到来したとしても，設備が有する安全機能を達成する能力が維持さ

れるように安全対策をするべきであったというべきである。  

 

４ 技術基準省令第５条 

技術基準省令５条１項は，「原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材

により駆動される蒸気タービン及びその附属設備は，これらに作用する地震

力による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設しなければ

ならない。」と規定する。  

また同条２項は，「前項の地震力は，原子炉施設ならびに一次冷却材によ

り駆動される蒸気タービン及びその附属設備の構造ならびにこれらが損壊

した場合における災害の程度に応じて，基礎地盤の状況，その地方における

過去の地震記録に基づく震害の程度，地震活動の状況等を基礎として求めな

ければならない。」と規定する。  

地震は，当然，津波等の随伴事象を伴うものであって，このことは，平成
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１８年９月１９日，原安委によって決定されたいわゆる新耐震設計審査指針

においても指摘されている。  

新耐震設計指針は，「８．地震随伴事象に対する考慮」において施設は，

地震随伴事象について，次に示す事項を十分考慮した上で設計されなければ

ならないとし，その考慮事項の（２）として，「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ると想定することが適切な津波によっ

ても，施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。」を定めて

いる。  

このような考慮は，平成１４年の時点においても十分に可能だった。  

 

５ 小括 

以上の通り，被告国は電気事業法３９条に基づいて被告東電に対し技術基

準適合命令を発するべきであったし，被告東電は，同じく同条に基づいて技

術基準に適合させるべく，必要な安全対策をとるべきであった。 
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第３ 津波浸水の回避措置及び回避可能性 

１ はじめに  

  平成２３年３月の福島第一原発事故以降，被告国は，従来の規制を見直

し，関係法令を改正し，規制を炉規法に一元化した。また，原子力規制委

員会（事故後新設）は，福島第一原発事故の原因を踏まえて，同委員会規

則，及び，規制の審査基準を具体化した内規を策定した。これら「規則」

及び「内規」全体が，いわゆる「新規制基準」である。  

  他方，被告東電は，平成２５年３月「福島原子力事故の総括および原子

力安全改革プラン」と題する，総括文（甲Ａ５，６）を公開し，福島第一

原発事故の事故総括を行うとともに，国会事故調等の提言を踏まえた，再

発防止策を策定し，柏崎刈羽原発等において実施した。そして，同年９月，

被告東京電力は，自社総括，及び，新規制を踏まえ，柏崎刈羽原発６，７

号機の新基準適合性審査を申請した。  

  被告国の新規制基準，及び，被告東電の再発防止策は，本件事故原因を

踏まえた規制・対策であり，津波溢水対策が盛り込まれている。  

  これらが，事故前に実施されていれば，本件津波被害を回避できたもの

と考えられる。  

 

  本項では，被告国の新規制基準，及び，被告東電の再発防止施策につい

て詳述し，これらが，いずれも平成１４年段階で実施可能であったこと，

すなわち結果回避可能であったことを主張する。  
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［甲Ｂ２７：立法と調査３４４号『原子力発電所の新規制基準の策定経緯と課題』より］  
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２ 新規制基準が定める津波対策 

（１）原子力規制委員会の設置と原子力規制委員会規則の策定 

   本件原発事故後，平成２４年９月１９日，原子力規制員会設置法に基

づき原子力規制委員会が環境省の外局として設置された。これにより，

内閣府に設置されていた原子力安全委員会及び経済産業省資源エネルギ

ー庁に設置されていた原子力安全・保安院は廃止され，これらの機関が

行っていた発電用原子炉の規制は，原子力規制委員会が引き継ぐことと

なった。  

   また，これに伴い，従前，発電用原子炉施設は原子炉等規制法と電気

事業法の双方により規制を受けていたが，電気事業法により行われてい

た規制を原子炉等規制法に取り込み，同法による規制に一元化された。  

   そして，原子力規制委員会は，平成２５年６月１９日，実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下，「原子力規制委員

