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同       田  辺  保  雄 

 

記 

 本書面は、原告の主張（津波、シビアアクシデント対策）を補強する新証拠として、

IAEAの「福島第一原子力発電所事故事務局長報告書」及び、元政府原発事故調技術

顧問淵上正朗氏らが起案した「福島原発における津波対策研究会・中間報告書」を取

り上げ、その内容を報告するものである。 
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第１ 津波に関する IAEA報告書の内容 

１ 「福島第一原子力発電所事故事務局長報告書」とは 

 ２０１５（平成２７）年９月１４日、IAEA（国際原子力機関）は、ウィーンに

て年次総会を開催した。当該総会には、福島第一原発事故の原因及び被害の分析

の最終報告書「福島第一原子力発電所事故事務局長報告書」（甲 A15、以下、「IAEA

報告書」という）が提出された。当該報告書は、４２の加盟国及び国際機関等の

約１８０名の専門家の国際協力により作成されたものである（甲 A15−2）。 

 

２ 「IAEA報告書」は被告国らの津波高予見可能性を肯定した 

（１）「IAEA報告書」は被告国らの津波高予見可能性を肯定した 

 「IAEA 報告書」は、「２．２．１節 外部事象に対する発電所の脆弱性   」に

て、被告らが、本件の津波高を予見できたことを明確に指摘している。以下、「IAEA

報告書」より該当部分を引用する。 

 

（２）IAEA報告書が根拠とした事実１ –巨大地震の発生— 

 IAEA報告書は、日本と地質構造環境に類似した太平洋 レートの他の区域にお

いて M９クラスの地震が発生していた点を指摘し、日本において構造地質学の基

準を十分に考慮していないこと、またそうした基準を使用する再評価を実施しな

かった点を問題視した（甲 A15—４４）。 

 （引用） 

「事故当時に有効であった IAEA 安全基準は、原子力発電所の建設前に、地

震や津波などのサイト特有の外部ハザード1を特定する必要があること、及び

サイトの包括的かつ全般的な特性評価の一環として、これらのハザードが原

                                                   
1 日本原子力学会の定義によれば、地震、津波などの自然現象（自然ハザード）、及び、人間の行

為（人為ハザード）が原因となって発生する原子力発電所の外部で発生する原子力発電所の安全

性に脅威を与える可能性のある事象（ハザード）を指す。 
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子力発電所に及ぼす影響を評価する必要があることを求めていた[26]2。原子

力発電所の供用期間にわたって十分な安全裕度を提供するために、適正な設

計基準を設定することが要求された[27]3。これらの安全裕度は、外部事象の

評価に付随する高レベルの不確実性に対処できるように十分に大きいことが

必要である。 ラントの供用期間中に新たな情報・知見が得られた結果とし

ての変更の必要性を特定するため、サイト関連ハザードも定期的に再評価す

る必要がある[26]。 

 1960 年代及び 1970 年代には、地震及びこれに伴う(例えば津波)ハザード

を評価する方法を適用する際に、歴史上の記録を利用することが共通の国際

慣行であった。この共通の慣行には、サイト地域で歴史上記録された最大の

地震強度又はマグニチュードを増加させ、また、このような事象がサイトか

ら最も近い距離で起こると想定することによって、安全裕度を増すことが含

まれた[28]。これは、地震強度又はマグニチュードの観測の不確かさを勘案

し、また、強固なハザード評価のためには典型的には先史時代のでータを含

む必要がある中で、比較的短期の観測では潜在的最大値が得られないかもし

れないという事実を補完するために行われた。しかし、福島第一原子力発電

所の１号機と２号機の設計に対する地震ハザード評価は、主として地域の歴

史上の地震でータに基づいて実施され、上記の安全裕度の増大は含まれなか

った。 発 ニットの建設 可を取得する   スでは、歴史上の地震情報

と地形学的断層規模を併用する新たな手法が適用された[16, 29]。 

 「内陸」断層に関する情報は、公的な情報源及び事業者が実施した個別の

調査から取得され、あり得る地震のマグニチュードを予測する分析では保 

的な ラメータが想定された。日本海溝については、(i)十分な地質構造ベース

                                                   

 2 [26]  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Site Evaluation for Nuclear 

Installations, IAEA Safety Standards Series No. NS-R-3, IAEA, Vienna (2003).    

