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第１ シビアアクシデント対策についての被告らの主張 

１ 予見可能性の対象としての特定性 

 被告国は，シビアアクシデント対策の予見可能性について，下記の主張をし

ていると理解される。 

① シビアアクシデントに至った具体的な原因事象が特定されていない。 

② 予見可能性は，結果発生の原因となる事象が対象とされるべきである。 

③ 予見可能性の対象は，具体的な法益侵害の危険性が認められる具体的事実

であることが必要。 

 

２ 被告国のシビアアクシデント対策の位置づけ 

 また被告国は，シビアアクシデント対策の位置づけを下記のように捉えて主

張し，よって，国賠法上の違法性を根拠づける上での予見可能性の対象となり

得ないものと主張していると理解される。 

① 一種の技術的評価上仮定される概念（確率論的評価における技術的評価上

仮定される概念であって，原告らは，予見可能性と混同している） 

② 法益侵害の原因となる具体的な事象とは大きく異なる 

 

３ 被告らの主張の誤り 

 被告東電の主張は必ずしも明らかでないが，基本的には，前記１項各号と同

様の立場であると理解される。被告らの主張は，シビアアクシデント対策の予

見可能性を論じる上では，結果発生の原因が特定されなければならないという

立場に基礎を置いている。 

 その上で，津波対策については，予見可能な具体的な津波を予見することに

対比し，シビアアクシデント対策は，予見可能な津波を超える津波（すなわち

予見不可能な津波）を原因とする事象に対する備えであるから，シビアアクシ

デント対策をしないことは，法的責任をおよそ生じさせるものではないという
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結論に結びつく。 

 しかし，被告らの立論は，そのスタート時点，すなわちシビアアクシデント

対策を論じる際に結果発生の原因が具体的に特定されなければならないという

理解が誤っている。 

 そもそも，本件において問題とされる注意義務は，到来する津波の高さでは

なく，原子力発電所の安全設備が適切に内的事象，外的事象，人為的事象等に

対応できるか否かに関わる問題である。 

 決定論的に設計基準津波を想定することも，確率論的にシビアアクシデント

を想定することも，双方ともに原子力発電所の施設としての適切な安全性確保

に向けた安全性評価の問題である。 

 設計基準津波は，あくまで決定論的な手法によって施設の安全性を確保する

ために想定されるものである。しかし，施設の安全性確保には，決定論的な手

法のみでは十分ではない（そのことが，本件事故当時までに世界の共通認識と

なっていたことについては後述する）。 

 確率論的評価によって，原子力発電所が十分な安全性を確保できているかど

うかを確認すべき注意義務が，被告らにはあったのである。 

 被告らには，決定論的な手法及び確率論的手法によって原子力発電所の安全

施設が十分なものであることを確保する義務があったのであり，予見の対象は，

あくまで各手法に基づいて想定される炉心損傷のリスクである。 

 確率論的手法においては，津波など外的事象を確率論的に評価するが，その

ことは，当該津波の発生自体を予見すべきことを被告らに求めるものではない。 

 その意味で，被告らは決定論的な手法によって設計基準津波について予見を

すべきであるし，確率論的手法によって起因事象（ＳＢＯ，崩壊熱除去系の破

綻等）を予見すべきだったのである。 

 以下，詳述する。 
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第２ シビアアクシデント対策 

１ シビアアクシデントの定義 

 シビアアクシデントとは，すでに定義したように「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」である（原告準備書面（１０）第１，１項 ⑴）。 

 

２ シビアアクシデント対策の本質 

 シビアアクシデント対策の本質は，その事象を引き起こす特定の原因を予見

することにあるのではなく，特定の施設について起こりうるシビアアクシデン

トを定量的に評価し，もって当該施設の安全性を評価するところにある。 

 起因事象を想定する際，それを惹起する事実については，確率論的に評価を

行うのである。 

 特定の施設において，決定論的な手法で危険を想定し設計された安全設備も，

その想定を超える可能性を有している。そのリスクを，工学的判断，決定論的，

確率論的に評価し，当該施設の安全性を確保しようというのが，シビアアクシ

デント対策なのである。 

 

３ 「確率論的評価における技術的評価上仮定される概念」との反論について 

 被告国は，シビアアクシデントが，確率論的評価における技術的評価上仮定

される概念であるとし，原告らが予見可能性と混同していると非難する。しか

し，当該非難は的外れである。 

 設計基準事象として想定される津波・地震等も，「決定論的」評価における

技術的評価上仮定される概念である。 

本件では特定の安全対策をとらなかったことが，法律上，損害賠償責任を生

じさせるか否かということが問題となっている。 
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津波対策もシビアアクシデント対策も等しく安全対策であり，技術評価上仮

定される概念を用いて安全対策を行うものである。それらの安全対策の懈怠が

法的責任を生じさせるか否かを議論しているのであるから，技術評価上仮定さ

れる概念が検討の対象となっているのは，むしろ当然のことである。 

 

第３ 確率論的安全性評価によりＳＡ対策を講じるべき根拠 

 原告らは，すでに原告準備書面（１０） 第２，３項において，シビアアクシ

デント対策をとり得た具体的契機を指摘していたが，さらに被告国が，実際に新

耐震設計審査指針にシビアアクシデント対策（確率論的安全性評価手法）を取り

入れた「残余のリスク」について追加して主張する。 

 

１ 「残余のリスク」の明文化 

 津波対策等は，原子力発電所で想定される様々な異常現象に対して，その拡

大を防止するために用意された各種安全系（安全対策）のうちの一つである。

基本的に原子力発電所の安全性確保は，まずこれらの安全系によって確保され

る。 

 しかし，どのように安全系の信頼性を高めても，それが作動に失敗する可能

性を完全になくすことは不可能であるし（内的要因），また，原子力発電所の外

部から生じた事象に安全系が十分に対応できない事態（外的要因）を完全にな

くすことも不可能である。「残余のリスク」とは，設計基準による安全対策にも

かかわらず，なおかつ残ってしまう原子力発電所のリスクをいう。 
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［甲Ｃ２−８：原子力発電所のシビアアクシデント］ 

 

 いわゆる新耐震設計審査指針（平成１８年９月１９日原子力安全委員会決定 

甲Ｃ４８）も，設計基準を超える事象に対する安全対策を求めた。ここでは，

地震の「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。 

 

［甲Ｃ４８−２ 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針］ 

 

 新耐震設計審査指針は，基本方針の解説において，「上記（１）のように策定

された地震動」，すなわち基準地震動Ｓｓを上回る強さの地震動が生起する可能

性が否定できないことを正面から認めている。 

 旧指針において限界地震に基づく基準地震動Ｓ２を超える地震動はないがご

とく説明，運用されてきたことに鑑みれば，「残余のリスク」導入は，地震に関

するシビアアクシデント対策を求めた画期的な改訂であった（甲Ｃ４９−２５： 

2 

震設計上の区分ごとに、適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられるように設計され

なければならない。 

また、建物・構築物は、十分な支持性能をもつ地盤に設置されなければならない。 

 

（解説） 

Ⅰ．基本方針について 

(１) 耐震設計における地震動の策定について 

 耐震設計においては、「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」を適切に策定し、この地震動を前提とした耐震設計を行うことにより、地震

に起因する外乱によって周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与え

ないようにすることを基本とすべきである。 

 これは、旧指針の「基本方針」における「発電用原子炉施設は想定されるいか

なる地震力に対してもこれが大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有

していなければならない」との規定が耐震設計に求めていたものと同等の考え方

である。 

(２) 「残余のリスク」の存在について 

 地震学的見地からは、上記(１)のように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は否定できない。このことは、耐震設計用の地震動の策定に

おいて、「残余のリスク」（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）が存在することを意味する。

したがって、施設の設計に当たっては、策定された地震動を上回る地震動が生起

する可能性に対して適切な考慮を払い、基本設計の段階のみならず、それ以降の

段階も含めて、この「残余のリスク」の存在を十分認識しつつ、それを合理的に

実行可能な限り小さくするための努力が払われるべきである。 

 

 

４．耐震設計上の重要度分類 

 施設の耐震設計上の重要度を、地震により発生する可能性のある環境への放射線による

影響の観点から、施設の種別に応じて次のように分類する。 

 



 10 

日本原子力学会誌第５３巻１１号 平野光將「シビアアクシデント対策整備の

経緯と『残余のリスク』」）。 

  

