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第 1 規制権限の違法性の判断枠組み 

１ 規制権限不行使と国賠法上の違法性 

 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，国賠法１条１項の適用上違法とな

るものと解するのが相当である（最高裁平成元年１１月２４日第二小法廷判決・

民集４３巻１０号１１６９頁，最高裁平成７年６月２３日第二小法廷判決・民集

４９巻６号１６００頁，最高裁平成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１６年１０月１５日第二小法廷判決・民集５８巻

７号１８０２頁参照）。 

 

２ 本件における違法性の考慮 

 本件では，原子力安全規制に関わる被告国の規制権限の不行使が問題とされて

いるところ，通常の事業者規制と異なり，被告国に認められる裁量の範囲は極め

て狭いと解するべきである。 

 以下，原子力安全規制の枠組みについて概観し，述べる。 

（１）原子力基本法 

 原子力基本法は，「原子力の研究，開発及び利用（以下「原子力利用」という。）

を推進することによつて，将来におけるエネルギー資源を確保し，学術の進歩と産

業の振興とを図り，もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与すること

を目的とする」法律である。 

 そして，その基本方針として，「安全を旨とする」ことが謳われ（同法２条１項），
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この「安全の確保については，確立された国際的な基準を踏まえ，国民の生命，健

康及び財産の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として，

行う」ことを明記している（同法２条２項）。 

（２）核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「炉規法」という。）

は，「原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのつとり，核原料物

質，核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ，かつ，これらの利用が計

画的に行われることを確保するとともに，これらによる災害を防止し，及び核燃料

物質を防護して，公共の安全を図るために，製錬，加工，貯蔵，再処理及び廃棄の

事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制を行うほか，原子力の研究，

開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために，国際規制物資の使

用等に関する必要な規制を行うことを目的とする」法律である（炉規法１条。但し，

本件事故当時の条文）。 

 発電の用に供する原子炉，すなわち実用発電用原子炉（電力事業者の設置する原

子力発電所は，これに当たる）の設置には，炉規法に基づく設置許可が必要である

（炉規法２３条１項１号）。 

 そして，当該許可の基準としては「その者（原子炉を船舶に設置する場合にあつ

ては，その船舶を建造する造船事業者を含む。）に原子炉を設置するために必要な

技術的能力及び経理的基礎があり，かつ，原子炉の運転を適確に遂行するに足りる

技術的能力があること。」（炉規法２４条１項３号）及び「原子炉施設の位置，構造

及び設備が核燃料物質（使用済燃料を含む。以下同じ。），核燃料物質によつて汚染

された物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ。）又は原子炉による災害の防止上

支障がないものであること。」（炉規法２４条１項４号）が，それぞれ求められてい

る。 

（３）電気事業法 

 電気事業法は，「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて，電
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気の使用者の利益を保護し，及び電気事業の健全な発達を図るとともに，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する」法律である（電気事業法１条）。 

 そして，電気事業法３９条は，事業者に対し，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求めているところ（同条１項），その主務省令は，「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」が求められている（同条２項）。 

 その上で，主務大臣には，事業用電気工作物が技術基準に適合していないと認め

るときは，事業者に対し，「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」との権限を与えている（電気事業法４０条）。 

（４）被告国の裁量の範囲が極めて狭いこと 

 原子力基本法は，上記の通り，原子力の利用にあたっての基本方針を安全を旨と

することを明記しており，しかも，そこで謳われる安全の確保とは，国民の生命，

健康及び財産の保護を直接の目的とするものである。加えて，この安全性確保は国

際的な規準を踏まえるべきものとされていた。 

 さらに原子力発電所の設置許可の根拠法規である炉規法は，原子力基本法の精神

に則って必要な規制を行うこととされている。 

 発電事業者の原子力発電所は，電気事業法上の事業用電気工作物にあたるが，電

気事業法は，その目的の中に公共の安全を確保することを明記しており，この公共

の安全の中には国民の生命，健康及び財産の保護が含まれているものである。 

 一旦，原子力発電所において事故が発生し，放射性物質が外部に拡散すると広範

囲に深刻かつ不可逆的な損害を与える特性があるのであるから，上記各法律によっ

て，被告国には，実用発電用原子炉について，その安全性確保のために，国際的な

規制のあり方を踏まえて，自ら積極的に情報収集等に努めるべき責務があった。 

 すなわち，本件事故当時，被告国は，原子力発電所の設置許可等にあたって専門
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家によって構成される原子力安全委員会を設置して，その意見を聞くことを義務づ

