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第１ 本書面について 

１ 失敗学会 

 「福島原発における津波対策研究会・報告書」（甲 A16 以下「最終報告書」

という）は、失敗学会（原告ら準備書面（２３）第３の１参照）が 2015 年 4

月と 6 月に開催した「福島原発における津波対策研究会」の結果をまとめたも

のである。最終報告書は、予見可能性についての「中間報告書」（甲 B57）の

続編にあたる。 

 本書面は、最終報告書を引用し、被告東電が取り得た結果回避措置を論ずる

ものである。 

 

２ 回避措置−津波、SA に共通する 

 後述するように、最終報告書は、①「全交流電源の喪失」、「直流電源の喪

失」、及び「最終排熱系の破損」状態からの、②２〜３年で準備できる復旧方

法を検討し、炉心溶融を回避する措置を結論づけたものである。したがって、

これら回避措置は、原告らが主張する津波対策1及び SA 対策に共通する回避

措置である。 

 

３ ２００９年を予見の時期としていることに留意 

 なお、後述する通り、最終報告書は「遅くとも２００９年には敷地高を越

える津波の到来が予測できたこと」を前提に回避措置を論ずるものであり、

この点は、原告らの主張と異なるものであることに留意されたい。 

 

第２ 目的・検証対象 

   最終報告書は、福島第一原発事故の直接の原因は、①地震によって外部

電源が喪失し、②津波で、地下の非常用ディーゼル発電機と配電盤が水没

し使用できなくなり、全交流電源喪失が生じた、③一部の号機は蓄電器も

水没し直流電源も喪失した、④海水系冷却設備（最終排熱系）も原子炉建

屋外にあり津波で破損したため、炉心を冷却できなかったことと総括し、

福島第一原発の炉心損傷の直接の原因を、「全交流電源の喪失」、「直流電源

                                                   
1原告ら準備書面（７）で検討した再発防止策は、コンクリート防波堤を作る等、

抜本的な設計の見直し、工事を要するものも多く含まれていた。しかしながら、

本書面は、このような抜本的な工事を行わなくても、その他の事前準備と訓練

により、福島原発事故は回避することが可能であったことを主張するものであ

る。 
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の喪失」、「最終排熱系の破損」の３つが同時に生じたことであると結論づ

けた（甲 A16−1）。失敗学会は、これを元に、炉心溶融を回避するための必

要最小限度の対策を検討した。 

なお、検討の際には、命題１の津波予測（甲 B57：失敗学会の中間報告書
2）との関係で、予測時期から防衛策を講じるまでの時間的猶予を２～３年

と設定し、２～３年で実行可能な対策に限定し考察している。また、事故前

における対策という観点から、本件原発事故後に判明した情報を排除して考

察した。 

以上より、命題２の条件は、①直流電源、交流電源、最終排熱系の３つを

確保すること、②３．１１以前に知り得た事情からの対策であること、③２

―３年で実行可能であること、④これらの対策により炉心溶融事故を防げる

ことを示すこと、とされている。 

以下、最終報告書より、福島第一原発の冷却設備と電源設備について説明

し（第３）、全交流電源喪失状態から、冷温停止状態に復旧するまでのシナ

リオ及びそれに必要な施設を概説する（第４）。 

 

  

                                                   
2 甲 B57 は、①1997～1998 年の七省庁による「地域防災計画における津波対策

強化の手引き」に基づく 2000 年の東電予測「解析の不確かさ上限の２倍では 

10m の津波水位（海水ポンプ位置での浸水高さ）と予測され、 6m で海水ポン

プが停止する」との報告書を提出した。②1999 年に、国土庁等が福島第一原発

の津波浸水予測図を示し、タービン建屋側で 4-5m の浸水予測となっていたこ

と。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後 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こと。④2009 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。ことから津波高を予見可能とした。したがって、失敗学会は（遅

くとも）２００９年には予見可能との結論をもとに回避措置を検討した。 
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第３ 福島第一原発の冷却設備と発電設備 

１ 冷却設備 

（１）原子炉冷却系の全体像 

 下記の図は、原子炉冷却系の全体像を示したものである。 

 

 

