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第１ 津波対策とシビアアクシデント対策の相違について 

 以下，津波対策とシビアアクシデント対策（SBO 対策を含む）の相違につい

て，原告の主張を整理する。 

１ 予見対象の相違 

⑴ 設計基準事象か否か 

 原告の主張する津波対策を，「設計基準事象」すなわち「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」（甲 C１−４頁）の一つである「津波」に対する

対策として整理する。 

 他方，シビアアクシデント対策とは，シビアアクシデントすなわち「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

切な炉心の冷却また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」（甲 C１−４頁）に対する対策と整理する。 

 両者は，設計基準事象か否かという点で画される。そして，前者が，「設計基

準としてどの程度の津波高を想定していたか」が問題となるのに対し，後者で

は，設計者が想定を誤った場合又は設計者の想定を越える事情により，「設計基

準を超える事象が生じた場合に備え，どのような準備を行うべきであったか」

を予見し，必要な回避措置を行っていたかが問題となる。 

 言い換えれば，前者は起因事象（津波高さ）が予見できたか否かの問題であ

る。他方，設計基準を逸脱する事態1を仮定して放射性物質漏出（結果発生）に

至る事故経過（事故シーケンス）を想定し対策を行うことは可能である。これ

が後者の問題である。 

 したがって，両者は予見の対象を異にする。 

 

                                            
1 原告準備書面（8）8，９頁参照 
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⑵ 設計基準を超える事象に起因する事故を想定し対策することは可能である 

 原告準備書面（８）で述べたとおり，確率論的安全評価手法（PSA）により，

炉心損傷に至る事故シーケンスを想定し結果回避のための対策を行うことは

可能である。 

 以下敷衍して説明する。 

ア 事故シーケンスによる想定  

 平成１４年の時点で，財団法人原子力発電技術機構2らは，内的事象に起因す

る事故シーケンスをほぼ１００％抽出した（図１）。これは，炉心損傷（結果）

に至る起因事象を定量的に同定したということである。福島第一原発１号機は

BWR-3，MARKⅠ型，２〜３号機は BWR-4，MARKⅠ型であり，内的事象の

みを想定した場合には，LOCA に起因して事故に至る割合が高いことが報告さ

れている。 

 また，事故シーケンスをグループ化して検討することにより，それぞれの事

故進展の特徴を明らかにすることができる（甲 C３５−２９，３０：発電用軽水

型原子炉の新安全基準に関する検討チーム 第３回会合議事録 甲 C３６：炉心

損傷防止対策について（図２参照））。これにより，起因事象に即した対策を行

うことが可能となる。（なお，内的事象と外的事象とで事故シーケンス自体はか

わらない） 

 従って，内的事象にとどまらず，外的事象の PSA を行えば，本件事故を防ぐ

対策を講ずることはできた。 

                                            
2 原告準備書面（8）１８頁参照 
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［図１ 甲 C36−２ 発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム 第３回会合資料３］ 

 

［図２ 甲 C36−4 発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム 第３回会合資料３］ 
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イ IAEA安全基準シリーズ 

 平成２１（２００９）年に発行された IAEA の安全指針3
NS-G-2.15「原子力発

電所のシビアアクシデント計画」（甲 C16）においては，停止時，及び，低出

力時を含む内的事象並びに外的事象の全事象を含み，また，使用済燃料プール

における燃料損傷事故に対する AM 整備を求めている（被告国は，平成１７年

に起草段階での同指針の内容を知り得た。原告準備書面⑻ 第３,２⑵参照）。 

 具体的には，同指針「２.シビアアクシデントマネジメント計画の概念」第 2.13

節において「アクシデントマネジメントの手引きは，責任を担う職員が，手引

きを正しく実行することができるために，事故シーケンスを特定する，または

事前に解析した事故をたどることが必要とならないような方法で策定されるべ

きである。」として，シビアアクシデントマネジメント計画策定に関して事故シ

ーケンスを特定することが求められている（甲 C16-7）。また，「３.アクシデン

トマネジメント計画の策定」の第 3.2 節において，全般的な提言として「事象

の全体像を決定する上で，レベル１確率論的安全評価（PSA）（利用可能であれ

ば） あるいは他の発電所における類似の研究から，さらに当該発電所と他の発

電所で得られた運転経験から，有用な手引きが得られる。事故の進展が，PSA

ではとてもありそうもないパスで構成されるようであってもまたは PSA で全く

特定されないとしても，事象の選択は，すべての特定された状況におかれた発

電所職員のための手引きの根拠を与えるように十分に包括的であるべきであ

る。」（甲 C16-12,13 頁）として，PSA 研究に基づく AM 対策の手引きの策定

                                            
3 IAEA が策定する安全基準文書（安全原則，安全要件，安全指針の三層構造から

なる）は，原子力安全に関する重要事項について，加盟国がこれを参考にして自国

の事情を考慮しつつ国内基準を作成できるようにするための共通の基盤を提供する

ことを目的としており，加盟国を法的に拘束するものではない。しかし日本政府は，

IAEA 安全基準文書を，「国際的な整合性を取りつつ，統一のとれた規制を推進し

ていく上で参考とすべき文書」と位置づけ，その策定に関して様々な形で参画して

きており重要視している。 
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が求められている。 

 さらに，同指針が示す「事故シーケンスに対する分類図式の例」はシビアア

クシデントの起因事象として「小規模冷却材喪失事故（LOCA）」「中規模 LOCA」

「大規模 LOCA」「蒸気発生器伝熱管の破損」「二次破断」「交流電源の全喪

失」「スクラムしない予想過渡変化（スクラム不能過渡変化）」「過渡変化」

を挙げている。したがって，IAEA の安全指針は，「交流電源の全喪失」等を起

因事象とする事故シーケンスを策定し，確率論的安全評価（PSA）を行い，AM

対策を講ずべきことが論じられている。 

 

  

 平成１９年（２００７年），IAEA は,「日本に対する総合原子力安全規制評

価サービス (IRRS)
4」において，日本政府に対し,「原子力安全・保安院は，リ

                                            
4 IAEA は，加盟国における原子力利用に当たっての安全を確保するため，安全基 

準（Safety Standards）を策定し，加盟国の要請に基づき，種々の安全確保に関す 

るレビューサービスを実施している。ＩＲＲＳ（総合的規制評価サービス）は，そ

のサービスの一つであり,原子力安全規制に係る国の法制度や組織等について総合

的にレビューするものである。 
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スク低減のための評価プロセスにおいて設計基準事象を超える事故の考慮，補