けていた（炉規法２４条２項）。 

 のみならず，被告国は，独立行政法人原子力安全基盤機構（現在は原子力規制委

員会に統合）を設置し，原子炉の安全性の解析及び評価を行わせていた。 

 これは，原子力発電所が高度の専門性を持っており，かつ，事故が発生した場合

の影響が極めて大きいことから，被告国が，その規制にあたり，その安全性確保の

ために二重に専門性を有する組織をあたらせていたことを意味する。 

 

 

 さらに，後述するように炉規法２４条１項３号，４号の規制は，原発事故を万が

一にも起こらないようにするために，科学的，専門科学的見地から十分な審査をな

さしめる趣旨であると解されている。 

 このように，原子力発電所の規制においては，被告国の規制権限の根拠法規が安

全性確保を強く求めているのであるから，その裁量の範囲は極めて狭いというべき

である。 

 加えて，原子力発電所の安全性確保については，電力事業者が，安全性に関わる

重要事実を隠蔽しがちな体質であること，一般私人には差止等の手段を講じること

が著しく困難であること等の点に鑑みれば，被告国に負託された責任には極めて重
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いものがある。 

 したがって，事故の予見可能性があるにも関わらず，結果回避につながる規制権

限を行使しない不作為があった場合，基本的に被告国のかかる不作為は国賠法上の

違法にあたると認めるべきである。 

 なお，被告国の炉規法に基づく規制の実体法上の要件，及び，司法審査の方法に

ついては，伊方原発訴訟に詳しいので，次にその点を詳述する。 

 

３ 伊方原発訴訟最高裁判決について 

 伊方原発訴訟は，設置許可の取消を求める行政訴訟ではあるが，原子力行政にお

ける，国の規制権限行使の方法，及び，司法審査の方法，が問題となる点で，本件

の先例となるものである。 

（１）災害が万が一にも起こらないようにすることが求められているこ

と 

 いわゆる伊方原発訴訟最高裁判決（最高裁平成４年１０月２９日第１小法廷判

決・民集４６巻７号１１７４頁。以下，「伊方最判」という。）は，炉規法２４条１

項３号，４号の規制について，次のとおりに述べている。 

 「原子炉設置許可の基準として，右のように定められた趣旨は，原子炉が原子核

分裂の過程において高エネルギーを放出する核燃料物質を燃料として使用する装

置であり，その稼働により，内部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させるも

のであって，原子炉を設置しようとする者が原子炉の設置，運転につき所定の技術

的能力を欠くとき，又は原子炉施設の安全性が確保されないときは，当該原子炉施

設の従業員やその周辺住民等の生命，身体に重大な危害を及ぼし，周辺の環境を放

射能によって汚染するなど，深刻な災害を引き起こすおそれがあることにかんがみ，

右災害が万が一にも起こらないようにするため，原子炉設置許可の段階で，原子炉

を設置しようとする者の右技術的能力並びに申請に係る原子炉施設の位置，構造及

び設備の安全性につき，科学的，専門技術的見地から，十分な審査を行わせること
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にあるものと解される。」 

 すなわち，炉規法により，被告国には「万が一にも」という観点から安全確保の

ための規制権限行使をすることが義務づけられているのである。 

 それ故に被告国の規制権限行使は，この観点からも裁量の幅が極めて狭められて

いると解すべきである。 

（２）被告行政庁の判断に不合理な点が認められる場合（司法審査の方

法）について 

 伊方最判は，設置許可の関する調査審議について，次のような場合には，行政庁

の処分が違法であると認めた。 

 「右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の

取消訴訟における裁判所の審理，判断は，原子力委員会若しくは原子炉安全専門審

査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合

理な点があるか否かという観点から行われるべきであって，現在の科学技術水準に

照らし，右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり，ある

いは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しく

は原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤，欠落があり，

被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には，被告行政庁の右

判断に不合理な点があるものとして，右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と

解すべきである。 」 

 上記判示内容は，被告行政庁の判断過程そのものに不合理さが認められる場合が

あることを認めている。 

 以下，この点を論じる。 

（３）看過し難い過誤，欠落について 

 伊方最判は，原発設置許可の審査が，多角的・総合的見地から検討するものであ

り，しかも，原子力工学はもとより，多方面にわたる極めて高度な最新の科学的，

専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされると指摘した。 
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 その上で，このような原子炉施設の安全性に関する審査の特質を考慮し，炉規法