［上図 甲 A2 資料編 10 に加筆／下図 甲 A2 資料編 11 に加筆］ 
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 （２）原子炉停止後２時間以内の冷却−IC、RCIC、HPCI  

 ア 非常用復水器（IC） 

 福島第一原発１号機には、非常時に原子炉が主冷却系から隔離された場合

の代替冷却システムである非常用復水器（IC）が設置されている。非常用

復水器（IC）は、動力を必要とせず自然循環で冷却することができ、冷却

水が枯渇するまで、１４時間程度の運転が可能になる。また、復水器に給

水すれば冷却を継続できる。IC 内の冷却水は沸騰／蒸発し、外部に排気さ

れる（甲 A16-5）。 

 

 

［甲 A2 資料編−72］ 

 

 イ 原子炉隔離時冷却系（RCIC） 

   １号機の IC の代わりに、２～5 号機には原子炉隔離時冷却系（RCIC）

が設置されている。RCIC は、何らかの原因で給水系が停止した場合等に、

原子炉水位異常低下信号によって起動し、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、蒸気として失われた冷却材を原子

炉に補給し炉心を冷却する。RCIC は、水源として復水貯蔵タンクの水を

使用するが、S/C（サプレッションチェンバー／圧力抑制プール）の水を水

源とすることも可能である（甲 A2-23）。 
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［甲 A2 資料編−73］ 

 

 ウ 高圧注水系（HPCI） 

   全号機に非常用炉心冷却システムとして高圧注水系（HPCI）が設置され

ている。HPCI は、蒸気タービン駆動の高圧ポンプにより原子炉に冷却水を

高圧で注水して炉心を冷却する。通常は、水源として復水貯蔵タンクの水

を使用するが、S/C の水を水源とすることも可能である（甲 A2-24）。原子

炉が高圧状態でも注水でき、時間当たりの注水量も大きい。今回の福島原

発事故では３号機のみ稼働した。 



8 

 

 

［甲 A2 資料編 74］ 

 

（３）最終排熱系3（SHC（1 号機）、RHR（２〜５号機）） 

 RCIC 及び HPCI は、復水貯蔵タンク乃至 S/C 内の水を循環させて冷却す

るシステムであるから、熱を格納容器から外部に逃がすことができず、崩壊

熱が徐々に系全体の水を温めるため、いつまでも原子炉を冷やし続けること

はできない（「閉じた系」）。また、IC も復水器内の冷却水が蒸発し大気中に

排気されるため、冷却水の枯渇により１４時間程度で停止する（甲 A16−5）。 

 そこで、海水をポンプで汲み上げ熱交換を行い、海中に排熱する最終排熱

系の稼働が必要になる。最終排熱系として、１号機には SHC（原子炉停止時

冷却系）が、２〜５号機には RHR（残留熱除去系）の SHC モード（原子炉

停止時冷却モード）がある。 

 

ア SHC（原子炉停止時冷却系） 

 SHC（原子炉停止時冷却系 １号機）は福島第一 1 号機のみの専用設備で、

原子炉を停止した後、冷却材（炉水）を熱交換器にて冷却し、崩壊熱を除去

するための設備である（乙 B3 の 2 東電「福島原子力事故調報告書添付資料」

参考５（９/２２）p554）。原子炉圧力容器内の炉水は、原子炉停止時冷却系

熱交換器、原子炉補機冷却系、熱交換器、補器冷却系海水ポンプを介し、海

                                                   
3 原告ら準備書面（10）20 頁以下における「崩壊熱除去系」と同じ意味で用いる。 
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水と熱交換する（別紙：福島第一 1 号機系統概略図 参照）。 

 

イ RHR（残留熱除去系） 

 RHR（残留熱除去系 ２〜５号機）は、原子炉を停止した後、ポンプや熱

交換機を利用して冷却材の冷却(燃料の崩壊熱の除去)、及び、非常時に冷却水

を注入して炉水を維持する系統(非常用炉心冷却系 ECCS のひとつ)であり、

原子炉を冷温停止に持ち込む能力を有している。ポンプ流量・熱交換機とも

に能力が高く、以下の運転方法(モード)を有する。①が SHC と同じく最終排

熱系の機能を有する。（乙 B３の２：東電事故調添付資料参考５（８/２２）ｐ

553） 

 ①原子炉停止時冷却（SHC）モード 

 ②低圧注水モード (ECCS)  