完的な確率論的安全評価の利用及びシビアアクシデントマネジメントに関する

体系的なアプローチを継続すべきである。」として，確率論的安全評価（PSA）

の利用を助言している（甲 C42−23：日本に対する総合原子力安全規制評価サー

ビス（IRRS））。従って，IAEA も，日本政府に対し，確率論的安全評価の施

行を促していたのである。 

 

ウ 新規制基準の有効性評価の方法 

 本件事故後，原子力規制委員会発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検

討チーム5は，炉規法改正に伴う新規制基準作成の過程で，事故シーケンスを確

定し，安全系を維持するための個別の対策を立案した（下図甲 C38「発電用軽水

型原子炉の新安全基準に関する検討チーム」第７回会合資料参照）。 

 また，同チームは，新規制基準において，事業者の炉心損傷防止対策の有効

性評価6を行うにあたり，沸騰水型プラントに対して下記の事故シーケンスグル

ープを想定し対策を講ずることを評価内容としている（甲 C37—1,2「実用発電

用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関

する審査ガイド」）。 

 ・高圧・低圧注水機能喪失 

 ・高圧注水・減圧機能喪失 

 ・全交流動力電源喪失 

                                            
5 福島第一原発事故後，シビアアクシデント対策を含む新規制基準策定のために，

原子力規制委員会に設置された外部専門家らを含む組織。 
6 平成２５年６月，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

準に関する規則の解釈(原規技発第 1306193号(平成 25年 6月 19日原子力規制委員

会決定)第 37 条の規定のうち，評価項目を満足することを確認するための手法の妥

当性を審査官が判断する際に，参考とするものとして「実用発電用原子炉に係る炉

心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」が策

定された。 
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 ・崩壊熱除去機能喪失 

 ・原子炉停止機能喪失  

 ・LOCA時注水機能喪失 

 ・格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA) 

 

 以上より，シビアアクシデント対策を法規制化するにあたり，被告国は，PSA

手法，事故シーケンスを用いる手法を採用し，対策及び規制内容を決定してい

る。 

 これらは，本件事故前の知見でも被告国がとり得た対策及び規制手段である。 

 

 

［甲 C３８−１ 発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム 第７回会合資料］ 

 

エ 事故後の電気事業者らの対応 

平成２５年１月１８日，第１０回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する
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検討チーム会合において，電気事業者ら7は検討チームに対し，「福島第一事故

を踏まえた 原子力発電所の安全確保の考え方(BWR)」と題する資料を提出し，

シビアアクシデント対策の考え方を示した。 

この資料において，電気事業者らは，福島第一原発事故を踏まえ，「安全確保

の基本的考え」として「あらゆることを想定してみて，頻度と影響を考慮した

上で，対策を考える」ことを挙げ，「発生頻度は低いが影響が大きい事象(環境

への放射性物質の大量放出に至る可能性がある事象，事象進展が速く防災対策

実施までの時間余裕が小さい事象など)に対しては，シナリオを想定し，大量の

放射性物質の放出防止対策を考慮」するとしている。すなわち，電気事業者ら

も，事故シーケンスを利用した事故対策の有効性を認め実践している。（甲 C３

-９：第 10 回会合事業者提出資料）  

  

オ 予見義務（調査研究義務・情報収集義務） 

 本件のような公害（型）事件においては，一旦事故が発生すれば，その損害

が甚大になることは自明であり，企業及び規制庁は，損害発生防止対策につい

て，特に重大な責任を負っている。 

 したがって，企業及び規制庁は，結果発生の恐れを感じたならば，問題の解

明のために必要な情報を収集し，調査研究をつくさなければならない（予見義

務としての情報収集義務・調査研究義務）。そして，必要とされる情報収集・調

査義務を尽くさなかったときには，企業及び規制庁は，情報収集を適切に尽く

したならば予見できたであろう具体的危険については「予見可能性」が認めら

れる（以上，潮見佳男著「基本講義 債権各論Ⅱ不法行為法」３３頁参照。同著

は引用判例として[熊本水俣病事件：熊本地判昭和４８年３月２０日判例時報

696-15，東京スモン訴訟：東京地判昭和５３年８月３日判例時報 899-48]を挙

                                            
7 「電気事業者ら」に被告東電は含まれていないが，被告東電は，同会合にて，別

途単独で報告を行っている。 
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げる）。 

 本件においても，被告らは設計基準を超える事象に起因する事故に対して，

内外の知見の情報収集・調査義務を尽くして予見すべきであったし，実際に，

事故後に実践した確率論的安全評価手法（PSA）及び事故シーケンスをもとに

した分析手法によって予見できたものである。 

 

⑶ 小括 

 津波対策と SA 対策は予見対象が異なり，別個の過失が問題となる。 

 また，設計基準を超える事象に対しては，確率論的安全評価手法（PSA）に

より炉心損傷に至る事故シーケンスを想定し対策を行うことは可能である。こ

れは，IAEA の安全基準及び新規制基準において採用されている手法であり，

被告らが，事故前にこれらを実践（調査研究・情報収集）することにより設計

基準を超える事象に起因する事故を想定し対策を講ずることは可能であった。 

 

２ 回避措置の相違 

 次に，津波対策とシビアアクシデント対策は事故回避措置を異にする。 

 以下，事故シーケンス8に沿って説明する（甲 A7）。 

⑴ 事故経過の概要 

 今回の事故は，１乃至３号機のいずれにおいても地震により原子炉が緊急停

止し，外部電源が喪失し，非常用ディーゼル発電機（EDG）が作動するととも

に，原子炉の冷却を行うための設備（１号機の非常用復水器（ isolation 

condenser : IC），２,３号機の原子炉隔離時冷却系（reactor core isolation 

cooling : RCIC））が作動しており，ここまではほぼ同じ経緯を辿った。 

 その後，３号機で高圧注水系（high pressure coolant injection: HPCI）が作

                                            
8起因事象から，これが拡大して事故に至るまで（又は収束するまで）の一連の事象

の繋がり（事象連鎖） 
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動した点を除けば，直流電源の喪失と交流電源の復旧失敗により原子炉の減圧

ができず，結果的に代替注水も行うことができないという経過を辿った。仮に，

直流電源が利用可能で交流電源が復旧すれば，RCIC や HPCI による炉心冷却

とその後の崩壊熱除去で冷温停止に移行（結果回避）できる（甲 A7）。 

 