 3 [27]  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety of Nuclear Power 

Plants: Design, IAEA Safety Standards Series No. NS-R-1, IAEA, Vienna (2000). (This 

publication is superseded by SSR-2/1 (2012)).  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での正当性及び(ii)世界的な類似性の使用なしに、主として観察された歴史上

のでータに基づいて、マグニチュード８クラスの地震が最大の事象と当初推

定された。 

 マグニチュードの大きい大地震(M9)は、太平洋の「環太平洋火山帯」に沿

って起きており、例えば、1960 年にチリで、1964 年にアラスカで発生した

が、これは福島第一原子力発電所 1号機の建設 可が与えられる少し前であ

った。これらの地震は、日本の地震学者の間で、太平洋 レートの他の区域

で地震が発生した地質構造環境に類似した環境にある日本の海岸付近で、こ

のような事象が起こり得るというコン ンサスを導くことにはならなかっ

た。」 

 

（３）IAEA報告書が根拠とした事実２ −津波シミュレーション− 

 IAEA 報告書は、被告東電が提出した資料に基づき、2007（平成１９）年から

2009（平成２１）年にかけて、被告東電が、地震調査研究推進本部の長期評価（甲

B9）に基づき日本海溝沿い福島県沖にマグニチュード８．３の地震が生ずると想

定した結果を「津波評価技術」に適用し、約 15mの津波遡上波につながる可能性

があり主要建屋が浸水すると分析していたと認定した。また、その事実は、「東京

電力、原子力安全・保安院及び国内のその他の組織」に共有されたが、「東京電力

は、これらの津波高さの予想値増加に対応した暫定的補償
マ マ

措置を取らず、原子力

安全・保安院も東京電力にこれらの結果に迅速に対処するよう求めなかった」と

結論づけている。 

 

「日本土木学会の手法を取り入れた再評価に加え、事故以前に東京電力によ

って津波洪水レベルの試算が行われた。これらの試算[30]4の 1つでは、地震

                                                   
4 【３０】SAKAI, T., TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY, “Past tsunami assessments and 

tsunami on 11 March 2011”, paper presented at 5th Meeting of Working Group 2, Vienna, 

2014. 
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調査研究推進本部が提案した、最新の情報を使用し、様々なシナリオを検討

した発生源モデルを適用した[30, 33]5。このア  ーチでは、福島県の沿岸

沖合の日本海溝が津波を引き起こす潜在性を検討した。これは、地質構造沈

み込み帯のこの部分に関する津波の歴史上の記録のみに頼ったものではなか

った。  

 2007~2009年の間に適用された新しいア  ーチは、福島県の沿岸沖合で

マグニチュード 8.3 の地震が起こることを想定した。このような地震は、福

島第一原子力発電所において(2011 年 3 月 11 日の実際の津波高さと同様の)

約 15m の津波遡上波につながる可能性があり、その 合主要建屋は浸水す

ることとなる。この新たな分析に基づき、東京電力、原子力安全・保安院及

び国内のその他の組織は、更なる調査研究が必要であると考えた。東京電力

とその他の電力会社は、日本土木学会に津波発生源モでルの適切性を再検討

するよう要請した。これらの取組は、2011年 3月には進行中であった。  

 東京電力は、これらの津波高さの予想値増加に対応した暫定的補償措置を

取らず、原子力安全・保安院も東京電力にこれらの結果に迅速に対処するよ

う求めなかった[30]。」（甲 A15-46，47頁）」 

 