２ 「残余のリスク」の評価手法 

 それでは，「残余のリスク」をどのようにして小さくするのか。 

 平成１８年９月２０日，原子力安全・保安院は，電気事業者に対し，新耐震

設計審査指針に基づく耐震バックチェックを指示した（甲Ｃ５０：「『発電用原

子炉施設に関する耐震設計審査指針』等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設等

の耐震安全性の評価等の実施について」）。この中で原子力安全・保安院は，「残

余のリスク」に関する定量的な評価を行うことを指示した。具体的には，日本

原子力学会において実施基準がまとめられていた地震ＰＳＡの実施基準の実施

を指すと解説されている（甲Ｃ４９−２６）。 

 

 

［甲Ｃ４９−２６］ 
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３ 地震随伴事象としての津波 

 また，新耐震設計審査指針には，「８ 地震随伴事象に対する考慮」として「⑵ 

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。」として津波リスクの定量的評価を審査指針に含めている。 

 

［甲Ｃ４８−１４ 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針］ 

 

 同指針の策定に参加した平野光將氏は，東京電力福島原子力発電所における

事故調査・検証委員会（政府事故調）からのヒアリングにおいて「津波の部分

の記載は少ししかないが，地震動で要求している内容と基本的には同じ考え方

で，同じレベルで対応して欲しいという思いで，地震動の部分と同じ表現にし

てもらった。津波について，残余のリスクは別としても，地震と同じように，

不確かさを考えて，地震と技術は違うかもしれないが，できる範囲で津波ハザ

ードを考えてほしいという思いだった。」と述べている（甲Ｃ５１−７：「聞き取

り結果書」）。 

 

４ 小括 

 以上より，被告国は，電気事業者らに対し，地震（及び津波）に対する，Ｐ

ＳＡを行うことを指示していた。すなわち，被告国も確率論的評価を採用し実

施していたのである。 
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(２) 建物・構築物の弾性設計用地震動Sd等との組合せに対する許容限界については、

「安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度」としたが、具体的に

は建築基準法等がこれに相当する。 

(３) 建物・構築物の基準地震動Ssとの組合せに対する項目中の「終局耐力」とは、

構造物に対する荷重を漸次増大した際、構造物の変形又は歪みが著しく増加する

状態を構造物の終局状態と考え、この状態に至る限界の最大荷重負荷を意味する。 

(４) 機器・配管系の許容限界については、「発生する応力に対して降伏応力又はこれ

と同等な安全性」を有することを基本的な考え方としたが、具体的には、電気事

業法に定める「発電用原子力設備に関する技術基準」等がこれに相当する。 

 

 

８．地震随伴事象に対する考慮 

 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うえで設計されなければ

ならない。 

(１) 施設の周辺斜面で地震時に想定しうる崩壊等によっても、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。 

(２) 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。 
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第３ 「設計基準事象を逸脱する」事象は予見可能である 

１ 問題の所在 

 被告らは，原告のシビアアクシデント対策の予見対象の定義に「設計基準を逸

脱する」ことが含まれている点を捉え，「設計基準を逸脱する事象」＝「予見不

可能」であると主張するようである。 

 しかし，「設計基準を逸脱する」ということは，設計基準事故（ＤＢＡ ： Ｄ

ｅｓｉｇｎ Ｂａｓｅ Ａｃｃｉｄｅｎｔ）を超える事故（Ｂｅｙｏｎｄ ＤＢ

Ａ）を意味する制度設計上の概念にすぎず，確率論的評価手法等を用いて予見可

能である。以下，ＩＡＥＡ安全基準を参照しつつ詳述する。 

 

２ ＩＡＥＡ安全基準 

 ⑴ ＩＡＥＡ安全基準「原子力発電所の安全：設計」 

 ＩＡＥＡは原子力発電所の安全基準として，２０００（平成１２）年「原子

力発電所の安全：設計ＮＯ．ＮＳ－Ｒ－１ （Ｓａｆｅｔｙ ｏｆ Ｎｕｃｌ

ｅａｒ Ｐｏｗｅｒ Ｐｌａｎｔｓ： Ｄｅｓｉｇｎ）」（以下「ＮＳ－Ｒ－１」

という）を公開し，シビアアクシデント対策を規制要件化した。同基準は２０

１２（平成２４）年に「ＮＯ．ＳＳＲ－２／１」に更新された（甲Ｃ５２：「Ｉ

ＡＥＡ安全基準原子力発電所の安全： 設計 ＮＯ．ＳＳＲ－２／１」。以下「Ｓ

ＳＲ－２／１」という）。 

  

 ⑵ 「ＮＳ－Ｒ－１」と「ＳＳＲ－２／１」 

 ここで，ＮＳ－Ｒ－１（２０００年）は，事故状態を「設計基準事故（ＤＢ

Ａ）」と「設計基準を超える事故（Ｂｅｙｏｎｄ ＤＢＡ）」に分類整理した。 

 他方，ＳＳＲ－２／１は，事故状態を「設計基準事故」と「設計拡張状態（Ｄ

ｅｓｉｇｎ Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ；ＤＥＣ）」に分類整理
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した。しかしながら，「設計基準を超える事故」と「設計拡張状態1」は，用語

の置き換えにすぎず事故の進展状況としては同じである（下図参照：甲Ｃ５３：

「ＩＡＥＡ基準の動向－多重防護（５層）の考え方等－」，ここではＳＳＲ－２

／１のコード名である「ＤＳ４１４」と表示されている）。「ＳＳＲ－２／１」

においては，「設計基準を超える事故」の用語説明の欄に，「この用語（設計基

準を超える事故）は，設計拡張状態に置き換えられている。」と明示されており，

両者を同じものとしている。 

 

［甲Ｃ５３−７：「ＩＡＥＡ基準の動向－多重防護（５層）の考え方等－」］ 

 

                                            
1設計基準事故としては考慮されない事故状態であるが、施設の設計プロセスの中

で最適評価手法に従って検討され、また、放射性物質の放出が容認限度内に保たれ

るもの。拡張設計状態は、シビアアクシデント状態を含むことがある。（甲 C５２−

６０：「SSR-2/1」）  
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 ⑶ 「ＳＳＲ２／１」の規制要件 

 上述のように，「ＳＳＲ２／１」は事故状態を「設計基準事故」または「設計

拡張状態」と段階的に整理した。後者は「設計基準を超える事故」を用語上置

き換えたものである。 

 ここで，「ＳＳＲ２／１」は，「要件１９」にて「設計基準事故」について項

目を設け，「設計において考慮されるべき一式の事故状態は，原子力発電所が放

射線防護の容認限度を超えることなく耐える境界条件を設定する目的のために，

想定起因事象から導かれなければならない。」とし，「保守的な方法で解析」す

ることを求めている。  

 この点，「ＩＡＥＡ基準の動向－多重防護（５層）の考え方等－」（甲Ｃ５３）

は，要件１９を「設計基準事故に対しては単一故障を想定した決定論的で保守性

を見込んだ評価を適用する」と解説している。  

 他方，「設計拡張状態」は「要件２０」にて要件化されており，工学的判断，

決定論的評価，確率論的評価により導出することが要件化されている（甲Ｃ５

２−２３，２４：「ＳＳＲ－２／１」）。 
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 要件２０の趣旨については，平野光將氏作成の資料が簡潔にこれを説明して

いるため同資料を引用する。 

 同資料は，要件２０（シビアアクシデント対応）が，「工学的判断及び確率論

的手法に基づ」き「シビアアクシデントに至る重要な事象を同定し」，「選定事

象の発生頻度を減らす 又は 発生した場合の影響を緩和」することを「要件

化」したものと解説している。 
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要件 20：設計拡張状態 

設計基準事故より厳しい事故又は追加の故障を伴う事故のいずれかに対して、許容できない放射

線影響を生じることなく発電所が耐える能力を増強することによって、原子力発電所の安全性を

一層向上させるために、工学的判断、決定論的評価及び確率論的評価に基づいて一群の設計拡張

状態が導出されなければならない。これらの設計拡張状態は、設計で取り扱われるべき追加的な

事故シナリオを特定するために、また、そのような事故の発生防止のための又はそのような事故

が発生した場合の影響緩和のための実行可能な対策を計画するために用いられなければならない。 

5.27. 発電所の設計拡張状態の解析が実施されなければならない 8。設計拡張状態を検討すること

の技術的な主要な目的は、合理的に実行可能な限り、発電所の設計が設計基準事故状態と見なさ

れない事故の状態を防ぐように、又は、その影響を緩和するようにしていることの保証を提供す

ることである。これは、設計拡張状態に対する追加の安全の仕組み又は格納容器の健全性を維持

するための安全系の能力の拡張を要求することもある。設計拡張状態に対するこれらの追加の安

全の仕組み又は安全系の能力の拡張は、格納容器内に相当量の放射性物質（原子炉の炉心の重大

な損傷から生じる放射性物質を含む）が存在する事故状態を管理する能力を確実なものとするよ

うなものでなければならない。発電所は、重大な放射性物質の放出が実質的に排除される（脚注

１を参照）結果をもって、発電所が管理された状態に移行されることができ、また、格納容器機

能が維持されうるように、設計されなければならない。格納容器の機能性を確実なものとする対

策の有効性は、最適評価手法に基づいて解析されうる。 

5.28. 設計拡張状態は、安全設備に対する設計基準を、また、そうした状態の発生することを防止

するか、又は、実際に発生した場合にそれらを制御し、それらの影響を緩和するのに必要である

安全の仕組み及びその他のすべての安全上重要な機器等の設計に対して、設計基準を定義するた

めに用いられなければならない。 

                                                        
8
 これは、最適評価手法により実施してもよい。（より厳格な手法が国の要件に従って使用される場

合もある）。 
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［甲Ｃ５１−２６：平野光将氏聴取結果書（添付資料２）］ 