 ③格納容器スプレイモード 

 ④圧力抑制室冷却モード 

 ⑤非常時熱負荷モード 

 RHR の熱交換器を除熱するために海水を供給する冷却用海水ポンプが残

留熱除去系ポンプである。RHR を冷却する系統が残留熱除去海水系(RHRS)

である(甲 A2-25、A2−資料編 75 )。  

 

 

[甲 A16-7] 
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図 9. 福島第一の RHR 系（海水系を含めて 2 ループ）[3] 

 

以上より高圧電源車(各原子炉 RHR ループと RHRS ループに配電できるのに必要な台数)と、RHRS ル

ープの予備モーター、あるいはその RHRS ループモータが大きすぎて、交換が実際的でないなら１F5

号機で使用した仮設電源と水中ポンプ[4, p.64]を用意してあれば、RHR 機能は 10 時間程度で回復でき

ると思われる。この場合、高圧電源車は不要で水中ポンプを駆動できる移動式発電機で十分と思われ

る。 

 

上記の検討から、以下の地震・津波対策を用意しておけば、福島原発事故は回避できたと思われる。

通常、原子炉での改造工事は、安全審査が必要なら 5 年程度を要するものの、今回の対策には安全審

査は不要と考えられ、殆どは運転中の対策工事も可能であり、１～２年で完了できると考えられる。 

①十分な容量と個数の 125V バッテリーと 250V バッテリー（★） 

②高圧電源車  

③水中ポンプ(RHRS 代替用)  

④交流電源喪失(SBO)、直流電源喪失、海水ポンプモーター喪失を想定した訓練 

⑤RCIC と HPCI の水密化（部屋の水密化または電気系統の水密化） 

（★：250V バッテリーは 2~5 号機の RCIC 用電動弁と HPCI 用電動弁に必要[5]） 

 

ただし、津波来襲により、海水系は損傷していると予測され、また、海岸付近の瓦礫散乱により、海

水系の復旧は、もう少し時間がかかる可能性もあるので、ここでは次のステップとして、まずは交流

電源の復旧を考える。 

 

６）交流電源などの復帰（ベントしない場合） 

 

前記 3 節に示したように、PCV 内の蒸気を凝縮できれば、ベントをせずに、PCV 内の圧力は抑えられ

る。その対策が PCV スプレーである。 

図 10 に示すように、100℃の蒸気を水（100℃の水）に戻す熱量（凝縮潜熱）は、100℃の水を蒸発させ

る熱量（蒸発潜熱）と同一値で、0℃の水を 100℃にする顕熱の約 5 倍である。つまり、100℃・1 トン
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（４）各冷却設備が機能する時間 

   最終報告書によれば、冷却系の停止後、崩壊熱により１時間で圧力容器

内の水が蒸発し燃料が露出する。そこで、１号機では、原子炉停止後２時間

以内4に IC 又は HPCI を、その他の号機では、RCIC 又は HPCI を作動させ

る必要がある（甲 A16-2）。 

前述のように、１号機は、非常用復水器（IC）により１４時間程度の冷却

が可能である（復水器に給水できれば更に長時間の冷却が可能 甲 A16-5）。

２号機～５号機の原子炉隔離時冷却系（RCIC）、及び、高圧注水系（HPCI）

は半日程度しか冷却機能を維持できない（甲 A16-3）。 

したがって、IC 等による冷却を維持しながら、最終的には SHC、RHR

により排熱する必要がある。    

 

 ２ 電源設備 

   原子力発電所内は、通常は自ら発電した電力を使用するが、発電が停止

した場合には外部電源を利用し、外部電源も喪失したときには非常用ディ

ーゼル発電機を利用する。交流電源、直流電源は、冷却設備を稼働させる

ために必要不可欠である。 

   ここで、原子炉隔離時冷却系（RCIC）、及び、高圧注水系（HPCI）の作

動（制御と弁操作）には 250V の直流電源が、海水ポンプ（最終排熱の際に

海水を循環させるために必要）には 6900Vの交流電源が必要である。 

   非常用復水器（IC）の操作には、480V の交流電源又は、直流電源が必要

である（甲 A16-5） 

 