⑵ 事故シーケンス 

 以上の事故の進展をイベントごとに整理し樹形図で示すと，以下の通りとな

る。１ないし３号機の実際の事故経過シナリオが赤の線，炉心損傷を回避する

ためのシナリオが青の線で示される。 

 なお，非常用ディーゼル発電機は地震後数十分間作動したが，津波到達前後

に溢水の影響等9により停止した。 

  

 

                                            
9 １号機については，地震を直接の原因として SBO に至った可能性を留保する。 
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［甲 A７−３］ 

 

⑶ 回避措置からの整理 

 以上から，事故回避のポイントとなるイベントは，①非常用ディーゼル発電

機，②直流電源，③交流電源の復旧，及び，④崩壊熱除去である。 

 原告が主張する津波対策の対象は，①非常用ディーゼル発電機，及び，②直

流電源である。原告準備書面（７）記載の回避措置（溢水対策）を行えば，こ

れらは機能停止を免れ，安全停止が可能であった。 

 他方，原告が主張するシビアアクシデント対策（含 SBO 対策）の対象は，②

直流電源，③交流電源の復旧，及び，④崩壊熱除去系である。SBO（外部電源

喪失＋非常用ディーゼル発電機の停止）が生じた場合でも，「直流電源」「交流

電源の復旧」及び「崩壊熱除去系」が機能すれば，安全停止することが可能で
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あった（上図の「赤矢印」が示すシナリオ）。 

 

３ 小括 

 以上のとおり，津波対策とシビアアクシデント対策は，予見の対象及び結果回避

措置を異にする。 

 

第２ シビアアクシデント対策（結果回避措置）  

 前項で述べたとおり,本件事故を回避するためのシビアアクシデント対策は，電

源対策（「直流電源」「交流電源の復旧」）及び「崩壊熱除去系」（最終ヒートシン

ク）である。 

 以下，これらについて論ずる。 

１ 電源対策 

⑴ 電源対策とは 

 平成２４年３月１４日，原子力安全委員会（平成２４年 9 月に原子力規制委

員会に移行）原子炉安全基準・指針専門部会安全設計審査指針等検討小委員会

は，SBO に関する検討報告書「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査

指針及び関連指針類に反映させるべき事項について(とりまとめ)」を公表した。 

 同報告書が指摘する SBO 対策は，福島第一原発事故を踏まえたものであり，

同様の対策が事故前になされていれば福島第一原発事故を回避できたものであ

る（甲 C40-７：発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針及び関連の

指針類に反映させるべき事項について(とりまとめ)）。 

 同報告書は，「今後の SBO 対策の基本的な考え方」として「SBO が発生した

際には，原子炉を安全に停止し，停止後の冷却を確保し，かつ，復旧できるこ

と。」（同５頁）を挙げ，以上の「考え方」を具体化するものとして下記要求事

項を挙げる。 

① 長時間の SBO の想定ならびに代替交流電源の設置 
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長時間の SBO を想定し，このときに原子炉施設が基本的「考え方」

を満足する設計であること。また，このための方策として代替交流電源

を設置すること。 

② 原子炉施設の設計上の想定を超える事象に対する代替交流電源の性能  

 代替交流電源は，既設の非常用所内電源設備に対して配置等による高

い独立性を有するよう配置し，想定を超える外部事象や内部事象に対し

て一定の頑健性を有するものであること。 

 

⑵ 新規制基準に盛り込まれた対策 

 上記原子力安全員会の報告を踏まえ，原子力規制委員会発電用軽水型原子炉

の新安全基準に関する検討チームは電源確保対策をまとめた。 

 同チームは，「基本的要求事項」として，「電源喪失を伴う事故が発生した場

合，炉心の著しい損傷を防止し，格納容器の破損を防止し，使用済燃料貯蔵プ

ールの燃料の損傷を防止し，及び原子炉停止中に燃料の損傷を防止するために

必要となる電力を確保する設備，手順等を整備すること。」を挙げた。また，そ

れを具体化したものとして，２４時間供給可能な恒設の直流電源の備蓄をおこ

なうこと（バッテリー対策），さらに（事故後）２４時間以内に可搬式代替電源

を供給できるように要求している。また，配電盤（MCC,P/C,MC）に対し，共

通原因故障対策を要求している（甲 C41-28,29）。 
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［甲 C41-28,29:新規制基準（重大事故対策）骨子］ 

 

28 

 

２．重大事故対策における要求事項（個別対策別の主な設備等について） 

（15）電源確保対策 

【基本的要求事項】 

 

  電源喪失を伴う事故が発生した場合、炉心の著しい損傷を防止し、格納容器の破損を

防止し、使用済燃料貯蔵プールの燃料の損傷を防止し、及び原子炉停止中に燃料の損傷

を防止するために必要となる電力を確保する設備、手順等を整備すること。 

   

 

【要求事項の詳細】 

A 「必要となる電力を確保する設備、手順等」とは、以下に規定する措置又はこれと同等

以上の効果を有する措置を行うための設備、手順等をいう。 

 

（代替電源設備） 

B 代替電源設備を設けること。 

(a) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分

散を図ること。 

(b) 可搬式代替電源（例、電源車、バッテリ）を配備すること。 

(c) 恒設代替電源として交流電源及び直流電源を設置すること。 

 

（所内直流電源の容量） 

(a) 所内恒設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8 時間、電気の供給が

可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、中央制御室又は隣接

する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。加えて、

必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわたり、電気の供給を

行うことが可能であること。 

(b) 24 時間にわたり、事故の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能である

可搬式直流電源設備を整備すること。 

(c) 更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（中央制御室又は隣接する電気室等に

おいて簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない）を行わずに 8 時間、

加えて、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわたり、事故

の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能であるもう１系統の特に高い

信頼性を有する所内恒設直流電源設備（3 系統目）を整備すること。 

(d) 所内直流電源設備から給電できる２４時間内に十分な余裕を持って可搬式代替

電源を繋ぎ込み、給電開始できること。 

 

29 

 

（電力融通） 

C 複数号機設置されている発電所では、号機間の電力融通を行えるようにしておくこと。 

(a) 予め電気ケーブル等を敷設し、手動で接続できること。 

(b) 敷設した電気ケーブル等が利用できない状況に備え、予備の電気ケーブル等を用意

すること。 

 

（所内電気設備） 

D 所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)、金属閉

鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は

機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 
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⑶ 被告東電の事故後の電源対策 

 被告東電は，再稼働を申請した柏崎刈羽原発において，SBO に備え以下の

電源対策を行うものとしている（甲 A6 添付資料 3-1,161 乃至 166）。 

 ①全電源喪失時の冷却系の維持のための，可搬式蓄電池，代替ポンプ，予備

ボンベの配備，既設蓄電池の容量増加 

 