 

３ 小括 

 ＩＡＥＡの安全基準（ＳＳＲ－２／１）要件２０は，設計拡張状態（＝旧規

定では「想定を超える事故」）については工学的判断，決定論的評価，確率論的

評価にて「シビアアクシデントに至る重要な事象を同定」し対策を行うこと（「発

生頻度の減少」または「影響の緩和」）ことを要件化している。これは更新前（か

つ福島事故前）のＮＳ－Ｒ－１にも妥当する（甲Ｃ５３−７：「ＩＡＥＡ基準の

動向－多重防護（５層）の考え方等－」参照）。 

 したがって，ＩＡＥＡは，「想定を超える事故」に関して，工学的判断，決定

論的評価，確率論的評価を用いてシビアアクシデントに至る重要な事象を同定

し，対策を行うことを要件化していた。 

 不法行為の要件事実に置き換えれば，「想定を超える事故」に分類される状態
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であっても，確率論的評価等の方法を用いて，シビアアクシデントに至る重要

な事象を予見し対策することが可能であることを前提として規制要件化してい

たのである。  

 よって「想定を超える事故」は予見不可能と述べる被告らの主張は誤りであ

る。 

  

 確率論的評価として，ＰＳＡ，前兆事象（ＡＳＰ）評価がある。ＰＳＡにつ

いてはすでに原告準備書面（８）にて詳述した。以下，前兆事象評価手法につ

いて詳述し，シビアアクシデント対策懈怠の過失に関し，「起因事象」が具体的

な予見の対象であり，かつ，予見可能であったことについて主張する。 
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第４ 前兆事象評価手法 

１ 前兆事象評価手法とは 

 原子力分野において，施設の設計段階で看過された事項，及び，運転・管理

に対して考慮すべき事項を明らかにして適切に対処するために，運転経験や事

故から教訓を得ることが重要かつ有効な手段である。特に，原子力施設の安全

を確保するためには，実際に発生した事例の原因分析を通して教訓や知見を得

て，それらを施設の設計，建設，運転及び管理に反映させることが重要である。

こうした活動は，「運転経験フィードバック」として世界各国で行われてきてお

り，事象の報告が原子力施設の運転や規制の重要な側面となっている。 

 また，事故や故障が全く新しい現象や要因によって起こるケースは稀であり，

その多くにおいては過去に類似の不具合／異常やシーケンスが発生している。

例えば，１９７９年３月に Ｔｈｒｅｅ Ｍｉｌｅ Ｉｓｌａｎｄ－２号機（Ｔ

ＭＩ－２）で発生した事故は，１９７７年に同型の原子力発電所ＤａｖｉｓＢ

ｅｓｓｅ2で起こった事象と類似が指摘されている（甲Ｃ５４−１：「福島第一原

子力発電所事故に対する 前兆事象の検討」）。 

 ここで，過去に発生した類似の事象やシーケンスを「前兆事象」という。ま

                                            
2 アメリカ合衆国オハイオ州オークハーバー近くのエリー湖東南岸に位置する原

子力発電所。Davis Besse の事象は、蒸気・給水制御系の故障により２基の蒸気発

生器(SG)への給水弁が閉止したことで始まり、その結果、SG 水位が低下して原子炉

冷却系の圧力及び温度が上昇した。その後、加圧器逃がし弁が９度にわたって開閉

を繰り返し、その後 開固着したため、クエンチタンクのラプチャディスクが破損し

た。原子炉冷却系圧力は６分以内に飽和圧まで低下し蒸気が形成されたため、加圧

器に水が流れ込み水位が最大値まで上昇した。事象開始から２１分後、運転員は、

加圧器逃し弁が開固着したものと判断し加圧器元弁を閉止した。これによって、ト

ランジェントが収束し、その後、原子炉は安全停止状態に移行された。この事象シ

ーケンスは、TMI-2 事故の初期段階と極めて類似していたが、その安全上の重要性

が十分に認識されず、また、TMI-2 の運転員はこの事象を知らなかったと言われて

いる。当時、ある一人の原子力エンジニアが Davis Besse の事象の重要性に気付

き、この事象の潜在的なリスクについて警告したが、この警告にも殆ど誰も注意を

向けず、結局、TMI-2 事故により彼の予言が的中した格好となった。後に、Davis 

Besse の事象は、TMI-2 事故の前兆事象と認識されるようになった。 
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た，前兆事象 （ＡＳＰ）評価は，確率論的安全評価（ＰＳＡ）手法を利用し

て，原子力発電プラントで発生した事故・故障事例の重要度を，炉心損傷事故

に至る可能性の観点から定量的に評価し，その結果に基づいて各事例の重要度

に応じてランキング付けを行うというものであり，重要事例の識別に有用な情

報を提供する役割を果たしている。前兆事象 （ＡＳＰ）評価は，以下に述べ

る通り，過去に発生した類似の事象やシーケンス（前兆事象）をもとに，他の

原子力発電所での類似事象の再発防止を目的とするものである。これは米国原

子力規制委員会（ＮＲＣ）にて開発された手法であり，米国では，１９７９（昭

和５４）年にＮＲＣの原子力規制研究局3が，前兆事象評価研究を開始した（甲

Ｃ５５：「原子力発電所の事故・故障事例に対する前兆事象評価研究の現状」）。 

 本件訴訟との関連でいえば，前兆事象評価手法により，福島第一原発事故に

類似する前兆事象（過去に発生した事象またはシーケンス）を適時に参照して

いれば福島第一事故を回避できたということである。ここで，前兆事象は「過

去に発生した事象またはシーケンス」をさすのであり，「地震」「津波」など自

然現象そのものではない。例えば，津波以外の事象により溢水が生じたケース

も，本件事故の前兆事象となりうるのである。 

 

２ ＡＳＰ評価の目的 

 ＡＳＰ評価は，原子力発電所において発生した個々の事故故障事例に対し，

仮に別の故障が重なったら炉心の適切な冷却ができなくなり著しい炉心損傷に

至る可能性を，確率論的安全評価（Ｐｒｏｂａｂｉｌｉｓｔｉｃ Ｓａｆｅｔ

ｙ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ： ＰＳＡ）手法を用いて定量的に評価し，その大

きさ（すなわち，個々の事例の重要度）に応じてランク付けを行うというもの

であり，重要事例の識別に有用な情報を提供する役割を果たしている。したが

って，この評価の主たる目的は，炉心損傷に至る可能性の観点から重要な事象

                                            
3 Office of Nuclear Regulatory Research : RES 
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（すなわち，前兆事象）を同定することである。本件訴訟の要件事実に即して

言えば，シビアアクシデント対策における具体的な予見対象を特定する作業で

ある。 

 第二の目的は，識別された前兆事象をその安全上の特徴に基づいて分類した

り，原子力発電所の炉心損傷リスク（ｃｏｒｅ ｄａｍａｇｅ ｒｉｓｋ：す

なわち，炉心損傷事故の発生可能性）に関するトレンドを調べるための尺度を

提示したり，ＰＳＡによって同定された炉心損傷事故シーケンスをチェックす

ることである。なお，個々の事象の重要度は，イベントツリーやフォールトツ

リーを用いて，事象緩和に必要となる設備の故障を考慮し炉心損傷事故シーケ

ンスの発生確率を計算することによって評価される。この確率は条件付き炉心

損傷確率（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ Ｃｏｒｅ Ｄａｍａｇｅ Ｐｒｏｂａｂ

ｉｌｉｔｙ： ＣＣＤＰ）と呼ばれる。要件事実に即して言えば起因事象から

結果が発生する可能性を算定する作業である。 

 