会規則第６号」という。）を策定し，原子炉施設の規制について，新たな

基準を設けることになった。下記原子力規制委員会規則第５号もまた，

この流れにおいて原子力規制委員会によって策定されたものである。  

  

（２）原子力規制委員会規則の内容 

   原子力規制委員会規則第５号においては，津波対策について規定して

いる。また同規則第６号第１２条は溢水対策を要求しているほか，第１

６条においては，シビアアクシデント対策を要求している。  
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    ［甲Ｂ２８：『実用発電用原子炉に係る新規制基準について』より］ 

 

（３）新規制基準の津波対策に対する規制 

   原子力規制委員会規則６号６条及び６条に関する規則の解釈が引用す

る「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に

関する規則」（以下，「原子力規制委員会規則第５号」という。）５条並び

に同条に関する規則の解釈においては，津波による事故を防止するため，

「津波による遡上波を地上部から到達又は流入させないこと」及び「取

水路及び排水路等の経路から流入させないこと」を定め，以下の方針に

より溢水対策を行うと規定している。  

 「①Ｓクラスに属する設備（浸水防止設備及び津波監視設備を除く。以下

下記第三号までにおいて同じ。）を内包する建屋及びＳクラスに属す

る設備（屋外に設置するものに限る。）は，基準津波による遡上波が

到達しない十分高い場所に設置すること。なお，基準津波による遡上

波が到達する高さにある場合には，防潮堤等の津波防護施設及び浸水

防止設備を設置すること。  

  ②上記①の遡上波の到達防止に当たっては，敷地及び敷地周辺の地形及

びその標高，河川等の存在並びに地震による広域的な隆起・沈降を考

慮して，遡上波の回込みを含め敷地への遡上の可能性を検討すること。

また，地震による変状又は繰り返し襲来する津波による洗掘・堆積に

より地形又は河川流路の変化等が考えられる場合は，敷地への遡上経
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路に及ぼす影響を検討すること。  

  ③取水路又は放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検討

した上で，流入の可能性のある経路（扉，開口部及び貫通口等）を特

定し，それらに対して浸水対策を施すことにより，津波の流入を防止

すること。」  

   以上からすれば，本件事故以前において，想定すべき津波より高い防

潮堤，盛土構造物及び防潮壁などの設置（①），非常用ディーゼル発電機

や配電盤などの高所配置（①），非常用ディーゼル発電機及び配電盤の設

置されているタービン建屋の水密化等（③）の津波対策を具体的に行う

べきであったといえる。  

 

３ 本件事故後の被告東電の津波対策 

（１）「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン」の事故総括 

 ア タスクフォースの発表 

     被告東電は，平成２５年３月２９日，「福島原子力事故の総括および原

子力安全改革プラン」（以下「タスクフォース」という。）を発表した（甲

Ａ５）。  

  「タスクフォース」は，①「福島第一原発事故原因の調査・分析」，及

び，②「設備面・運用面，及び，マネジメント面の安全対策」（『原子力

安全改革プラン』と題されている）より構成されている（甲Ａ５：５頁）。  

 

 イ 設備面，及び，運用面での問題 

  被告東電は，津波に関し，  

 「福島原子力事故では，知見が十分とはいえない津波に対し，想定を

上回る津波が来る可能性が低いと判断し，深層防護の考え方に基づいた

備え（想定を上回る津波への備え）を行わなかったため，設計の想定を

超えた津波の襲来により原子炉停止機能を除く安全機能（常用系を用い

た原子炉の安定的な冷却達成手段も含む）を同時に喪失した。その結果，

津波の直後からその場で考えながらの対応を余儀なくされるとともに

多くの困難に直面した。」  
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として，設備面では，「想定を超える津波に対する防護が脆弱であった」

こと，運用面では，「想定を超える津波に対する訓練や資機材の準備が不

十分であった」ことを問題点として抽出し，これら問題点をもとに対策方

針を策定した（甲Ａ５：５３頁）。  

 