 

 

②電源設備の代替手段の確保のための可搬式電源（電源車，電源設備の高所化，

蓄電池強化）の設置 
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２ 崩壊熱除去系 

⑴ 崩壊熱除去系とは（甲 A2：政府事故調中間報告１２〜１３） 

 炉心に制御棒を挿入して原子炉を停止させた場合においても，燃料棒内に残

存する多量の放射性物質の崩壊により発熱が続く。これを崩壊熱（decay heat）

又は残留熱（residual heat）という。従って，原子炉停止後も，燃料の破損を

防止するために炉心の冷却を続ける必要がある。そこで，原子炉施設には通常

の給水系の他に様々な注水系が備えられている。かかる注水系は，原子炉で発

生する蒸気を駆動源とするタービン駆動ポンプ又は電動ポンプにより，原子炉

へ注水する。 

 福島第一原発の各号機に設置されている原子炉冷却機能を有する主な設備は， 

以下のとおりである。 

 

① １号機  

 １号機には，原子炉冷却機能を有する主な設備として，炉心スプレイ系（CS）

２系統，非常用復水器（IC）２系統，高圧注水系（HPCI）１系統，原子炉停
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止時冷却系（SHC）１系統及び格納容器冷却系（CCS）2 系統が設置されてい

る。 

 「CS」とは，何らかの原因により冷却材喪失事故によって炉心が露出した場

合に，燃料の過熱による燃料及び被覆管の破損を防ぐために，圧力抑制室(S/C) 

内の水を水源として，炉心上に取り付けられたノズルから燃料にスプレイする

ことによって，炉心を冷却する設備である。 

 「IC」とは，主蒸気管が破断するなどして主復水器が利用できない場合に，

圧力容器内の蒸気を非常用の復水器タンクにより水へ凝縮させ，その水を炉内

に戻すことによって，ポンプを用いずに炉心を冷却する設備である。最終的な

熱の逃し先は大気である。 

 「HPCI」とは，配管破断等を原因として冷却材喪失事故が発生したような場

合に，圧力容器から発生する蒸気の一部を用いるタービン駆動ポンプにより，

復水貯蔵タンク又は S/C 内の水を水源として，圧力容器内へ注水することによ

って炉心を冷却する設備である。 

 「SHC」とは，原子炉停止後，炉心の崩壊熱並びに圧力容器及び冷却材中の

保有熱を除去して，原子炉を冷却する設備である。 

 「CCS」とは，冷却喪失事故が発生した際に，S/C 内の水を水源として，格

納容器内にスプレイすることによって，格納容器を冷却する設備である。 

 

② ２号機から５号機   

 ２号機乃至５号機には，原子炉冷却機能を有する主な設備として，前記 CS

２系統及び HPCI１系統のほか，原子炉隔離時冷却系（RCIC）１系統及び残留

熱除去系（RHR）２系統が設置されている。 

 「RCIC」とは，原子炉停止後に何らかの原因で給水系が停止した場合等に，

圧力容器から発生する蒸気の一部を用いるタービン駆動ポンプにより，復水貯

蔵タンク又は S/C 内の水を水源として，蒸気として失われた冷却材を原子炉に
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補給し，炉心を冷却する設備である。 

 「RHR」とは，原子炉停止時の残留熱の除去を目的とする ので，弁の切替

操作により使用モードを変え，「SHC」，低圧注水系（LPCI）及び CCSとして利用

で るよ にな ている。 

 

 崩壊熱除去系は，以上の冷却系のうち，原子炉停止時の残留熱の除去を目的

とする「SHC」（原子炉停止時冷却系：１号機 ）及び「RHR」（残留熱除去系：

２乃至３号機）をいう。これらは，原子炉停止時の崩壊熱を，海水との熱交換

によって海に排出する仕組みである。これらが機能することにより，冷温停止

が実現する。 

 したがって，原子炉停止後崩壊熱を除去し冷温停止させるためには，崩壊熱

除去系設備が維持され，熱を海に排出するまでの設備が機能しなくてはならな

い。海への熱排出の仕組みを「最終ヒートシンク」という。 

 

［甲 A3-129：政府事故調最終報告］ 
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［甲 A3-政府事故調中間報告資料編Ⅱ-8］ 
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⑵ 福島第一原発事故における崩壊熱除去系の損傷 

 崩壊熱除去系は，海水ポンプによる水循環により熱交換を行い，熱を海水に

放出する仕組みである。したがって，海水ポンプを作動させ続けるには，海水

ポンプ自体の健全性と，ポンプを動かす電源が確保されていなければならない。

福島第一原発事故では，海水ポンプが津波に被水し損傷し，また，電源も損傷

した。 

 他方，福島第二原発においても，３号機南側を除き，非常用海水ポンプは浸

水（又は電源盤の浸水）のため機能を喪失した。しかし，外部電源１回線が損

傷を免れたため，非常用海水ポンプの部品（モーター）交換と電源敷設により，

残留熱除去運転に移行し，全機において冷温停止が実現した（甲 A1-180〜185：

国会事故調）。 

 以下，被告東電及び被告国による本件事故を踏まえた最終ヒートシンク対策

について述べる。 

 

 

[甲 A3-135 政府事故調最終報告] 
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⑶ 新規制基準における崩壊熱除去系に対する要求事項 

 前述の原子力規制委員会発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チー

ムは，シビアアクシデント時における崩壊熱除去系の対策（最終ヒートシンク

対策）をまとめた。同チームは「基本的要求事項」として，「最終的な熱の逃が

し場へ熱を輸送する系統（UHSS）の機能が喪失した場合に，炉心の著しい損

傷を防止し，あるいは炉心損傷前の段階での格納容器の破損を防止するため， 

当該機能を復旧，代替する等して最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する設備，

手順等を整備すること。」とし，その詳細として，「重大事故防止設備の多重性

又は多様性及び独立性を有し，かつ，位置的分散を図る」こと並びに「取水機

能の喪失及び残留熱除去系（RHR）の使用が不可能な場合」についても対策を

講ずることを要求事項としている（甲 C41-18）。 
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［甲 C41-18：新規制基準（重大事故対策）骨子］ 

 

⑷ 事故後の被告東電の対策 

 被告東電は，柏崎刈谷原発における最終ヒートシンク対策（下図「原子炉循

環冷却」）として，非常用海水ポンプに対して，可搬設備である，海水ポンプ予

備モータ，代替水中ポンプ，及び，代替熱交換器を準備して，崩壊熱除去系損

傷時にも対応することとした（甲 A6 添付資料３−１）。 
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２．重大事故対策における要求事項（個別対策別の主な設備等について） 