（４） IAEA報告書が根拠とした事実３ −教訓とすべき先例− 

 福島第一原発の重大事故は、非常用発電機や配電盤の水没による全電源喪失が

大きな原因となったが、報告書は水没対策を迫る教訓事例が少なくとも４回あっ

たと指摘した。 

 教訓のうち２回は被告東電の事例である。まず、第１は、１９９１（平成３）

                                                   
5【３３】 HEADQUARTERS FOR EARTHQUAKE RESEARCH PROMOTION, On the 

Long-term Evaluation of Seismic Activity off Eastern Japan between the Sanriku Coast and 

the Boso Peninsula (2002) (in Japanese),   「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価

について」（甲 B9） 

 

 



 7 

年には福島第一原発１号機で海水配管に亀裂が生じ、毎時２０トンの海水が漏れ

非常用発電機などが浸水した事例である。次に、２００７（平成１９）年の新潟

県中越沖地震において柏崎刈羽原発第１号機の地下の消火配管が破損し、原子炉

建屋地下に水が流れ込んだ事例が指摘された。 

 第３に指摘されたのは、１９９９（平成１１）年、嵐による河川増水でフラン

スのルブレイエ原発２基が浸水した事例、最 に、２００４（平成１６）年のス

マトラ沖地震にて、津波がインド南部のマドラス原発を襲い、海水ポン が水没

した事例である。 

 IAEA報告書は、上記の各事例が、原発の重要施設である建屋や海水ポン を津

波から る対策を講ずべき教訓となるはずだったものかかわらず、保安院や電力

会社が抜本的な対策を講じようとしなかった点を指摘した。これは、溢水による

事故の予見の契機とすべき事情を具体的に指摘したことにほかならない。 

（引用） 

「事故に先立つ 12 年間の日本及び他の地域での原子力発電所の運転経験は、

洪水から重大な影響を受ける可能性を示していた。関連する運転経験には、

1999 年にフランスのブレイエ原子力発電所の２基の原子炉で洪水を引き起

こした高潮、インドのマドラス原子力発電所の海水ポン が浸水した 2004 

年のインド洋津波、及び 2007 年の日本の新潟中越沖地震が含まれる。 者

は、 東京電力の柏崎刈羽原子力発電所に影響を及ぼし、地下の外部消火配管

の破損により、１号機の原子炉建屋の浸水を引き起こした[35-38]6。」（甲

                                                   

 6 【35】GOVERNMENT OF INDIA, Actions Taken for Indian NPPs Subsequent to 

Fukushima Nuclear Accident. National Report to the Convention on Nuclear Safety 

(2012), http://www.aerb.gov.in/AERBPortal/pages/English/t/documents/CNS2012.pdf  

 【36】INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Extreme External Events in 

the Design and Assessment of Nuclear Power Plants, IAEA-TECDOC-1341, IAEA, 

Vienna (2003).    

 【37】INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, International Reporting 

System for Operating Experience (2014) (unpublished).    

 【38】INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Follow-up IAEA Mission in 

Relation to the Findings and Lessons Learned from the 16 July 2007 Earthquake at 
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A15-47頁） 

 

３ 小括 

 IAEA 報告書は、津波に関し①巨大地震の発生可能性、②2007~2009 年の間に

適用された津波評価方法（長期評価の知見を「津波評価技術」に適用すること）、

及び、③４例の前兆事象（平成３年の福島第一原発１号機溢水事例、平成１９年

の柏崎刈羽原発の事例、平成１１年の仏ルブレイエ原発の溢水事例、平成１６年

の印度マドラス原発事故）を挙げて、被告らの津波対策の懈怠を指摘した。 

 

 

【東京新聞平成２７年６月１２日記事7より】 

 

  

                                                                                                                                                               

Kashiwazaki-Kariwa NPP, IAEA, Vienna (2009).    