 ウ 東電策定の対策方針 

   被告東電は，原子炉安全確保の基本方針として，「多重事故が生じるこ

とを前提に，多様性，位置的な分散を重視した対策を講ずることで深層防

護を強化する」として，津波対策については，新たに，「対津波用の設備の

異常を考慮し，ある程度の建屋内浸水があっても，重要区画内の設備が機

能喪失しないこと」，及び，「重要区画からの排水ができること」を挙げて

いる（甲Ａ５：５５頁）。  

   また，被告東電は，事故調査報告書等の提言を受けて，具体的な津波

対策（溢水対策）を下記の５つに整理した。  

①施設への浸水防止（ドライサイト的対策） 

②水密性の向上（安全上重要な機器の防護） 

③防潮堤の設置 

④防水壁の設置 

⑤排水ポンプの設置 

   次項以下において，これらの方針をもとに，福島第一原発，福島第二

原発，柏崎刈羽原発にて実施された対策を詳述する。  
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［甲Ａ６：添付資料４−５ １，２頁の図を加工］  

［本図は別紙として本書面の末尾に添付する］  

 

（２）福島第一原発における対策 

 ア 廃炉（１乃至４号機），及び，冷温停止（５，６号機）に向けた対

策 

   被告東電は，福島第一原発に関し，１号機から４号機については廃炉

に向けたプロセスの安全性の確保を行い，５号機及び６号機については

冷温停止を安定的に維持・継続するための安全対策を行っている（甲Ａ

５：５７頁）。  

 

 イ 具体的対策 

   具体的対策として，敷地全体について，北防波堤，東防波堤，南防波

堤の設置，取水路の設置，１号機から４号機について，余震津波対策用

仮設防潮の設置，５号機及び６号機について，津波対策用計測用電源（可

搬発電機，バッテリー）の配備を行った。  

   また，１号機と５号機の電源連係を実施した。さらに，今後実施する
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ことが予定されているものとして，高台電源盤の配備が挙げられている

（甲Ａ６：「添付資料」３－２）。  

 

［甲Ａ６：「添付資料」３－２］  

 

（３）柏崎刈羽原発での対策 

 ア 再稼働申請に際しての対策 

 被告東電は，平成２５年９月２７日に，柏崎刈羽原発3６，７号機の，

再稼働申請を行った。 

    被告東電は，事故後，柏崎刈羽原発に対し，津波溢水対策として，

防潮堤の設置4を行ったほか，再稼働申請に際し，重要な建屋扉の水密

                                                   
3 沸騰水型炉の１〜７号機がある。平成１９年の中越沖地震の影響で全機が停

止。その後，１，５〜７号機が運転再開，東日本震災後，平成２４年３月に

６号機が定期検査のために停止し，全基が停止した。  
4 平成２５年６月完了  
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扉化等をおこなった（甲Ａ９：「柏崎刈羽原子力発電所６，７号機にお

ける新規制基準への適合申請について」）。  

 

［徹底した津波対策の概要5］  

  

 イ 具体的対策 

 柏崎刈羽原発では，福島原子力事故における教訓を踏まえた，津波に

よる浸水防止政策や電源と冷却機能の確保，事故の拡散防止策などの

様々な安全対策に取り組んでいる（甲Ａ５：１１頁～１９頁）。  

柏崎刈羽原発は，展望台を挟んで北に５号機～７号機，南に１号機～

４号機が設置されており，全ての発電所が日本海に並行して設置されて

いる（甲Ａ６：「添付資料」３－４参照）。 

対策の１つ目は，津波による浸水対策である。柏崎刈羽原発では，原

発敷地の海側に海抜１５メートルの防波堤を設置した。  

 具体的には，１号機～４号機が設置されている敷地は海抜約５メート

ルであるから長さ約１０メートルの鉄筋コンクリート製防波堤を設置し

た。また，５号機～７号機が設置されている敷地については，頂点は海

抜１２メートルであることから，当該敷地に約３メートルのセメント改

良土の盛り土による防波堤を設置した。５号機～７号機は海に向かって

                                                   
5 被告東電ホームページ：

http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/info/tohoku/tsunami-j.html 

http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/info/tohoku/tsunami-j.html
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下っていく傾斜になっており，当該斜面はセメント改良土によって強化