３ 前兆事象とは 

 ここで，上述の「前兆事象」を説明する。 

 米国原子力委員会（ＵＳＮＲＣ）は，前兆事象を，次の２つのカテゴリーに分

類する（甲Ｃ５６：「確率論的安全評価手法を用いた事故故障事例評価に基づく

定量的なリスクトレンド 米国原子力規制委員会による『前兆事象評価』結果に

基づく分析」）。 

 

 ⑴ 起因事象を伴う前兆事象（ｐｒｅｃｕｒｓｏｒｓ ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ ｉ

ｎｉｔｉａ－ｔｏｒ） 

 このカテゴリーは，タービントリップ4，外部電源喪失，または，蒸気発生器

                                            
4タービンへの蒸気の流入を遮断し、タービンを急速に停止すること 
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伝熱管破損事故（ＳＧＴＲ）など主に原子炉の停止を伴う事象で，炉心損傷の

起因となり得る事象（すなわち，起因事象）が発生した場合である。こうした

事象に対しては，起因事象の発生確率を１．０，当該事象発生時において動作

不能であることが確認された安全関連系機器があればそれについても機能喪失

確率を１．０と設定して，これらの復旧可能性や他の安全関連系の利用可能性

を考慮して条件付き炉心損傷確率（ＣＣＤＰ）を計算する。 

 

 ⑵ 起因事象を伴わない前兆事象（ｐｒｅｃｕｒｓｏｒｓ ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ 

ｕｎ－ａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｉｅｓ） 

 起因事象は発生しておらず，主に安全関連系機器の故障や不具合が発生した

場合のカテゴリーである。こうした事象に対しては，故障や不具合が認められ

た機器（系統）の機能喪失確率を１．０と設定し，その復旧可能性や，当該機

器（系統）が動作不能であった期間における起因事象の発生可能性および他の

安全関連系機器の利用可能性を考慮してＣＣＤＰを計算する。 

 

 ⑶ 原告らが問題とするカテゴリーは，「⑴起因事象を伴う前兆事象」である 

 要件事実に即せば，シビアアクシデント対策における予見の対象として「起

因事象」が妥当する。なぜならば，前兆事象評価手法は複数の起因事象のうち

炉心損傷の危険性の高い起因事象をランク付けし，危険度の高い起因事象が明

らかとなるからである。不法行為の要件論に即せば，前兆事象評価手法におい

て「起因事象を特定」し，「炉心損傷の危険性の高い起因事象をランク付けする

作業」が，起因事象を予見する行為に他ならない。例えば，前兆事象評価を行

った結果，「ＢＷＲ３型においては，ＳＢＯを起因事象とする事故発生確率が高

い」という事実が判明すれば，ＳＢＯによる炉心損傷の発生（結果発生の危険）

を予見し，かつ，ＳＢＯに起因する結果発生の回避措置を取り得たということ

ができる。 
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 再度述べるがここでは「地震」「津波」などの自然現象そのものは「起因事象」

とされていない。 

 以下，日本における前兆事象評価を紹介し，福島第一事故前に，シビアアク

シデント対策の予見の対象となる「起因事象」が特定されていた事実（法的評

価としては予見可能性の存在），について述べる。 

 

４ 「リスク情報」の活用，前兆事象評価 

 ⑴ 日本における前兆事象評価 

 日本では，平成８年に，日本原子力研究所5（旧科学技術庁所轄）渡邊憲夫氏

が前兆事象評価研究に関する論文を公表した（甲Ｃ５５：「原子力発電所の事

故・故障事例に対する前兆事象評価研究の現状」）。 

 また，被告国は，ＰＳＡ，ＡＳＰを利用した「リスク情報」の規制化を検討

した。平成１５年１１月１０日，原子力安全委員会は「リスク情報を活用した

原子力安全規制の導入の基本方針について」（原子力安全委員会決定）を発出し，

リスク情報を活用した原子力安全規制の導入に関する「基本的な考え方」を示

した。同決定は「この基本方針に基づき，リスク情報を活用した規制の我が国

への導入に向けて，関係者がそれぞれに責任ある取組みを進めていくことが重

要ですが，当委員会としては，概ね３年内を目処に，関係機関の取組みの進捗

状況を評価して，さらにその後の進展につなげていきたいと考えています」と

している（甲Ｃ５７：原子力安全委員会決定「リスク情報を活用した原子力安

全規制の導入の基本方針について」）。 

 その後，原子力安全・保安院は，平成１７年２月２日から同年３月３０日ま

                                            
5旧日本原子力研究所法に基づく、日本の原子力分野における中核的な総合研究機関

（旧科学技術庁所轄：

http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=13-02-01-35） 

現 独立行政法人 日本原子力研究開発機構（文部科学省所轄） 
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で３回にわたり，原子力安全規制への「リスク情報」活用の基本的考え方，及

び，「リスク情報」活用の当面の実施計画について審議を進め，平成１７年５月

３１日，原子力安全・保安院及び原子力基盤機構は，「原子力安全規制への『リ

スク情報』活用の当面の基本的考え方」（甲Ｃ５８），及び「原子力安全規制へ

の『リスク情報』活用の当面の実施計画」（甲Ｃ５９）を公表し，ＰＳＡ手法及

びＰＳＡ手法を用いた前兆事象評価への取り組みを宣言した。 

 上記「考え方」（甲Ｃ５８−４ページ以下）においては，「⑶現行の安全規制と

課題」という項目において，日本の原子力安全規制は，「前段否定の考え方を採

用した重層な安全確保対策や放射性物質の放出防止のための多重障壁の設置等

の対策を講じ，かつ，これらの対策が立地，設計，建設，運転等の各段階を通

じて，十分な保守性を持つよう措置を講じている」としつつも「しかしながら

他方で，現行の安全規制の科学的合理性を高める観点から，以下のような課題

も生じている。」として，①安全性が定量的に示されていないこと，②規制規則

の安全余裕が示されていないこと，③安全余裕の妥当性が不明であること，④

設計，運転に関する代替案の重要性を定量的に示すことが困難であること，⑤

現行の安全規制がどの程度効果的・効率的であるかを定量的に国民に説明する

ことが困難である等を挙げて，安全規制への「リスク情報」6の活用を提示した。 

 これを受けて，原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）は前兆事象評価を行い，平

成１９年４月「安全情報の分析・評価−前兆事象評価の適用−」（甲Ｃ６０）と題

する報告を行った。 

 

                                            
6 ここでの「リスク情報」は、「PSA から得られる原子力施設のリスクの程度につ

いての定量的な情報、系統・機器等へのリスクのキヨに関する情報、それらの不確

実さに関する情報等、PSA の途中経過から得られる情報を含めた様々な情報を総称

する。」したがって、前兆事象評価は「リスク情報」に含まれる。 
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 ⑵ 平成１９年４月「安全情報の分析・評価−前兆事象評価の適用−」の公表 

 ア 条件付炉心損傷確率の算出方法 

 原子力安全基盤機構は，国内，米国原子力規制委員会，フランス原子力安全

局，及び，経済開発協力機構加盟国の情報から，国内外の事故・故障事例を中

心として，炉心損傷の観点から懸念のある事象１６事例を選定した。 

 なお，当該報告書では，安全上重要な前兆事象の暫定基準を条件付き炉心損

傷確率１０−７と設定した。これは条件付き炉心損傷確率が１／１０，０００，

０００炉年を意味する。 

 条件付炉心損傷確率の算出方法は，下記の通り，当該起因事象の事故シーケ

ンス確率と当該起因事象発生確率の積の総和である。（甲Ｃ６０ ３−２頁：「安

全情報の分析・評価−前兆事象評価の適用−」） 

 

 

 

 

［甲Ｃ５５，３頁「原子力発電所の事故・故障事例に対する前兆事象評価研

究の現状」より，本文の説明の為に図を引用。右側の［ＥｎｄＳｔａｔａ］ 
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が［ＣＤ： ＣｏｒｅＤａｍａｇｅ］と表示されているものが，炉心損傷

に至る事故シーケンスである。ＣＤと表示されている事故シーケンスの発

生確率と当該起因事象発生確率の積の総和（Σ）が，条件付き炉心損傷確

率である。上記図では，起因事象であるＳＧＴＲ（蒸気発生器伝熱管破損

事故）の発生確率を１．０とする条件付き炉心損傷確率のイベントツリー

を示している］ 

 