２４条１項３号，４号所定の基準の適合性については，各専門分野の学識経験者等

を擁する原子力委員会の科学的，専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣

総理大臣の合理的な判断に委ねられているとした。 

 換言すれば，被告国には，専門家による科学的，専門技術的知見に基づく意見に

依拠する限りは，裁量が認められるというのである。 

 しかし，専門家の意見に依拠していれば，常に裁量が認められるわけではない。

専門家による調査審議，判断過程に看過しがたい過誤または欠落があれば，その専

門家意見に依拠した被告国には，当然にその判断の不合理さが認められるのである。 

 この考え方は，原子炉施設の設置許可だけに妥当するものではない。 

 多方面において様々な知見の進展があるのであるから，設置許可後における原子

炉の安全性確保における被告国の規制権限行使においても，同様の枠組みで，被告

国の権限不行使に違法性がないか否かが検討されるべきである。  

 

第 2 東電に７０９条が適用されること 

１ はじめに 

 被告東京電力は，これまで「原賠法の規定内容及び法体系に照らして」，本件で

は原賠法３条１項による賠償請求のみが認められ，民法７０９条に基づく請求が許

されないと主張している。 

 しかし，原賠法自体は，民法上の不法行為に関する規定の適用を排除する旨の規

定を設けておらず，同法の趣旨から考えても民法規定の適用を排斥するものではな

い。すなわち，原賠法上の無過失責任規定（３条１項）は，「被害者の保護」（１条）

の見地から民法上の不法行為責任（民法７０９条）に関する過失の立証負担を軽減

するものであり，その限りで特別規定と言うことができるが，加害者の故意又は過

失の立証が十分可能な場合に，被害者側の判断で民法上の不法行為責任を追及する

との選択まで否定するというのは，原賠法の目的である被害者保護の趣旨に反する
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ものであって，このような解釈は許されないというべきである。そうとすれば，原

賠法３条１項の存在は，故意又は過失ある原子力事業者が不法行為責任を負う場合，

被害者において立証責任を軽減された当該規定の適用を主張することもできるが，

さらに民法上の不法行為規定の適用を主張・立証することを妨げるものではないと

解すべきである。 

以下，原賠法の趣旨との関係から詳述する。 

 

２ 特別法が一般法による請求を排除するか否かは当該特別法の趣旨に

よる 

（１）裁判実務上も特別法の趣旨から不法行為責任に基づく損害賠償請

求権が併存している 

そもそも「特別法は一般法に優先する」との法諺は，あくまでも法令解釈に

おける一般的な原則を表現しているにすぎず，一般法・特別法の関係にある

からといって，必然的に後者が前者の適用を排除することにはならない。     

この点，民法上の不法行為責任の特則として自動車損害賠償保障法（以

下，「自賠法」という。）の損害賠償規定を挙げることができる。すなわち

自賠法の目的は，「被害者の保護」及び「自動車運送の健全な発達」（同法

１条）であるが，これは現代社会において社会的・経済的に必須である自動

車交通の健全な発達を図りつつ，他方で不可避的に発生する自動車事故によ

る損害から被害者を保護しようとするものである。かかる目的を踏まえて自

賠法上の損害賠償規定が，被害者側の立証責任を大幅に軽減している（同法

３条）点で，民法上の不法行為規定の特則であることは明らかである。 

しかしながら，自賠法には民法上の不法行為規定の適用を除外する旨の明

文規定は存在せず，裁判実務においても，「運行供用者」たる運転者に対

し，自賠法３条によることなく民法７０９条に基づく損害賠償請求が異論な

く認められており（請求権の競合），前者が後者を排除する関係には立って
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いない。この他にも，製造物責任法，独占禁止法，鉱業法といった特別法上