 
7 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/nucerror/list/CK2015061202000214.htm

l#pagetop 

2015/9/19 : : (TOKYO Web)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/nucerror/list/CK2015061202000214.html#print 3/5
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第２ SA対策に関する IAEA報告書の内容 

 次に、シビアクシデント対策について IAEA報告書の指摘する問題点を示す。 

 

１ 設計基準を超える事故とアクシデントマネジメントの評価 

 福島第一事故当時の IAEA安全基準8は、全ての通常運転モード、事故状態、及

びシビアアクシデントを含む設計基準を超える事故の 合に安全機能を遂行でき

るかどうかを判断するため、評価を実施することを求めていた。これらの評価手

法として確率論的手法、決定論的手法、及び適切な工学的判断を併用して、シビ

アアクシデントにつながる可能性がある重要事象シーケンスを特定する必要があ

る。また、事故対策を改善するために使用できる想定事故シナリオを研究するた

め、設計基準を超える事故の具体的・決定論的分析を実施する必要がある。 

 しかし、福島第一原子力発電所には、IAEA 安全基準が規定する確率論的安全

評価を行わず、設計基準を超える事故が十分に考慮されていなかったため、炉心

の冷却を維持する能力、重要な安全 ラメータを監視する運転員の能力、及びシ

ビアアクシデント状態の管理に影響を及ぼした(甲 A15−54〜58)。  

 

【甲 A15−57】 

                                                   
8引用されている安全基準「IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.15」の内容については原

告準備書面（１７）「第３」参照 
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２ 被告国の規制の不備（甲 A15-57〜61） 

 規制当局による、設計基準を超える事故に関する規制要件の範囲は限定されていた。 

（１）IAEA報告書の見解 

  IAEA 報告書は、原子力安全委員会が 1992（平成４）年にアクシデントマネジ

メントに関する指針9を発出し、同年には通商産業省 (MITI)がアクシデントマネ

ジメントの ードマッ を発表し10、電気事業者に対し当初の設計で考慮していた

ものより重大な事故に対処するための措置を取るよう求めたが、事業者による限

られた自主的活動にとどまったことを問題点として指摘した。 

 また、IAEA報告書は、２００７（平成１９）年６月の IAEA 総合規制評価サ

ービス(IRRS)ミッションが、日本の規制当局に対する評価として、「日本の発電所

は、予防措置によって確保されているとおり十分に安全であるとみなされている

ため、設計基準を超える[事故] の考慮に関する法的規制はない」と結論づけたこ

とを問題点として指摘する。例えば、日本の定期安全レビュー   スが、電気

事業者に対し最新の手法を利用して解析させることを要求していなかったこと、

規制枠組みにシビアアクシデントマネジメント要件が含まれていなかったことで

ある。そして、この点は、被告東京電力の本件福島第一原発のシビアアクシデン

トに対する準備不足につながったと指摘した。 

 ここで、IRRSミッションとは、IAEA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、IAEAが加盟国の要請に基づき行う原子力安全に関するレビ

ューサービスの一つである。IRRSは、加盟国の原子力規制に関し、その 認可・

検査等に係る法制度や関係する組織等も含む幅広い課題について総合的なレビュ

ーを行う (甲C61-1「INTEGRATED REGULATORY REVIEW SERVICE (IRRS) 

TO JAPAN」（原文）,甲 C61-2：「(仮訳) 日本に対する総合原子力安全規制評価サ

                                                   
9 甲 C1：「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

デントマネジメントについて」（安全委員会決定） 

10 甲 C7:「アクシデントマネジメントの今 の進め方について」 
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ービス(IRRS)」)。 

 また、「定期安全レビュー」とは「 認可取得者と規制当局が新しい情報と現行

の基準及び技術に照らして、設計と外部ハザードを再検討する公式メカニズム」

である。日本では、2003年に発行された規制により、10年間隔の定期安全レビュ

ーが要求されたが対象範囲が限られており、また、外部ハザードの再検討を要求

していなかった。IAEA報告書は、日本における定期安全レビューが、対象範囲が

限られており、外部ハザードの再検討を要求していなかったことを、「国際的慣行

と完全に一致するものではなかった」と評価している。 

  