 イ ルブレイエ事故の解析結果 

 原子力安全基盤機構は，１６の事例のうちの一つとして１９９９年１２月の

仏ルブレイエ原子力発電所事故を挙げて下記の通り解析した（甲Ｃ６０ ３−

７ページ以下）。 

①事例の概要  

１９９９年１２月２７日から２８日にかけてフランス，ルブレイエ原

子力発電所（ＰＷＲプラント，９０万ｋＷ）近くで暴風雨が発生した。

近くを流れるジロンド川の河口水位が上昇し，洪水に対して設計で予想

した水位をはるかに超えた結果，発電所４基中３基でスクラムが生じ 

（１基（３号機）は停止中であった）原子炉が停止した。その際，発電

所の一部区画が浸水し，特に１，２号機における設備冠水の影響が大き

く，４号機については影響が小さかった。 

浸水は，１号機と２号機の区画に，扉や開口部を通じて広がり，電気

室の地下レベル，海水ポンプ室の接続坑道，周辺建屋と燃料建屋の地下

レベルに達した。この浸水により次の系統の機能が喪失した。  

１号機のエッセンシャル・サービス水系（ＥＳＷ）ポンプ・モータ浸

水によるＡ系列。 （ＥＳＷは，通常出力運転時の原子炉補助冷却機能，

及び事故による原子炉停止時に格納容器スプレイ系熱交換器を用いた

崩壊熱除去機能を有している。）  
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１，２号機それぞれの，低圧注入系（ＬＨＳＩの２台のポンプ）と格

納容器スプレイ系（２台のポンプ）の両系列。（何れも燃料建屋の地下

に位置。）  

１，２号機の電気系統。（電線貫通部を通して浸水が１号機電気建屋

から２号機電気建屋へ拡大し，電気系統の機能喪失範囲を拡大させた。）  

本事象では，送電網にも擾乱が生じ，１９：３０から全号機の２２５

Ｋｖ補助電源が２４時間喪失し，２号機と４号機の４００ｋＶ送電網は

２２：２０頃までの約３時間喪失した。４００ｋＶ送電網が復旧するま

でディーゼル発電機による非常用電源が正常に供給された。  

この浸水の拡大の結果，１，２号機は，一次系の冷却に蒸気発生器を

使用し，余熱除去系で停止状態に移行した。一方，４号機は高温停止状

態から再起動した。１２月２９日に，侵入水のジロンド河口への放出を

完了した。  

 

② 解析条件  

ａ． 国内のＢＷＲプラントの原子炉建屋内に浸水した場合を想定して，

ＢＷＲ５プラントの出力運転時へ適用する。 

ｂ． 外部電源喪失が発生しており，解析では外部電源喪失事象として考

慮する。外部電源は約３時間で復旧していることから，炉心冷却時の

電源対応として設定している事象後３０分以内の復旧は考慮せず，８

時間，２４時間での外部電源復旧は考慮する。 

ｃ． 浸水の対象は原子炉建屋の最地下階である地下２階とし，当該階に

設置されている電気品が浸水により機能が喪失する。（ルブレイエで

は，浸水によりすべての機器が機能喪失したわけではないが，本解析

においては浸水の事実を優先させ，浸水した区域に設置される機器は

機能喪失するものと仮定する。） 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－ 補機冷却系は，ルブレイエでは片系浸水によって機能喪失して

いるが，ＢＷＲ５プラントでは原子炉建屋内には補機冷却系の機

器が設置されないため機能喪失させない。 

－ ＢＷＲ５プラントは，建屋が第二格納容器で隔離された構造と

なっているため，解析では第二格納容器外側の機器（非常用 Ｄ

Ｇ－Ａ，Ｂ，ＨＰＣＳ－ＤＧ，ＨＰＣＳバッテリ）が影響を受け

ることとする。なお，第二格納容器の内側は，ＥＣＣＳ全ポンプ及

びＲＣＩＣポンプがある。  

ｄ． 浸水の経路は考慮せず，地下１階と１階の機器は浸水による影響

は無いと仮定する。  

 

③ 解析結果  

 条件付炉心損傷確率は ２．４×１０
−２
である。主要な事故シナリオ

は，外部電源喪失時に，ＳＲＶの再閉に成功し，事象後３０分以内の外

部電源復旧はできず全交流電源喪失となり，ＨＰＣＳ専用ＤＧも機能喪

失のためＨＰＣＳは起動できず，ＲＣＩＣの起動は成功するが，事象後

８時間以内の外部電源復旧に失敗して炉心損傷に至るシーケンスであ

り，本シナリオが条件付炉心損傷確率の約８８％を占める。  

  

 ウ 報告書の結論 

 報告書によれば，ルブレイエ事故を参考に，「外部電源喪失」（但し，８時間，

２４時間で復旧すると仮定）及び「地下二階の浸水」を仮定した場合，外部電

源喪失→全交流電源喪失→炉心損傷という事故シーケンスが示され，ＢＷＲ５

の炉心損傷確率は２．４×１０
−２

，ＢＷＲ３（福島第一原子力発電所１号機）

の炉心損傷確率は１．５×１０
−３

，ＢＷＲ４（同２乃至４号機）は，３．５×

１０
−２

という非常に高い確率であることが判明した（甲Ｃ６０ ３−７，８，２
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６，２７，４２）。 

 ここで，原子力安全基盤機構の暫定基準は条件付き炉心損傷確率が１０
−７

以

上であるので，ルブレイエ事故を前兆事象とする条件付き炉心損傷確率は桁違

いに大きく，ＢＷＲ３型，及びＢＷＲ４型の「外部電源喪失」及び「浸水」に

対する脆弱性を明らかにしていた。 

 

 

［甲Ｃ６０ ３−４２ページ］ 

 

 また同報告書は，前兆事象評価より，「事故の発生防止及び影響緩和の観点か

ら，安全性向上対策を検討し，例えばＰＷＲプラントでは，水密扉の設置等に

よりタービン動補助給水ポンプの機能喪失を防止した場合には，条件付炉心損

傷確率が約４割減少することが分かり，外部からの浸水に対するリスク低減の

効果を確認した。甲Ｃ６０ ⅰ，ⅱ） 

とする。  

 

⑶ 小括 

 ＪＮＥＳ作成の報告書は，ルブレイエ原子力発電所事故を参考に，福島第一

原発の危険予測を行っていた。ここでの，「起因事象」は外部電源喪失であり，

その他の条件としては地下二階の浸水が仮定されている。これらの条件を前提

とした場合の外部電源喪失後の事故シーケンスは，福島第一原発事故と同じ因
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果経過を予測している。 

 さらに，同報告書は事故の発生防止のための具体的対策を明示していた（甲

Ｃ６０ ⅰ，ⅱ）。 

 以上から，ルブレイエ事故を対象とした前兆事象評価により，外部電源喪失

を起因事象とする炉心損傷は予見できたし，その回避方法についても予見でき

た。 

 

 ５ 日本原子力研究開発機構渡邉憲夫氏による福島第一原発事故の前兆事象分析 

 日本原子力研究開発機構安全研究・防災支援部門安全研究センター規制情報

分析室所属の渡邉憲夫氏は，福島第一原発事故の前兆事象解析を行った。以下，

渡邊氏の前兆事象分析について詳述し，被告らが適宜に前兆事象分析を行って

いれば，本件事故を予見し回避できたことについて述べる。 

 

 ⑴ 渡邊憲夫氏の前兆事象分析 

 渡邊氏は，福島第一原発事故の炉心損傷に寄与した主要な不具合／異常を以

下の通り分類し，これらの「不具合／異常は，その原因が福島事故の場合と異

なるものの，過去に幾つかのプラントで起こっており安全上重要な事象として

認識されてきた。」と述べる（甲Ｃ５４−２）。 

 

 ①外部電源喪失（地震による） 

 ②浸水（津波による）  

 ③所内電源の喪失，即ちＥＤＧの利用不能（浸水による）  

 ④長時間に及ぶＳＢＯ（地震による外部電源喪失と浸水による所内電源の喪

失） 

 ⑤ＤＣ電源の喪失（浸水による） 

 ⑥ＭＣＲの機能喪失（主にＤＣ電源の喪失による）  



 30 

 ⑦原子炉減圧機能喪失と炉心冷却機能の喪失（ＤＣ電源喪失による）  

 ⑧最終ヒートシンクの喪失（主に津波による）  

 ⑨格納容器機能の喪失（主に長時間に及ぶ熱除去機能の喪失による） 

 

 

 

［甲Ｃ５４−３：Ｆｉｇｕｒｅ １］ 

 