［甲 A16−15、図Ａ２］ 

 

                                                   
4 最終報告書は、原子炉停止後津波到来前の１時間は冷却系が機能していたとする。 
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第４ 復旧シナリオと対策 

１ ベントせず半日程度で復旧するシナリオ（①） 

（１）直流電源等の復旧 

 初期の炉心冷却のために、原子炉隔離時冷却系（RCIC）、高圧注水系（HPCI）

に可搬式の直流バッテリーを接続し、手動で起動する（甲 A16−３）。このた

め、十分な容量の個数の 250Ｖバッテリーを、RCIC 室、HPCI 室、中央制御

室等に用意する必要がある。 

 非常用復水器（IC）の稼働には、交流駆動弁用の可搬式４８０V 交流発電

機、又は、直流電源で開閉するための改造が必要である（甲 A16−11）。 

 

（２）交流電源、残留熱除去系の復旧 

 RCIC 等を作動させた後、その冷却機能が喪失する半日以内に、SHC,RHR

を稼働させることが最短、最良のケースである。 

 RHR 等の稼働には、炉水を熱交換機で冷却した後、炉内に水を戻す「RHR

ループ」及び、その熱交換機に海水を循環させる「RHRS ループ」並びに、

ポンプを作動させるための「高圧交流電源」が機能しなくてはならない。 

 したがって、事故回避のためには、海水ポンプの損傷に備え、予備の RHRS

ループモーターを準備しておくことが必要である。RHRS ループモーターの

代わりに水中ポンプを用意しておくことでも対応が可能であり、この場合に

は移動式発電機による稼働が可能である（甲 A16-6,7：1 号機は、原子炉停止

時冷却系ポンプ、補器冷却系海水ポンプの予備）。また、交流電源喪失に備え、

高圧電源車の用意が必要である。 

 

２ ベントせず１〜２日程度で復旧するシナリオ（②） 

  半日以内に最終排熱系が復旧できない場合でも、交流電源を復旧（高圧電

源車）させて PCV スプレー（格納容器スプレイ）を使用すれば、１〜２日間

冷却状態を維持することができる（甲 A16-8）。 

  また、SR 弁（逃し安全弁）を開いて炉心を減圧後、炉心スプレーにより直

接炉心注水を行うことによっても１〜２日間冷却状態を維持することができ

る（甲 A16-7、8、9、10）。SR 弁（逃し安全弁）の操作には、直流電源(120V

バッテリー)及び可搬式コンプレッサーが必要である（甲 A2-137,179）。また、

炉心スプレーの使用には交流電源が必要である（甲 A16-9）。 

  この間に SHC,RHR を復旧することができれば、ベントせずに冷温停止に

至る。 

 



12 

 

３ ベントする復旧シナリオ 

（１）格納容器ベントとは 

 格納容器内が高温高圧状態になった場合、格納容器破損の危険が生ずる。

これを防ぐためのアクシデントマネジメント策として、格納容器ベント5（耐

圧強化ベント）がある。格納容器ベントにより、格納容器圧力を低下させ格

納容器の破損を防ぐことができる。また、格納容器ベントにより圧力が低下

すれば、原子炉が隔離された状態でも注水し冷却する事が可能になる（甲

A16-9）。 

 格納容器ベントには、直流電源及び可搬式エアコンプレッサーが必要であ

る（甲 A2-442）。 

 

（２）交流電源が復帰する場合の復旧シナリオ（③） 

  初期の冷却に成功しても事故後約半日の時点で、崩壊熱により格納容器力

が高まるため、格納容器ベントにより圧力を下げて、炉心スプレー、復水補

給水系の注水により冷却を維持する。この場合、水源があるかぎり長期間に

渡り冷却を維持することが可能であり、SHC,RHR の復旧に１週間以上の余

裕が見込まれる。炉心スプレーの使用には交流電源が必要である（甲A16-9）。 

  