（７）事故時の重大事故防止対策における最終ヒートシンク(UHS)確保対策 

【基本的要求事項】 

 

  最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統（UHSS）の機能が喪失した場合に、炉心の

著しい損傷を防止し、あるいは炉心損傷前の段階での格納容器の破損を防止するため、

当該機能を復旧、代替する等して最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する設備、手順等を

整備すること。 

【要求事項の詳細】 

A 「最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する設備、手順等」とは、以下に規定する措置又は

これと同等以上の効果を有する措置を行うための設備、手順等をいう。 

(a) 炉心損傷を防止するため、重大事故防止設備等を整備すること。 

(b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立

性を有し、位置的分散を図ること。 

(c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWR に

おいては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保でき

る一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替 UHSS の繋ぎ込み及び最終

的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用

が不可能な場合について考慮すること。 

また、PWR においては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による

２次系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。 

(d) フィルタ・ベントを整備する場合は、２．（９）A(a)を準用すること。また、そ

の使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 
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３ シビアアクシデント対策をとり得た具体的契機 

 原告準備書面（８）において，SA 対策（含 SBO 対策）の知見の進展に関す

る詳細な主張を行ったが，被告らが SA 対策の必要性を認識し得た契機を具体

的回避措置に即して再論する。 

⑴ 電源対策について 

ア 米国 SBO規則の策定 

 米国では，原子力規制委員会（NRC）が，昭和６３（１９８８）年に，「SBO 

規則」（10CFR50.63）を定めた。SBO 規則においては，SBO の継続時間を，

①所内非常用交流電源の多重性，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

基づくことを前提として，各軽水炉はその継続時間に耐え復旧できなければな

らないとした。 

 また，規制指針(Regulatory Guide)1.155 SBO を発行し，各プラントの設計

状況により，２時間，４時間，６時間，８時間，又は，１６時間（後に７２時

32

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

DEC

 

 

 

   

  
 

 
 

 

 
 



 28 

間を追加）の耐性を持つように要求されることとなった（甲 A3-323 頁：「政府

事故調最終報告」）。 

 

イ 仏ルブレイエ原発事故 

 平成１１（１９９９年）１２月，フランス，ルブレイエ原子力発電所におい

て，洪水による電源喪失事故が起きた（INES レベル２の事故）。 

 被告東電は，同事故に関し，「洪水防止壁は最大潮位を考慮していたが，これ

に加わる波の動的影響を考慮していなかったために防止壁が押し流されたこと

が原因であり，国内の施設の設計では津波，高潮等について最も過酷と考えら

れる条件を考慮していることを確認していた。この分析では，事故が生じた原

因のみに着目し，洪水が全電源喪失を容易に引き起こすという結果，そしてど

のような対策が実施されたのかに着目していなかった」と総括している（甲 A5

−13）。 

 

ウ 馬鞍山原発事故 

 平成１３（２００１）年３月１８日 台湾第三原子力発電所（馬鞍山原子力発

電所）は，塩霧害を原因とする送電線事故により外部電源喪失事故が発生し，

更に非常用ディーゼル発電機の起動失敗が重なったため，全交流電源喪失事故

となった（甲 C18）。 

 被告東電は，総括文において，同事例において「事故が生じた原因のみに着

目し，全交流電源喪失が生じた場合の影響や採られた対策に着目しなかった。

背後要因も，ルブレイエ原子力発電所の分析結果と同様である。」と総括してい

る（甲 A5−14 頁）。 

 

エ 米国同時多発テロ後の対策 

 平成１３（２００１）年の同時多発テロを受け，平成１４（２００２）年２
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月，NRC は，事業者に対し，暫定保障措置命令（Order for Interim Safeguards 

and Security Compensatory Measures）を発出した（甲 A３−326 頁）。 

 上記命令の第「B.5.b」節は，設計基準を超えた航空機衝突を含め，あらゆる

要因による大火災や大爆発により，施設に大きな損傷を受けた場合に対処する

ため，炉心冷却，格納容器閉じ込め機能，使用済燃料プールの冷却能力を保ち

又は回復するために，容易に利用可能なリソースを使った緩和方策を採用する

よう要求するものであった（甲 A3-327 頁）。 

 被告東電は，事故後の総括文の中で，以下の通り述べ，「B.5.b」に示された

対策を行えば事故を（少なくとも）緩和できた可能性を認めている。 

「米国では 9・11 テロ以降，2002 年に米国原子力規制委員会(NRC: Nuclear    

Regulatory Commission)よりテロ対策を実施するよう命令が出された。今回の

事故対応において現場で緊急に行われた消防車による注水，仮設バッテリーに

よる水位計や主蒸気逃がし安全弁の機能回復等の作業は，テロ対策で要求され

た対策と極めて類似したものであった。したがって，もし当社においても予め

同様の対策が実施されていれば，事故の進展を少しでも緩和できた可能性があ

る（甲 A5−12）。」 

 

オ 溢水勉強会 

 保安院，及び，原子力安全基盤機構（JNES）は，平成１８年１月，「溢水勉

強会」を立ち上げ，内部溢水及び外部溢水に関する原子力施設の設計上の脆弱

性の問題を検討した。 

 平成１８年５月１１日，被告東京電力は，溢水勉強会にて，代表プラントと

して選ばれた福島第一原発５号機について，第５号機の敷地高さ O.P.+１３m

よりも１メートル高い，①O.P.+１４m，及び，設計水位である O.P.＋５．６m

と O.P.+１４m の中間である，②O.P.+１０m を，津波水位と仮定し，津波水位

による機器影響評価を報告した（甲 B１８：溢水勉強会第３回での東電報告書）。 
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 被告東電は，この報告書にて，O.P.+１４m の津波，すなわち 5 号機の敷地高

を超える津波が生じた場合には，海側に面した，T/B（タービン建屋）大物搬入

路，及び，S/B（サービス建屋）入口から海水が浸水し，非常用海水ポンプが使

用不能に陥ることを報告した。（非常用海水ポンプが使用不能になれば，原子炉

を冷却できなくなり炉心損傷（メルトダウン）に至る。） 

 また，この場合，T/B の各エリアに浸水し，電源設備の機能を喪失する（全

電源喪失）可能性があること，さらに，電源の喪失に伴い，原子炉の安全停止

に関わる電動機，弁等の動的な機器が機能を停止すると報告した。 

 