 ⑵ ６事例の前兆事象 

 そして，安全上重要な事例として同定した約２００件の過去の事象の中から，

福島事故に対する前兆事象として以下に示す６件の事例を選定した（甲Ｃ５４−

４以下）。福島事故の原因あるいは寄与因子となった不具合／異常を１つ以上伴

Figure 1 Relations among Major Occurrences in Fukushima Accident

3. 情報源

本検討では、主として、国際原子力機関 (IAEA)と経済協力開発機構／原子力機関

(OECD/NEA)が共同で運営する国際運転経験報告システム (IRS)に報告された事象報告

書を活用した。 IRSは、主に原子力分野における技術的専門家に資することを目的と

しているため、報告される情報は一般公衆に配布することを意図していない。従って、

IRSへのアクセスは、原則として、加盟国のコーディネータによる承認を受け登録さ

れた個人に限定され、事象の詳細や関連するプラントの対応を含め原子力コミュニテ

ィ内での情報公開を推奨している (5 ,6)。そのため、本検討では、事象に関する情報や検

討の結果として得られる知見を原子力コミュニティ内でより一層広めることができる

よう、 IRSの基本原則に従い、事象に関する情報を概括することとした。

1988年以降、著者らは、2000件以上の IRSレポートのレビューを行ってきた。最初

の10年間は、700件以上の IRSレポートをレビューしその結果を原子力安全委員会に提

供した。その後、個々の IRSレポートについて分析を行い、その結果を年ごとに限定

公開文書としてまとめている。この限定公開文書では、個々のレポートに記される事

象を概括するとともに、安全上重要な事象や一般性のある問題を含む事象を取り上げ

ている IRSレポートを同定し、国外の事例を理解する上での助けになるよう IRSの基本

原則に従って我が国の規制機関や電力会社に配布している。

包括的なレビューにより、外部電源喪失やEDGの故障、ヒートシンクの喪失など様々

なタイプの安全上重要な事象を取り上げた約200件の IRSレポートを同定してきた。特
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うものが，前兆事象として選定されている。以下，各前兆事象と福島原発事故

との類似性について論じる。  

 

 ア 事例１：火災とその後の大規模な内部浸水及び安全系の機能喪失 

 事例１は，タービンブレード7の破損に起因して内部溢水，火災が発生した事

例であり，潤滑油の飛散に伴って火災が拡大し多数のケーブルトレイが影響を

受けたため幾つかの安全設備やそのサポート系が利用できなくなった事故であ

る。 

 当該事例では，火災と浸水によりプラントの安全性が著しく損なわれた。火

災は，①タービン発電機区画において全てのケーブルを焼損し炉心冷却機能の

部分的喪失をもたらし，②圧縮空気系を著しく損傷し給水制御を困難にし空気

作動隔離弁に影響を及ぼし，③４８ＶＤＣ制御母線が喪失し重要な機能に関す

る制御室からの制御や弁の位置変更を不可能とした。  

 また，原子炉建屋の大規模な浸水はプラントの復旧のために重要な設備に影

響を与えた。原子炉建屋には排水ポンプが設置されていたが，火災により電源

供給がなくなったため作動できなかった。プラントは，こうした大規模な浸水

に対処できるよう設計されていなかったため，原子炉建屋の水位計装もなく，安

全設備に対する物理的障壁やペデスタルなどの防護措置も講じられていなかっ

た。 

 渡邊氏は，「原子炉建屋浸水」及び「一部直流電源喪失」に伴う安全系の故障，

並びに，「主制御室の機能喪失」が，福島事故と共通すると評価し，本事象の教

訓として，「共通モード故障（火災と溢水）を防止するためにプラントの設計や

設備のレイアウトにおいて火災や浸水に対する防護措置を考慮すべきである。」

こと，「電力ケーブルの引き回しに特別な注意を払うべきであり，安全系に対す

る電源設備はトレインごとに物理的に離れた区画に配置すべきである」こと，

                                            
7 タービン（＝羽根車）の羽根の部分 



 32 

「ケーブルに対する難燃材の使用や機器間の物理的分離など更なる防護策を講

じるべきである」こと，「ＭＣＲから独立した非常用制御室の重要性」をあげて

いる。  

 

 

 

［甲Ｃ５４−５］ 

 

 イ 事例２：火災と制御室機能及び崩壊熱除去機能の喪失を伴う長時間のＳＢＯ  

 事例２は，タービンブレードの破損によりタービンが振動して冷却用の水素

が漏出しタービン建屋内で水素爆発を伴う火災が発生した事例である。火災に

より電力ケーブルが焼損し原子炉の電源供給が喪失したが，炉心冷却はサイホ

ン効果（自然循環）により維持された。  

 当該事故は，２台の非常用ディーゼル発電機が自動的に起動したが，制御電源

に対する重大な脅威となった。プラントの設計は、共通モード故障（主として火災と

浸水）に対処するのに不十分であり、こうした複雑な事象に対応するための手順は用

意されていなかった。特に、原子炉建屋には水位計装がなく、安全設備に対する物理

的分離やペデスタルなどの他の防護措置も講じられていなかった。

このように、本事象は、火災、浸水、48 VDC制御母線の部分的喪失による制御室機

能の一部喪失、及び、安全系の部分喪失を引き起こした。

Figure 2 Major Occurrences in Event-1

(2) 事例2

本事象における主要な不具合／異常をFigure 3に示す。出力運転中、タービンブレ

ードが破損したためタービンが振動して冷却用の水素が漏れ出しタービン建屋内で水

素爆発を伴う火災が発生した。タービン発電機が自動的にトリップし原子炉が直ぐに

停止した。火災により電力ケーブルが焼損し原子炉の電源供給が喪失したが、炉心冷

却はサイホン効果（自然循環）により維持された。また、ディーゼル駆動消火ポンプ

が起動しSG二次側に給水するとともに、大気蒸気放出弁 (ASDV)が開放されSG圧力が

下げられた。大量の煙がMCRに流れ込んだため、運転員はMCRからの退避を余儀なく

された。そのため、非常用制御室から事態を収拾するための試みがなされたが、電源

の喪失により原子炉パネルの表示がなくなったためうまくいかなかった。MCRは約13

時間後に復旧した。

事象中、2台のEDGが自動的に起動したが、制御電源の喪失によりトリップした。2

基の原子炉に共用の3台目のEDGが起動され、6時間後には母線の1つに通電された。

停止時冷却ポンプ1台が17時間後に起動された。そのため、SBOは約17時間継続した

ものと考えることができる。

長時間に及ぶSBOとその後の安全系の機能低下は、ケーブル火災と、適切な防火障

壁／耐火措置の欠如に多重の安全関連ケーブルの不適切な物理的分離が加わったこと
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の喪失によりトリップ（停止）した。２基の原子炉が共用する３台目の非常用

ディーゼル発電機が起動し，６時間後には母線の１つに通電された。また，停止

時冷却ポンプ１台が１７時間後に起動された。そのため，ＳＢＯは約１７時間

継続したものと考えられている。  

 長時間ＳＢＯとその後の安全系の機能低下は，ケーブル火災と，適切な防火

障 壁／耐火措置の欠如に多重の安全関連ケーブルの不適切な物理的分離が加

わったことによるものと分析されている。  

 さらに，本事象では，煙の侵入により主制御室の機能が喪失し緊急時制御室で

も表示機能が失われた。従って，重要なパラメータは現場で直接測定しなければ

ならなかったため，プラントのブラインド運転を余儀なくされた。  

 本事象では，電源共通喪失，一部直流電源喪失による安全系の機能低下，及

び主制御室の機能喪失が，福島事故に類似し，本事象の教訓として「共通モード

故障を防止するために，電力ケーブル及び制御ケーブルに対する物理的分離と

火災防護措置に関する詳細なレビューを行うべき」こと，「外部の悪条件下に

おいて制御室の居住性を確保すべき」こと，「ＳＢＯの継続時間に従って長時間

に及ぶＳＢＯへの対処能力をレビューすべき」こと，「消火とＳＧへの給水が同

時に必要となった場合に対応できるよう消火系からの給水の適性と信頼性を検

討すべきである。」ことを指摘する。 
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による。

SBOが設計段階で考慮されなかったため、本事象は「設計基準を超える事故」であ

った。また、本事象では、MCRの喪失が起こり緊急時制御室でも利用可能な表示がな

かった。従って、重要なパラメータは現場で直接測定しなければならなかったため、

プラントのブラインド運転となった。

Figure 3 Major Occurrences in Event-2

(3) 事例3

Figure 4に、本事象における主要な不具合／異常を示す。異常な悪天候（強風と降

雨、高潮の組合せ）により高波が河川を上り4基の原子炉サイトが部分的に浸水した。

同時に、2基の原子炉への400 kV外部電源供給が数時間にわたって喪失するとともに、

4基の原子炉への225 kV補助電源供給が約24時間喪失した。ケーブル貫通部と防火ド

アが水により損傷したため幾つかの区画が浸水した。浸水によりモータが水没したた

め、必須サービス水系 (ESWS)トレインAポンプが機能を喪失した。さらに、48 VDC

電源盤において隔離故障が起こり、また、ピットが浸水したため低圧注入ポンプと格

納容器スプレーポンプが利用不能と宣言された。結果的に、2基の原子炉は停止され、

SGを用いて一次冷却材を冷やすことにより停止状態に置かれた。

事象開始から最初の数時間、暴風雨による損傷（アクセスルートの浸水や多数の倒

木など）によりプラント外部からの支援チームが到着できなかった。プラント職員は、

建屋からの排水作業を開始した。

本事象は、浸水に対する防護策が不適切であったことを浮き彫りにした。従って、

主要な変更には、河川に面する防護堤防を高くするとともに堤防の上部に越流防止壁
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ウ 事例３：安全系の機能喪失を伴う外部浸水と複数基立地サイト問題 