されている（甲Ａ５：１２頁）。  

  

［１～４号機防潮堤（左図）・５～７号機防潮堤（右図）6］ 

 

［甲Ａ６：「添付資料」３−４ ４２頁］  

 

 また，津波が防波堤を越えて敷地内侵入した場合に原子炉建屋内への

浸水を防ぐために，原子炉建家の給気口を防潮壁や防潮板で覆い，空気

を海抜１５メートル以上から取り入れる構造に変更する工事を行った。  

 そして，仮に建物に浸水した場合であっても，精密機器のある部屋の

扉は水密扉になっており，また配管貫通部にはシリコンゴム材で止水処

理が施されているため，精密機器の置かれた部屋への浸水を防止するし

                                                   

6 被告東電ホームページ  

：http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/info/tohoku/tsunami_index-j.html 42

 

 

 

 

 

3m

 

http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/info/tohoku/tsunami_index-j.html
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くみが整っている（甲Ａ５：１２頁，甲Ａ６：「添付資料」３－４，４５

頁）。  

 

［甲Ａ６：「添付資料」３−４ ４３頁］  

 

 

［甲Ａ６：「添付資料」３−４ ４５頁］  
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 次に，非常用電源が使用できない場合の対策としては，高台に空冷式

ガスタービン発電機車を３セット，電源車を２３台配備している。  

 また，原子炉と使用済燃料プールへの注水手段として容量約２万トン

の淡水貯水池を設置し，高台に消防車４２台，代替海水熱交換器車７台

を配備している（甲Ａ５：１３頁）。  

 さらに，浸水等による重要機器への影響を防止するため，非常用電源

で駆動する仮設，及び，常設の原子炉建屋内の排水系を設置することが

予定されている（常設排水系の敷設までの間は「仮設エンジンポンプ」

により排水手段を確保する）。（甲Ａ６：「添付資料」３−４ ４６頁）  

 

 

（４）福島第二原発における対策 

 ア 安全確保に向けた津波対策 

   東電は，福島第二原発について，津波に対する防護が脆弱であったと

の反省点から，津波（止水）対策により，既存設備を含めて津波に対す

る耐力を向上させることを方針として挙げ，津波対策を行っている。  

   また，直流及び交流電源が喪失した場合の代替手段が十分に用意され

ていなかったとの問題点から，全交流電源喪失時における長時間継続へ

の対応手段として，交流電源の供給も方針に挙げ，電源対策も行ってい

る。  

 

46
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 イ 具体的対策 

   具体的には，安全上重要な設備への浸水を防止するため，土のうによ

る防潮堤の設置や，熱交換器建屋機器搬入口の水密扉化を実施している。 

 

［甲Ａ６：「添付資料」３－３ ４頁］  

 

 また，建屋内やトレンチ内への浸水を防止するため，屋外に設置され

たマンホール蓋の固定やハッチ内蓋のシール材による水密化を実施し，

建屋外壁貫通部の止水処理を行っている。  
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［甲Ａ６：「添付資料」３－３ ５頁］  

 

［甲Ａ６：「添付資料」３－３ ６頁］  

 

   そして，交流電源の強化のため，電源車及び空冷式ガスタービン発電

機車を高台に配備したほか，電源車等の燃料である軽油確保のため，地

下軽油タンクを高台に設置している。  
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［甲Ａ６：「添付資料」３－３ ４頁］  

 

４ 小括 

  以上，被告東電は，  

①施設への浸水防止（ドライサイト的対策） 

②水密性の向上（安全上重要な機器の防護） 

③防潮堤の設置 

④防水壁の設置 

⑤排水ポンプの設置  

という方針に従って，事故後，極めて短期間で具体的対策を講じている。

しかも，これらはいずれも平成１４年段階で実施可能なものである。  

 したがって，被告東電は，適切な津波対策を行うことにより，本件事故

を回避可能であったのであり，これを怠った被告東電，及び，適合命令を発

しなかった被告国には，結果回避義務違反が認められる。  

 

以上
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別紙  

 