⑵ 最終ヒートシンク対策について 

ア インド・マドラス原発事故 

 平成１６（２００４）年１２月，スマトラ沖津波が原因で，インド・マドラ

ス原子力発電所の非常用海水ポンプが浸水し運転不能になった。 

 しかし，被告東電は，同事故が海水ポンプを除いてプラント被害がなく，INES

レベル 0 であることから，検討の対象としなかった。 

 被告東電は，総括文において，『当時「原子力発電所の津波評価技術」による

津波高さの評価結果が十分保守性を有していると考えていたため直ちに対策は

実施されず，長期的な対応としてポンプ・モーターの水密化の検討に取り組ん

でいた。しかしながら，本情報については海水ポンプの機能喪失という原因だ

けへの対策ではなく，最終ヒートシンクの喪失という結果への対策という観点

から着目すべき事故であった。』と総括した（甲 A5-14）。 

 

イ 溢水勉強会 

 上記，「溢水勉強会」において，被告東電は，O.P.+１４m の津波，すなわち

5 号機の敷地高を超える津波が生じた場合には，海側に面した，T/B（タービ

ン建屋）大物搬入路，及び，S/B（サービス建屋）入口から海水が浸水するこ
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と，及び非常用海水ポンプが使用不能に陥ることを報告した。すなわち最終ヒ

ートシンクが喪失する危険性を認識していたのである。 
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第３ 被告東電の結果回避措置 

 以下，被告東電が事故前にとるべきであった結果回避措置を簡潔に述べる。 

１ 電源対策（交流電源の早期復旧） 

  ①全電源喪失時の冷却系の維持のため，可搬式蓄電池，代替ポンプ，予備ボ

ンベの配備，既設蓄電池の容量増加，②電源設備の代替手段の確保のために可

搬式電源（電源車，電源設備の高所化，蓄電池強化）の設置 

 

２ 崩壊熱除去系（最終ヒートシンク対策） 

 可搬設備である，海水ポンプ予備モータ，代替水中ポンプ，代替熱交換器を

設置し，非常用海水ポンプの損傷に備えること 

 

３ 被告東電の事故後の対策 

 被告東電が事故後柏崎刈羽原発において行った電源対策は本準備書面「第２,

１⑶」, 崩壊熱除去系対策（最終ヒートシンク対策）は「第２,２⑷」で述べた

とおりである。 

 これらは，いずれも事故前に設置することが容易かつ可能な施設である（甲

A6-118 以下参照）。 

 

４ 小括  

 被告東電は，予め以上の回避措置すなわち「電源対策」及び「崩壊熱除去系

対策（最終ヒートシンク対策）」を講ずることにより，SBO に至っても本件事

故を回避することが可能であった。 

 また，福島第二原発，福島第一原発 5，6 号機は，海水ポンプが損傷したにも

かかわらず，「外部電源」又は「非常用ディーゼル発電機及び高圧配電盤」が損

傷を免れたため，号機間で電源融通を行い，仮設ポンプを敷設すること等によ

り冷却系を維持し炉心損傷を免れた。以上を参考にすれば，「電源対策」が適切
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に行われてさえいれば，ポンプ修復等の現場対応により崩壊熱除去系を維持し，

炉心損傷を免れる可能性があった。 
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第４ 国の規制権限不行使の違法（SA対策） 

 福島第一原発事故以前には SA 対策を規定する省令は存在しなかった。しかし，

被告国は，電気事業者に対し，SA 対策を義務づける省令を制定すること，又は，

行政指導を行うことで事故を回避することが可能であった。 

 以下，SA 対策に関する被告国の規制権限不行使の違法について述べる。 

 

１ 省令制定権限の不行使 

⑴ 省令制定権限不行使が国家賠償法１条１項の適用上違法となること 

 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は，その権限を定めた法令

の趣旨，目的や，その権限の性質等に照らし，具体的事情の下において，その

不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは，

その不行使により被害を受けた者との関係において，国家賠償法１条１項の適

用上違法となる。 

 これを本件について見ると，電気事業法は，「電気工作物の工事，維持及び運

用を規制することによって，公共の安全を確保し，及び環境の保全を図ること」

を目的として（１条），「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」ず（３９条１項），その主務省令において，「事

業用電気工作物は，人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えないようにす

ること」とされている（３９条２項１号）。 

 これを受け，通産省令により，発電用水力設備，発電用火力設備，電気設備，

発電用原子力設備等に関する技術基準及び発電用原子力設備に関する放射線に

よる線量当量等の技術基準が定められている。すなわち，電気事業法による細

かな技術的規制内容は，包括的，網羅的に省令に委任されている。 

 このように電気事業法が，事業用電気工作物の維持のために電気事業者が講

ずるべき措置の内容を省令に包括的，網羅的に委任した趣旨は，当該措置の内

容が，多岐にわたる専門的，技術的事項であること，また，その内容を出来う
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る限り速やかに，技術の進歩や最新の技術的知見に適合したものに改正してい

くためには，これを主務大臣に委ねるのが適当とされことによるものである。 

 上記の通り，法の趣旨及び規定の趣旨に鑑みると，電気事業法の主務大臣た

る経済産業大臣の電気事業法に基づく規制権限は，公共の安全を確保し，及び

環境の保全を図ることを目的として，できる限り速やかに，技術の進歩や最新

の技術的知見に適合したものに改正すべく，適時にかつ適切に行使されるべき

ものである（最高裁平成１３年（受）第１７６０号同１６年４月２７日第三小

法廷判決・民集５８巻４号１０３２頁。最高裁平成２６年（受）第７７１号同

２６年１０月９日第一小法廷判決・裁時１６１３号２頁）。 

 なお，最新の技術的知見には，設備に影響を与えうる地震，津波等の外的要

因に関する科学的知見やＳＡ等の規制手法に関する知見をも含むと解するべき

である） 

 したがって，適時かつ適切に省令を改正しない場合，電気事業法の趣旨，目

的やその権限の性質等に照らし，著しく合理性を欠くものであって，国家賠償

法１条１項の適用上違法となるものである。 

 

⑵ シビアアクシデント対策に関する状況 

原告ら準備書面（８）で指摘した通り，昭和５４年３月２８日の米国スリー

マイル島２号機事故及び昭和６０年４月２６日の旧ソ連チェルノブイリ４号機

事故を契機としてシビアアクシデント対策の必要性が広く認識された。 

これらの事故を受けて，米国では，原子炉に関する確率的安全評価（ＰＳＡ）

を検討し，昭和６２年２月，その成果を「ＮＵＲＥＧ－１１５０」（初版）と題

する報告書にして公表した。同報告書においては，外的事象に起因する炉心損

傷は，内的事象に比べて決して小さくないことが指摘されていた。 

原安委は，昭和６２年７月，原子炉安全基準部会に共通問題懇談会を設置し

た。同懇談会では，シビアアクシデントに対する検討を行っており，ＮＵＲＥ
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Ｇ－１１５０も，その検討対象とされていた。 