 事例３は，異常な悪天候（強風と降雨，高潮の組合せ）により高波が河川を

上り４基の原子炉サイトが部分的に浸水した事例である。 

 当該事例では悪天候により複数の原子炉において外部電源が喪失したが，事

象中，個々の原子炉における電源は利用可能であった。ＳＧ（蒸気発生器）によ

り熱除去を確保することができたため，炉心冷却の喪失はなかったが，浸水に

よりＥＳＷＳ（必須サービス水系）が部分的に喪失し低圧注入ポンプと格納容器

スプレーポンプが動作不能となった。 

 渡邊氏は，福島第一事故と本件事故が「外部電源の喪失」による「安全系の

機能低下」及び「直流電源の喪失」において共通するとし，「水がサイト内や建

屋内に入り込む可能性のある経路を全て特定し必要に応じてそれらの経路を取

り除くことの重要性」，及び，「浸水のような外部事象によってサイト内の複数の

原子炉が影響を受ける可能性」を指摘する。  

 

  

 

  

が建設された。

本事象の結果、当事国の現行基準への適合性をチェックするとともに本事象のフィ

ードバックを迅速に実施するために、全ての原子力発電所の状態が再評価された。発

電所の防護手法も改訂され、各サイトに対する新しい手法が開発された。この手法は、

必要に応じて防護策の変更を明らかにし実施するのに用いられた。

Figure 4 Major Occurrences in Event-3

(4) 事例4

Figure 5に示すように、本事象では、2つの独立した故障により2台のEDGのうちの

1台が動作不能となり、また、外部電源が喪失した。この事象は、2つの安全分電盤の

うちの1つにおけるリレー故障により始まり、EDGに接続することができなかった。

本事象中、発電機ブレーカにおいて別の故障が起こり、その結果、電源系のブレーカ

が開いたため、原子炉は400 kV主外部電源ラインから切り離された。さらに、運転手

順に従って補助の外部電源供給が切断され、結果的に外部電源が全て喪失した。

外部電源の喪失により原子炉がスクラムし原子炉冷却材ポンプ (RCP)が停止した。

また、残り1台のEDGが自動起動し安全系に電力を供給した。その後、熱サイホンモ

ード（自然循環）で二次冷却系を介して原子炉冷却材を循環させることにより炉心は

継続的に冷却された。同時に、SBO対応用EDGを非常用分電盤に接続するための準備

が開始された。事象開始から数時間後に外部電源が復旧したため、RCP 1基を起動す

ることができ、RCSによる冷却材の強制循環が可能となって原子炉は安全状態に移行

された。
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エ 事例４：外部電源喪失とＥＤＧ ２台中１台の動作不能 

 本事例では，２つの独立した故障（安全分電盤のリレー故障，及び，発電機

ブレーカーの故障に起因する外部電源の喪失）により，外部電源の他，１トレイ

ンの電源盤が機能喪失した。しかし，１台のＥＤＧから電源供給が行われ，ま

た，可搬式発電機が安全母線に接続され，原子炉はより悪化した状態にも対処で

きる状態にあった。また，外部電源と両ＥＤＧが喪失した場合にも，二次冷却系

で生成される蒸気で作動する非常用タービン発電機が直ぐに利用できる状態に

あった。 

 渡邊氏は，本事例と本事象が「外部電源喪失」及び「非常用ディーゼル発電

機の機能喪失」が類似するとし，「ＳＢＯの際に短時間で熱除去に必要な設備に

電力を供給するために多様性のある方策」を準備する事の重要性を指摘してい

る。 

 

  

［甲Ｃ５４−８］ 

 

  

  

当事国における個々のプラントでは、外部電源及び所内電源の全喪失に対処するた

めに、1980年代に、SBO対応用EDG（可搬式発電機）及び非常用タービン発電機の設

置という設計変更が行われていることに注目すべきである。これらの設備によって一

層厳しい状況になった場合でも対処することができたであろう。

Figure 5 Major Occurrences in Event-4

(5) 事例5

Figure 6に、本事象における主要な不具合／異常を示す。サイトから数千km離れた

島の沖で発生した巨大地震に起因して津波がサイト近傍まで到達したため、予想外の

高波が生じサイト浸水が起こった。その結果、海水が取水トンネルを経てポンプ建屋

に入り込み、同建屋の水位が復水器冷却水系 (CCW)ポンプの台座高さまで上昇したた

め、これらのポンプがトリップした。MCR運転員がタービンを停止したため、これに

伴い原子炉がトリップした。一次系は、ASDVを開けることにより冷却された。ポン

プ建屋の水位上昇によって、CCWポンプと1台を除く全てのプロセス海水系 (PSW)ポ

ンプが利用できなくなった。さらに、非常用プロセス海水系 (EPSW)ポンプも水没し

たため利用不能となった。外部電源は利用可能な状態にあったため、原子炉は安全停

止状態に移行された。液体流出物を回収するためのサンプリングタンクが位置ずれを

起こし、セメント煉瓦筐体は桟橋から海の方に約60 m流された。

このように、本事象では、津波によりプロセス水系が影響を受けたものの、原子炉

建屋、タービン建屋及びサービス建屋への水の流入がなかったため、プラントの安全

性への影響はなかった。サイトの一部が津波による高波で浸水し非安全関連の構築物

が押し流されたことに注目すべきである。
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当事国における個々のプラントでは、外部電源及び所内電源の全喪失に対処するた

めに、1980年代に、SBO対応用EDG（可搬式発電機）及び非常用タービン発電機の設

置という設計変更が行われていることに注目すべきである。これらの設備によって一

層厳しい状況になった場合でも対処することができたであろう。

Figure 5 Major Occurrences in Event-4

(5) 事例5

Figure 6に、本事象における主要な不具合／異常を示す。サイトから数千km離れた

島の沖で発生した巨大地震に起因して津波がサイト近傍まで到達したため、予想外の

高波が生じサイト浸水が起こった。その結果、海水が取水トンネルを経てポンプ建屋

に入り込み、同建屋の水位が復水器冷却水系 (CCW)ポンプの台座高さまで上昇したた

め、これらのポンプがトリップした。MCR運転員がタービンを停止したため、これに

伴い原子炉がトリップした。一次系は、ASDVを開けることにより冷却された。ポン

プ建屋の水位上昇によって、CCWポンプと1台を除く全てのプロセス海水系 (PSW)ポ

ンプが利用できなくなった。さらに、非常用プロセス海水系 (EPSW)ポンプも水没し

たため利用不能となった。外部電源は利用可能な状態にあったため、原子炉は安全停

止状態に移行された。液体流出物を回収するためのサンプリングタンクが位置ずれを

起こし、セメント煉瓦筐体は桟橋から海の方に約60 m流された。

このように、本事象では、津波によりプロセス水系が影響を受けたものの、原子炉

建屋、タービン建屋及びサービス建屋への水の流入がなかったため、プラントの安全

性への影響はなかった。サイトの一部が津波による高波で浸水し非安全関連の構築物
が押し流されたことに注目すべきである。
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 オ 事例５：津波起因の浸水 