（２）２００７（平成１９）年の IRRSミッション  

 IAEA報告書は、「2007年の日本への IAEA の IRRS ミッションは、設計基準

を超える事故に関する規制要件の必要性を提案し、原子力安全・保安院がこれら

の事象の考慮に対する系統的ア  ーチを開発し続けること、及び確率論的安全

評価とシビアアクシデントマネジメントの補完的使用について提案した[51]。」、し

かし「同ミッションの提案は、この分野における更なる努力を喚起することには

つながらなかった。」と報告している。 

 ここで、２００７年の IRRSレビューチームは、日本の規制の有効性を肯定的

に評価する 合は「Good practices；良好事例」とし、他方、改善が必要な点を

「Suggestions；助言」「Recommendation；勧告」としてレポートした。以下、

IRRSレビューの原文より、平性年当時に指摘されていた日本の規制の問題点を示

す（甲 C61−1：３，４８頁以下：「IAEA-NSNI-IRRS-2007/01」、甲 C61−2:３，４８

頁以下：「(仮訳) 日本に対する総合原子力安全規制評価サービス (IRRS)」）。 

 

 分野１：法制度と政府の責任  

「勧告 :規制 関である原子力安全 保安 と原子力安全   の  、 

に安全  の策定に関して、 確 を るべきである。」 
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分野２：規制機関の権限と機能  

「助言：原子力安全・保安任は、相互理解と尊重に基づいた、率直かつ開か

れた、但し、立 の違いをわきまえた産業界との関係を醸成し続けることが

望まれる」 

 

分野３：規制機関の組織 

「勧告:原子力安全・保安院は、 質マネージメントシス ムの特質、事業

者の運転要件や運転慣行の知 と自 など、検査要件の全ての 面が適切に

含まれるように、訓 要件や訓   グラムを強 すべきである。」 

「勧告:原子力安全・保安院は、5 年  計 の各 目に対応して、日本の

効果的な原子力安全規制を確保するために必要な 責や 務を果たす 員の

最小限の必要 を明確に特定する人員計 を作成すべきである。将来の 員

や予算要求は、これら最小限の 必要 と 加的な作業や 務に必要な補足分

に基づくべきである。(規制機関である原子力安全基盤機構/原子力安全・保

安院、原子力安全委員会の 員 は、それ れの機関の使命、完全性、公平

性、中立性等を考慮して確保されるべきである。)」 

 

分野４：許認可 

「助言:原子力安全 保安 は、  ク  のための評価    において

設計基準事 を超える事故の考慮、 完的な確  的安全評価の    シ

 アアクシデントマネジメントに関する  的なア  ー を  すべきで

ある。」 

 

分野５：安全評価 

「勧告:原子力安全 保安 は、  と  により、事  が の国内 設
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    設から教訓を  ための  的な    を確保すべきである。」 

「勧告:原子力安全 保安 は、事  の保安規定が 括的であり、か  

的    的  も めて  安全に関する全ての  に対 している と

を確保するよ 、規制  の  と 定を  して実 すべきである。」 

「助言:原子力安全 保安 は、 的    的  が  安全性に  す

  を考慮し    性のとれた評価と  を実 するための規制 の  

  基準の 成と実行を  すべきである。」 

 

分野６   と規制の執行 

「勧告:原子力安全・保安院は、その検査 がサイトでいつでも検査する権

限を有していることを確保すべきである。これにより、検査 はサイトへの

自 なアク スが可能となり、法 で規定された検査期間中というよりも任

 の時間に 員とのインタビュー、文書 査の要求などが出来るようになる。

これは建設検査・運転検査の両方に適用される。」 

「勧告:原子力安全 保安 は、設備 の  がある  には  するとい

 法的な規定に えて、例え 不十分な  性能の  でも原子力発電所を

  できる  の根拠を 確 すべきである。」 

 

分野７ 規制とガイドライン等の整備 

「勧告:原子力安全・保安院は、原理的・概 的論拠よりもむし 実際の 

行に 点をあて、統合的な 質マネージメントシス ム(QMS)の構 を 続

すべきである。第一ス ッ として、QMSは、部門の年間計 立案に際し

て 5 年  計 を考慮すべきである」 

「助言:原子力安全・保安院は、 質マネージメントシス ムの現実的な要

 を効率的かつ  に実施するために、原子力安全委員会や原子力安全基盤

機構とのインタラクションと関係を含めた全体   スのマッ を策定すべ
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きである。これが効果的に実施されるよう、原子力安全委員会や原子力安全