日本国内では，シビアアクシデントがなかなか規制に結びつかなかったもの

の，米国では，規制当局（ＮＲＣ）が，平成３年，事業者に対し，地震等の外

的事象を対象とした個別プラント毎の解析（ＩＰＥＥＥ）実施を指示した。 

日本原子力研究所（現，独立行政法人日本原子力研究開発機構）は，平成７

年５月に公開した「原子力発電所のシビアアクシデント－そのリスク評価と事

故時対処策－」と題する報告書において，前記ＮＵＲＥＧ－１１５０を検討し

た上で，原子力発電所のＰＳＡは，内的事象及び外的事象の両方を評価する必

要性があると述べた。 

その後も，平成１１年１２月にはフランスのルブレイエ原発で洪水を原因と

するＳＢＯ事故が，また，平成１３年３月には，台湾の第三（馬鞍山）原発で

も霧害を原因とするＳＢＯ事故が発生し，現実の問題としてシビアアクシデン

ト対策の重要性が再認識された。 

さらに平成１３年９月には米国で航空機テロが発生し，翌１４年２月には，

暫定補償措置命令（いわゆるＢ．５．ｂ項）が出されたが，その内容が日本国

内でも実施されていれば，本件事故の発生を防止し得たと評価されている。 

この間，日本国内では内的事象についてのみ行政指導により事業者に対策を

求めたが，通産省課長通知「発電用軽水型原子力発電施設におけるアクシデン

トマネジメントの整備について」が平成８年９月に発出されてから事業者が「ア

クシデントマネジメント整備報告書」を提出するに至ったのは，ようやく平成

１４年５月のことであった。また，被告東電を含む電気事業者は，この間，外

的事象によるシビアアクシデントの検討の必要性を認識しながらも，実際には

対策を怠っていた。 

 

⑶ 小括 

以上の通り，被告国は，平成１４年以降，シビアアクシデント対策として内
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的事象のみならず，地震，津波等の外的事象の対策も必要であること，及び，

事業者の自主的な取組では必要なシビアアクシデント対策が進まないことを認

識していた。 

したがって，被告国は，その時点でできるだけ速やかに，電気事業法に基づ

く省令制定権限を適切に行使し，事業者に対し，発電用原子力設備について外

的事象も含めてシビアアクシデント対策を行うよう義務づけを行ない，前記「第

３」のような電源対策・最終ヒートシンク（崩壊熱除去系）の整備を行わせる

べきであった。 

 

２ 行政指導権限の不行使の違法 

⑴ 被告国の行政指導権限 

前述のとおり，電気事業法は，「電気工作物の工事，維持及び運用を規制する

ことによって，公共の安全を確保し，及び環境の保全を図ること」を目的とし

て（１条），「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」ず（３９条１項），その主務省令において，「事業用電気

工作物は，人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えないようにすること」

（３９条２項１号）とされている。 

被告国は，同条に基づき，事業用電気工作物が「人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えないようにする」ために，政令を制定し電気事業者を規制す

る権限を有していたのであるから，同条に基づき行政指導を行う権限をも当然

に有していた。 

 そして，電気事業法３９条１項に基づく行政指導権限は，人体に対する危害

及び物件に対する損傷を防止することを主要な目的として，できる限り速やか

に，事業用電気工作物が技術の進歩や最新の技術的知見等に適合するよう，適

時にかつ適切に行使されるべきものであった。 
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⑵ 原子炉施設に対しては規制的行政指導がなされていたこと 

 被告国は，行政指導の法形式で原子炉施設の規制を行ってきた。以下実例を

挙げる。 

ア 耐震性の規制 

 ① 平成４年の耐震バックチェック（甲 A1国会事故調添付資料７頁） 

平成４（１９９２）年５月１８日，通商産業省資源エネルギー庁公益事業部

（当時）は，電気事業連合会原子力部長宛てに，「耐震設計審査指針適用以前の

原子力発電所に係る耐震安全性のチェック〈バックチェック〉結果の報告につ

いて」と題する文書を発出した10。 

当該文書は，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（昭和５６（１

９８１）年７月原子力安全委員会決定）適用以前の原発について，関係電気事

業者に対し,平成４（１９９２）年度末までに「バックチェック報告書」の提出

を求めるものである。そして，報告書には「１．耐震重要度分類の新旧比較，

２．基準地震動の新旧比較，３．地震応答解析結果の新旧比較，４．床応答ス

ペクトルの新旧比較，５．建屋のバックチェック結果，6．機器・配管類のバ

ックチェック結果，７．屋外構築物のバックチェック結果，８．動的機器のバ

ックチェック結果」を盛り込むことを求め，「耐震設計審査指針適用以前の原子

力発電所に係る耐震安全性のチェック（バックチェック）結果の報告に係る具

体的評価方法等の考え方について」を添付している。 

これに対して東電は，平成６（１９９４）年３月に，「福島第一原子力発電所

第１（乃至６）号機耐震性評価結果報告書」を提出した。 

以上の「バックチェック」とは，行政指導のことである。すなわち規制庁は，

電気事業者に対し，行政指導の法形式にて，耐震安全設計審査指針適用以前の

                                            
10 甲 A1−７国会事故調参考資料によれば「この文書は，原子力発電安全企画審査課

長と原子力発電安全管理課長の名前で出されており，押印も両名の私印であり，規

制当局としての正式のものではない」ものとされる。 
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既存原子炉を対象とする耐震安全性の報告を要請し，電気事業者は積極的に従

ったということである。 

 