 本事例は，サイトから数千ｋｍ離れた島の沖で発生した巨大地震に起因して

津波がサイト近傍まで到達したため，予想外の高波が生じサイト浸水が起こっ

た事例。流入した海水により復水器冷却水系ポンプが停止した。 

 本事例において，原子炉建屋，タービン建屋，及び，サービス建屋への浸水

はなかったため，外部電源は利用可能であり，炉心冷却及び熱除去機能も動作可

能であった。また，必須母線へのＤＣ電源も供給された。従って，プラントの安

全性には何の影響もなかったが，幾つかの非安全系や機器が損傷したり利用不

能となったためプラントの停止に至った。 

 ポンプ建屋の水位が高くなったため当該国では規制の見直しが行われた。 

津波がサイトに襲来しポンプ建屋が浸水したが，原子炉建屋やタービン建屋な

どの 重要区画への海水の流入はなく，プラントの安全性への影響はなかった。

しかし，幾つかの非安全系や機器が損傷したり利用不能となったためプラント

の停止に至った。 本事例後，ポンプ建屋の水位高を表示するためにＭＣＲに新

たな警報が取り付けられた。  

 渡邊氏は，浸水によるポンプの使用不能等が共通する事を指摘し，プラントの 

設計要件や規制要求において遠地地震による津波の影響を考慮することの必要

性を指摘している。  

 
Figure 6 Major Occurrences in Event-5

(6) 事例6

本事象における主要な不具合／異常をFigure 7に示す。定格出力運転中、主変圧器

の内部故障により発電機、タービン及び原子炉がトリップした。発電機トリップ後、

配電系において瞬間的な電圧降下が起こった。この電圧低下により、8台の非安全関

連無停電電源 (UPS)のうちの5台が同時に喪失した。これらのUPSは、MCRにおける

重要な計装及び他のプラント設備に電力を供給していた。2台の安全関連UPSは影響

を受けなかったが、制御棒位置表示が全て喪失したため、運転員は原子炉が停止状態

に維持されていることを確認できなかった。また、MCRアナンシエータ（アラーム）

も全て喪失し、運転員によるプラントのスクラム後操作を妨げた。さらに、所内の無

線及びページングなどの通信手段も利用できなくなりMCRと所内のプラント職員と

のコミュニケーションが制限された。他の非安全関連の系統／機器も喪失したが、こ

の中には、安全パラメータ表示系 (SPDS)、プロセス計算機、プラント内照明の一部が

含まれている。これらのUPSには、制御ロジックの喪失を防ぐために、継続的に充電

される内部バックアップバッテリが付いているが、このバックアップバッテリはその

使用寿命を過ぎており、また、予防保全が不適切であったため放電していた。UPS電

源は約30分で復旧し通常の冷原子炉却が行われた。5台のUPS全てに共通した未知の

内部欠陥により電源供給が電圧低下に起因した故障の影響を受けやすくなった。

このように、本事象では、原子炉保護系が適切に作動し全ての工学的安全施設も利

用可能であり必要時に利用されたため、プラントの安全性に対する脅威はなかった。

しかし、通常時利用可能なプラント状態表示が多数喪失したことにより運転員が直面

した困難な状況はUPS喪失の重要性を浮き彫りにした。

Turbine TripTsunami Strike
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Pump House

Reactor Scram
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Sampling Tanks &
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CCW Pumps
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EPSW: emergency process seawater
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［甲Ｃ５４−９］ 

 

カ 事例６：計装電源の共通モード故障  

 本事例では，８台の非安全関連ＵＰＳ（無停電電源）のうちの５台が故障し

制御棒位置表示機能とＭＣＲ（主制御室）アナンシエータ（アラーム）が機能

喪失した。そのため，運転員は，スクラム後のプラント状態を監視が困難であ

った。しかし，安全関連のＵＰＳは影響を受けず外部電源も利用可能であったた

め，全ての安全機能は動作可能であり緊急時運転手順に従って原子炉は冷温停

止状態に移行された。プラント職員は，代替電源を用いることによりＵＰＳか

らの電気出力を手動で回復させた。当該事例においては，通常時利用可能なプラ

ント状態表示が，機能を喪失したことにより運転員が困難な状況のもと復旧作

業を行う事を余儀なくした。 

 渡邊氏は，本件事例の，直流電源喪失による主制御室の機能喪失及び計装系

機能喪失が，福島事故と共通するとし，本件事故が「安全上重要なパラメータが

ＭＣＲにおいて監視できない場合に代替策を規定する手順書を用意することの

必要性」を指摘していたとする。 
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［甲Ｃ５４−１０］ 

 

 キ 回避可能性 

 同論文は，前兆事象として取り上げられた６事例の教訓，知見を福島第一原

発前に福島第一原子力発電所に反映させていれば，「福島事故の深刻さは現実よ

りも軽減できた」と結論付けている（甲Ｃ５４−１７ページ）。 

 

 ⑶ 小括 

 ア シビアアクシデント対策の予見の対象は「起因事象」であること 

 渡邊氏による前兆事象評価は，「地震」「津波」などの自然現象そのものでは

なく，事故発生に至るシーケンスに着目し，類似の前兆事象との共通性から，

事故回避のための教訓を抽出している。 

Figure 7 Major Occurrences in Event-6

4.2. 有効な安全設備に関する主な特徴

選定した6件の事象では、炉心冷却が維持されたり事象が炉心損傷に進展する前に

復旧したため、それぞれの事象による影響は福島事故に比べるとはるかに小さい。有

効であった安全設備の観点から、選定した事象の相違点を整理し、Table 1にそれら事

象の主要な特徴をまとめる。以下では、個々の事象に対して有効な安全設備について

簡単に記述する。

Table 1. Main Features of Safety Layers or Provisions in Selected Events

Event
No.

Offsite Power
Onsite AC Power

(EDG)
DC Power

Heat Removal
(Core Cooling)

Main Control
Room

1 not lost not lost partly lost partly lost part ly lost

2 completely lost completely lost completely lost shortly lost
lost

(evacuated)

3 partly lost not lost not lost partly lost not lost

4 completely lost partly lost not lost partly lost not lost

5 not lost not lost not lost not lost not lost

6 not lost not lost partly lost not lost part ly lost

Event 1: Fire, massive internal f looding and loss of safety systems

Event 2: Fire, prolonged SBO involving loss of control room and loss of residual heat

removal

Event 3: External f looding involving partial loss of safety systems and multi-unit site

issue

Event 4: Loss of offsite power with one EDG inoperable

Event 5: Tsunami-induced external f looding

Event 6: Common-mode loss of instrument power

- �0 -
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 事例１では共通するシーケンスとして「原子炉建屋浸水」及び「一部直流電

源喪失」に伴う安全系の故障，並びに，「主制御室の機能喪失」が抽出されてい

るが，その発端は「タービンの破損が引き起こした火災」である。事例２では，

共通するシーケンスとして，「電源共通喪失」，「一部直流電源喪失による安全系

の機能低下」，及び「主制御室の機能喪失」が抽出されているが，その発端は「タ

ービンブレードの破損が引き起こした水素爆発及び火災」である。 

 したがって，前兆事象評価は，自然現象そのものではなく，起因事象に着目

として事故を予防する方法論であると評価できる。これを，不法行為の要件事

実の中に位置付けるなら，「起因事象」が予見の対象である。 

 

 イ 前兆事象評価により，炉心損傷に至る危険性の高い「起因事象」が特定され

ていたこと 

 また，渡邊氏は２００件の前兆事象の中から，より炉心損傷（結果発生）の危

険性が高い６事例を選び出した。これを，要件事実の中に位置付ければ，数ある

起因事象の中でより危険度の高いものを特定すること，すなわち予見対象たる起

因事象を特定することに他ならない。 

 

 ウ 前兆事象評価により，結果回避のための対策を取り得ること 

 さらに，渡邊氏が結論付けた通り，事故シーケンスそのものを参考にするこ

とにより，より具体的な回避手段を選定することが可能となるのである。すな

わち前兆事象評価にて危険度が高いとされた起因事象は，結果回避可能性を基

礎付ける予見対象である。 

 

 エ 前兆事象評価は，プロスペクティブな方法論であること 

 なお，渡邊氏の行った前兆事象評価が，現に起こった福島第一原発事故との

共通性から６事例を抽出していることから，同手法がレトロスペクティブな方
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法論であると誤解されるかもしれない。しかし，同方法は福島第一原発事故前

に報告されていた前兆事象を参照しているのであって，福島第一事故前にルブ

レイエ原発事故の危険性を指摘していたＪＮＥＳの手法と同様である。すなわ

ち，福島第一原発事故前に被告らが取り得たプロスペクティブな方法論である。 

 

第５ 結語 

 本書面はシビアアクシデント対策懈怠の過失に関する予見可能性の対象につ

いて縷々述べた。 

 まず，設計基準事故を超える事象は確率論的評価手法等を用いて予見可能であ

る。 

 次に，確率論的評価手法が危険度の高い起因事象及び事故シーケンスを同定す

る方法論であることから，シビアアクシデント対策懈怠の過失の予見の対象は

「起因事象」であり，これはＰＳＡや前兆事象評価により具体的に特定される。 

 ある重大事故の危険性が高い起因事象が特定できれば，その事故シーケンスを

検討することにより結果回避の方法が明らかになる。すなわちここで同定された

予見対象は結果回避可能性を基礎付ける。 

 よって，原告ら指摘のシビアクシデント対策懈怠の過失の予見対象の定義は妥

当である。 

 以上 