（３）交流電源が早急に復旧しない場合の復旧シナリオ（④）  

  (２)の場合に、交流電源が復旧せず炉心スプレーが使用できない場合にも、

格納容器ベントを行い、格納容器を減圧した後、電源を要しないディーゼル

駆動消火ポンプ（D/DFP）、又は、消防車により代替注水し、（水源があるか

ぎり）長期間に渡り冷却状態を維持する事が可能である。この場合も

SHC,RHR の復旧に１週間ほどの余裕が見込まれる（甲 A16-10）。 

  

４ まとめ 

 交流電源（AC 電源）及び直流電源（DC 電源）の喪失の後、冷却機能を回

復させるには、まず原子炉停止後２時間以内に、直流電源を復旧し、１号機

の非常用復水器（IC）、２～５号機の原子炉隔離時冷却系（RCIC）又は高圧

注水系（HPCI）を手動で起動させることが必要である。この作業をおこなう

ために必要な対策は十分な容量と個数の 125Ｖバッテリーと 250Ｖバッテリ

                                                   
5原子炉格納容器ベントには、S/C側の配管から排気筒へつながるラインを通じて原子

炉格納容器内のガスを排出する S/C ベントと、D/W 側の配管から排気筒へつながるラ

インを通じて原子炉格納容器内のガスを排出する D/W ベントの二つがある（甲

A2-140）。最終報告書が指摘する経過をたどれば、燃料は破損しないためベントによる

放射能拡散は余りないと期待できる（甲 A16-9）。 
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ー（DC）を用意しておくことである。また、RCIC と HPCI の水密化も必要

である。 

 RCIC（又は IC）若しくは HPCI のどちらかが稼働できた場合、少なくと

も１０時間～１８時間程度は冷却が可能である。その後、水中ポンプまたは

RHRS ループの予備モーター等を用意しておけば、最終排熱系（SHC,RHR）

が復旧できる。海水ポンプが高圧交流電源（AC）を要することから、高圧電

源車を用意しておく必要がある。 

 最終排熱系の復旧に時間がかかる場合には、PCV スプレーで格納容器内の

圧力を凝縮して圧力抑制プールから水を循環させて冷却する方法がある。こ

の場合、交流電源（AC）の復旧と、循環させる水源が必要である。PCV ス

プレーによる凝縮での冷却期間は１日程度であり、１〜２日の間に最終排熱

系の回復を要する。 

早期の最終排熱系の回復が困難な場合には、格納容器ベントにより減圧す

る。ベントができれば、水源がある限り冷却を継続することができる。この

場合、炉心スプレー（要交流電源）の水源、又は消防車、ディーゼル駆動消

火ポンプ（D/DFP）が必要である。 

 

［甲 A16-12 を加筆］ 
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［甲 A16−7 に加筆］ 

 

第５ 対策の可能性 

 以上の失敗学会の検証した対策は安全審査を不要とするものであり、１〜2

年で実施可能である。また、巨大な防潮堤の建設等と比して、冷却機能を保

持する最低限の対策を講ずる場合、難易度も費用もより現実的な範囲で十分

実施できる（甲 A2-449）。 

実際に、被告東電は、平成２５年３月２９日に「福島原子力事故の総括お

よび原子力安全改革プラン」（タスクフォース）を発表し、当該方針にもとづ

いて福島第一原発、柏崎刈谷原発、福島第二原発では、可搬式配電盤、バッ

テリー、高圧電源車の設置などの対策をすでに実現している。この対策の詳

細は原告ら第７準備書面１８頁以下で詳細に述べた通りである。 

  したがって、失敗学会の検証する「予め必要な準備」は、実現可能なもので

あり、現に事故後に実現されているものである（当該準備を平成１４年段階で

できたことについては、第７準備書面で述べた通りである）。 

 よって、これらの対策・準備によって炉心溶融という結果を回避する可能性

があったにもかかわらず、これらの準備・対策を行わなかった被告東電には、

結果回避義務違反が認められる。 

                                以上 
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別紙 福島第一 1 号機系統概略図 

 

［乙 B3 の 2 東京電力事故調査報告書添付資料添付 7-8 296 頁］ 