基盤機構と協議して行われるべきである。」 

 

 しかしながら、同ミッションの提案は、規制当局により実行されず日本の原子

力規制の改善につながらなかった。 

 なお、平成２３年７月２９日付東京新聞は「原子力安全・保安院が、同年に国

際原子力機関（ＩＡＥＡ）から組織の総合的な評価を受けた際、保安院と原子力

安全委員会の役割が明確でない点など問題点を指摘されたのに、好 的に評価さ

れた部分のみを和訳して公表していたこと」、すなわち 図的に IRRSの否定的評

価の和訳を公表しなかったことを報道している。 

 

【東京新聞 2011年 7月 29日朝刊】 

 

（３）国際的慣行に 致しない規制（甲 A15-61） 

 IAEA報告書は、日本の主要分野の規制と指針の一部が、事故当時の国際的慣行

に一致していなかったことを指摘する。その中で、最も顕著な相違は、定期安全

レビュー、ハザードの再評価、シビアアクシデントマネジメント及び安全文 に
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関連する規制である[5211, 5712, 5813]。  

 定期安全レビューは、 認可取得者と規制当局が新しい情報と現行の基準及び

技術に照らして、設計と外部ハザードを再検討する公式メカニズムである。IAEA

報告書は、日本では、2003（平成１５）年より、１０年間隔の定期安全レビュー

が要求されたが、対象範囲が限られており、また 部ハザードの再  を 求し

ていなかった とから「国際的慣行と完全に一致するものではない」と指摘して

いる。 

 

３ 結 —省 制定  不行使の違法、規制的行政 導の不 為の違法 

 IAEA報告書は、定期安全レビュー、ハザードの再評価、シビアアクシデントマ

ネジメント及び安全文 に関連する規制が国際的慣行から逸脱するものであった

ことを指摘している。これには、外部ハザード（原子力発電所の外部で発生する

原子力発電所の安全性に脅威を与える可能性のある事象）の再検討が含まれる。 

 また、規制当局は平成１９年に IAEA の IRRS ミッションから、上記の事 を

勧告されていたにもかかわらず、これを規制要件 しなかった。 

 これらは、規制当局の省令制定権限不行使の違法、規制的行政指導の不作為の

違法を基礎付ける事実である。  

                                                   

 11 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Periodic Safety Review of 

Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.10, IAEA, Vienna 

(2003). (This publication is superseded by SSG-25 (2013)).   原子力発電所定期安全レビ

ュー 

   http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1157_web.pdf 

  

 12 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Governmental, Legal and 

Regulatory Framework   for Safety, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 1, 

IAEA, Vienna (2010).  

    [ 政府、法 及び規制の安全に対する枠組み：

http://www.nsr.go.jp/archive/jnes/content/000117675.pdfよりダウン ード可] 

  

 13 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Periodic Safety Review of 

Nuclear Power Plants: Experience of Member States, IAEA-TECDOC-1643, IAEA, 

Vienna (2010).    

 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1157_web.pdf
http://www.nsr.go.jp/archive/jnes/content/000117675.pdf
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第３ 福島原発における津波対策研究  中間報告書  

１ 失敗  「福島原発における津波対策研究 」とは 

 「失敗学会」は、「広く社会一般に対して失敗原因の解明および防止に関する事

業を行い、社会一般に寄与することを目的とし、この目的を達成するため、社会

教育の推進を図る特定非営利活動を行う」特定非営利活動法人である。同法人の

理事として、「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）委員長を務めた畑村洋太郎氏、同技術顧問である淵上正朗氏、安部誠治