 ② 平成１８年の耐震バックチェック 

平成１８年９月１９日，原子力安全委員会は耐震設計審査指針等の耐震安全

性に係る安全審査指針類を改訂した。原子力安全・保安院はこれを受けて，翌

９月２０日，「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」

と題する文書により，各電力会社等に対して，稼働中及び建設中の発電用原子

炉施設等について耐震バックチェックの実施とそのための実施計画の作成を求

めた（甲 A2-388 政府事故調中間報告 甲 A1-515 国会事故調）。これも，被告

国が，行政指導により，電気事業者に対し平成１８年改正後の指針に基づく耐

震安全性の評価を命じたものである。 

これに対し，平成１８年１０月１８日，被告東電は，上記行政指導に応じて，

保安院宛に耐震安全性評価実施計画書を提出した。同日付けの被告東電のプレ

スリリースには「当社は，平成１８年９月１９日付けで「発電用原子炉施設に

関する耐震設計審査指針」（以下「新耐震指針」という）が改訂されたことに伴

い，９月２０日に経済産業省原子力安全・保安院より既設プラントの耐震安全

性評価の実施に関する指示を受けました。本日，この指示に基づき，同院に耐

震安全性評価実施計画書を提出いたしましたのでお知らせいたします。今後，

実施計画書に基づき，新耐震指針に照らした耐震安全性評価を計画的に実施し

ていくとともに，必要に応じて適切な措置を講じてまいります。」（甲 A11：被

告東電プレスリリース）との記載があり，積極的に被告国の行政指導に従い詳

細な報告書を提出したことがわかる（甲 A12：報告書概要）。 
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イ 「残余のリスク」（設計基準外事象）に対する規制 

 被告国は，上記平成１８年９月１９日付「発電用原子炉施設に関する耐震設

計審査指針」において基本設計の段階のみならずそれ以降の段階も含めて，「残

余のリスク」を「実行可能な限り小さくするための努力」を払うことを指示し

た。同指針は，「残余のリスク」を「策定された地震動を上回る地震動の影響が

施設に及ぶことにより，施設に重大な損傷事象が発生すること，施設から大量

の放射性物質が放散される事象が発生すること，あるいはそれらの結果として

周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク」と定義して

いる。いいかえれば，「残余のリスク」とは，地震における設計基準外事象（基

準地震動を上回る地震）をさすものである（甲 A13-2）。 

 また，原子力安全委員会は，同日公表した「『発電用原子炉施設に関する耐震

設計審査指針』等の耐震安全性に係る安全審査指針類の改訂等について」と題

する文書（甲 A14-2：18 安委第 59 号平成 18 年 9 月 19 日原子力安全委員会決

定）において，「当委員会としては，「残余のリスク」について定量的な評価を

実施することは，将来の確率論的安全評価の安全規制への本格的導入の検討に

活用する観点からも意義のあることと考え，安全審査とは別に，行政庁におい

て，「残余のリスク」に関する定量的な評価を実施することを当該原子炉設置者

に求め，その結果を確認することが重要と考える。なお，これらの評価の実施

に際しては，確率論的安全評価(PSA)に代表される最新の知見に基づいた評価手

法を積極的に取り入れていくことが望ましいと考える。」と述べ，電気事業者に

対し「残余のリスク」の定量的な評価のために確率論的安全評価の実施を要請

した。 

 すなわち，被告国は，上記指針において地震における設計基準外事象（基準

地震動を上回る地震）の発生可能性を認め，電気事業者に対し，確率論的安全

評価（PSA）を取り入れたリスク対策を求めているのである。 

 これに対し，被告東電も，保安院からの指示に従い，残余のリスクを定量的
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に評価する旨プレスリリースにて報告している（甲 A11,12）。 

 以上のとおり，保安院が，電気事業者らに対し，行政指導の形式でシビアア

クシデント対策（設計基準外事象に起因する重大事故）を行い，被告東電はこ

れに積極的に従っていた。 

 

ウ AM対策に対する規制 

原告準備書面（8）２５頁以下で述べたとおり，福島第一事故以前，被告国は,

日本のシビアアクシデント対策（アクシデントマネジメント）について，法規

制ではなく行政指導により電気事業者に対策を促した。 

 

［原告準備書面⑻より］ 

 

平成１９（２００７）年，IAEA の総合的規制評価サービス（IRRS）報告は，

日本のシビアアクシデント規制について，「設計基準を超える場合の考慮につい

ては，法的な規制は存在しない。」「原子力安全・保安院は，リスク低減のため

の評価プロセスにおいて設計基準事象を超える事故の考慮，補完的な確率論的

安全評価の利用及びシビアアクシデントマネジメントに関する体系的なアプロ

ーチを継続すべきである。」と指摘し,日本政府に対しシビアアクシデント対策

の法規制化を促していた（甲 C42−21,23：日本に対する総合原子力安全規制評

価サービス（IRRS））。これを受けて，保安院基本政策小委員会報告書は「規制
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制度の中の位置づけや法令上の取り扱い等について検討することが適当である」

と報告した。また，原子力安全委員会班目春樹委員長は，SA 対策の規制化を表

明し，平成２３（２０１１）年３月には，「AM に関する原安委決定（平成４（1992）

年５月）」を廃止し，新たな決定を行う意向であった（甲 A1-516,517,甲

C43-1,2：「事故を経て原子力規制はどのようにかわったか」）。すなわち，本件

事故時には，シビアアクシデント対策について，海外の機関からも国内機関か

らも法令により規制することが必要であると指摘されていたのである。  

従って，被告国は，本来法令により規制すべき事項を行政指導により規制し

てきたのである。 

 

エ 小括 

 以上のとおり，日本の原子力行政において規制庁は「行政指導」の法形式に

より，電気事業者に対し耐震安全性チェック及び AM 対策を促してきた。こ

れらは，通達により発出され，その内容も詳細かつ厳密な規定に基づくもので

ある。そして，電気事業者はこれら行政指導に積極的に応じてきた。本来これ

らは，バックフィットすなわち法令に基づき行われるべき重要な規制である。 

 従って，日本の原子力行政は，事業者の任意の協力を超えた規制的行政指導

により電気事業者に対する規制を行ってきたものと評価できるのであり，被告

国には適時に適切な行政指導による規制を行うことが期待されていた。 

 

⑶ 本件事故を避けることので た行政指導 

本件事故の事故シーケンスから想定すると，被告国が電気事業者に対し，前

記「第３」のような電源対策・最終ヒートシンク（崩壊熱除去系）の整備を行

うよう行政指導を行っていれば，本件事故を回避することが可能であった。 

そして，被告国は，遅くとも平成１４年の時点で，国内外の事故故障情報等

の知見より（原告準備書面⑻第２参照），外部事象に起因するシビアアクシデン
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ト（含ＳＢＯ）対策・規制の必要性について予見していた。 

しかし，被告国は，ＳＡ対策について何ら適切な行政指導を行わなかった。 

 

⑷ まとめ 

以上のとおり，被告国は，電気事業法３９条１項に基づく行政指導権限を適

時かつ適切に行使したものとは到底言えず，権限の不行使が許容される限度を

逸脱して著しく合理性を欠くものである。そのため，被告国に行政指導権限の

不行使は，国家賠償法１条１項の適用上違法である。 

以上 

 