氏らが参加している（甲 B56：インターネットサイト印刷文書「理事一覧」）。 

 同法人は、平成２７年４月、「①福島原発において、巨大地震に伴う巨大津波を

予測できたか？、②もし巨大津波が事前に予測されていたら、事前にどのような

対策をすれば事故を回避できたか？」 の解明を目的として「福島原発における津

波対策研究会」を発足させ、同年７月３日、①の報告書として、「中間報告書」（甲

B57）を公開した。執筆者らは、政府による事故調査以降に発見された資料をも加

えて同報告書を作成しているため、同報告書は政府事故調査報告書を発展させた

ものと評価できる。  

 本 は、同報告書を引用し、被告らに津波損害に関する予見可能性があったこ

とを述べる。 

 

２ 福島原発における津波対策研究  中間報告書 

（１）報告書の概  

 同報告書は以下の事実を認定し、「3 回の異なる予測で、敷地高さを越えて建屋

が浸水する津波が示されていた。」と結論づけた。 

「① 1997~1998 年の 省 による「地域防 計 における津波対策強 の

手引き」に基づき、2000 年に、東電は「解析の不確かさ上限の 2倍では 10m

の津波水位(海水ポン 位置での浸水高さ)と予測され、6mで海水ポン が停

止する」との報告書を提出した。 
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②1999年に、国土 等が福島第一原発の津波浸水予測図を示し、タービン建

屋 で 4-5mの浸水予測と なっていた。 

③2002年の文科省・地震調査研究推進本部が「福島沖の更に沖合を含む日本

海溝沿いのどこかで、M8.2 の大地震が起きる確率は今  30 年以内に 

20%」との見解に基づき、2008 年に東電は「福島原発で 15.7m の津波(浸

水高さ)が予測される」という結果を得ていた。 

④貞観津波に関する古文書の研究などを基にして、1990年頃に仙台平野の津

波堆積物が発見され、2008 年の文部科学省報告書で、福島原発の北約 5km

の浪江町で貞観津波堆積物が発見され、また、北は三陸海岸から南は茨城県

にまで貞観津波の伝承があることが述べられている。2009年初めに東電が貞

観津波の波源で計算した結果によると、標準手法で計算すれば敷地高を超え

る津波が予測されていた。」 

 

（２）原告らの主張 

ア この点、原告らは、②について原告準備書面(４)「第５ 平成２０年５月〜６月 被

告東電による津波試算結果」、③について原告準備書面(16)「第４ 津波 害予測

図」、④について原告準備書面(４)「第 7 貞観津波に関する知見の進展」及び原告

準備書面(７)「第１ 貞観津波に関する知見の進展(補足)」にてすでに述べた。 

 

イ 原告は、津波予見に関して①の事実を 加して主張する。 

 ①の報告書とは、被告東電が電気事業連合会に提出した下記資料（甲 A１：国

会事故調参考資料４１頁）をさすものである。同資料が提出された電気事業連合

会の議事録には 

「土木学会津波評価部会における 7 月からの津波水位に関する議論に先立

ち、解析  を考慮した ラント影響評価を実施した結果について報告がな

された。  
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・  に応じて、対策が必要となる発電所が増える。 

・水位 昇に対しては、誤差を大きくするに従い大がかりな 造が必 とな

る。水位低下に対しては運用による対応が可能と考えられる。  

・今 詳細な影響評価を行うとともに、部会報告書がまとまる平成 13 年 3

月~耐震指針が改訂される平成 16年 6月までの間に必 に  て対策工事を

実 する予定。」 

との記載がある（甲 A１−４１、４２）。 

 この点、平成１２年段階では「津波評価技術」が策定されていなかったため、

被告東電が電気事業連合会に提出した報告書の根拠となる津波高さは、平成７年

作成の「太平洋沿岸部地震津波防 計 手法調査報告書」（甲 B35）に基づくもの

であると推測できる。したがって、平成１２年、被告東電は、電気事業連合会の

求めに応じて上記報告書による試算結果の１．２〜２．０倍の津波高試算をおこ

ない、その結果である津波高試算の「１．２倍」で、 ラントに影響（損害）が

あることを認 していた。なお、津波高「１．０」倍の 合の ラントの影響に

ついては公開されていない。 
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３ 結  

 元政府事故調委員ら作成の報告書によっても、被告らの津波に関する予見可能性は

肯定される。 

以上 

  

 