の損害賠償規定に基づく請求権についても，判例や解釈上，民法上の不法行

為規定の適用を排除する明文の規定が無く，当該法の趣旨及び目的からも，

民法上の不法行為責任に基づく損害賠償請求権との並存が肯定されている。 

以上，要するに民法上の不法行為責任の特則とされる自賠法をはじめとする

特別法においては，各法律の趣旨及び目的を踏まえた上で，当該特別法に基づ

く賠償規定が民法上の不法行為規定を排除するか否かを検討する必要があり，

本件でも民法規定の適用排除を明言していない原賠法（同法４条３項）におい

て，原子力事業者の無過失責任を定める原賠法３条１項の規定が，民法上の不

法行為責任に基づく請求を排除する趣旨を含むものか否かによって結論が異

なるのである。 

（２）原賠法は民法７０９条による請求を排除しない 

ア 原賠法の目的・構造 

原賠法１条は，「被害者の保護」と「原子力事業者の健全な発達」の２つ

を目的としている。この２つの目的を定めている趣旨は，一方では，高度な

科学技術に基礎を置く活動である原子力事業に有用性を認めつつ，他方で原

子力の利用に伴って災害が発生した場合においては想像を絶する損害が発生

する極めて重大な危険性があることを踏まえて，両者の調整を目的として特

別の法規制を行おうとするものである（この目的規定は，先にみた自賠法の

目的規定と対比すると，その趣旨及び構造において類似するものといえ

る。）。 

イ 「原子力事業の健全な発達」という目的と過失責任との関係 

原賠法では，①原子力事業者に対する損害賠償措置の強制（同法６条，２

４条），②原子力損害の賠償に関する国の介入（原賠法１６条等），及び③

原子力事業者による第三者への求償権の制限（同法５条）が規定されてい

る。しかし，これらの規定は，その趣旨からして，原子力事業者自身が原賠
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法３条１項の他に民法７０９条によって賠償責任を負うことを排除するもの

ではない。 

なぜなら，先に例として挙げた自賠法との目的・構造の類似性にかんがみ

れば，本件の場合も自賠法におけると同じく，原子力事業者に原子炉の運転

等による原子力損害について民法上の不法行為責任が成立する場合には，こ

れと並存して，当然に原賠法３条１項に基づく責任も成立する（請求権の競

合）と考えることができるからである。その結果，被害者による賠償請求に

ついて民法上の不法行為規定が適用されたとしても，同時に原賠法の上記諸

規定の要件も充足されることになり，これらの規定に基づく保険金等の支払

や国による援助が否定される理由はないから，「原子力事業の健全な発達」

の目的を何ら阻害することはないのである。 

 

ウ 「被害者の保護」という目的と過失責任との関係について 

原賠法では，①原子力事業者の無過失責任（同法３条１項）及び②原子力

事業者への賠償措置の強制（同法６条）を規定している。 

この点については，原賠法上の規定と民法上の規定のどちらに基づいて請

求するかは，被害者保護の観点からすれば被害者自身が選択すれば足りるの

であり，ことさら民法規定の適用を排除すべき理由は認められない。 

 

（３）小括 

 以上より，原賠法の趣旨目的に照らしても，被害者である原告が民法７０

９条を選択するのであればその適用を排除する理由はない。 

 

３ 不法行為の効果（損害の評価）の点でも被告東京電力の過失を審理す

る必要性がある 

一般に不法行為に基づく損害賠償（慰謝料）請求事件においては，故意又は過失
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が認められること自体が成立要件になっているが，さらに損害を評価する場面にお

いても，当該実情に合った損害額を算定するため加害者の故意・過失の有無，種類，

程度が斟酌されている。その典型的な例が交通事故による損害賠償請求事案であり，

そこでは，例えば加害者に故意又は重過失や著しく不誠実な態度が認められる場合，

そのことが慰謝料の増額事由とされることに異論はないはずである。 

以上からすれば，原告が民法７０９条の適用を求めた場合，損害の大きさを判断

する上でも被告東京電力の「過失」の有無，種類，程度が審理されなければならな

いのである。 

 

第３ 国の主張する二次的，補完的責任論について 

１ 被告国の主張 

 被告国は，規制権限の不行使の違法を判断した各種判例においては，事業者の一

次的かつ最終的責任を前提としていると主張し（被告国第２４準備書面第２ １

項），原子力利用に関する各種法令の規定も，原子炉の利用及び安全確保について

は，事業者の一次的かつ最終的責任を前提としていると主張する（同書面第２ ２

項）。 

 そして，そのことを前提として，被告国が高度の結果回避義務（情報収集義務，

調査義務）を負担するものではないこと（同準備書面第３）及び被告国の責任の範

囲は，第一次的責任者である被告東電と比して相当程度限定されたものになるべき

であることを主張する（同書面第４）。 

 しかし，当該主張は，その前提を誤っている。 

 

２ 国の規制権限不行使と事業者の責任との関係 

 被告国は，クロロキン最高裁判決を引用するが，同判決は，国の二次的，補完的

責任に触れるものではない。 

 そもそも，薬事法に基づく権限不行使については，いわゆる薬害肝炎事件におい
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て国の責任を認めた東京地裁判決（平成１９年３月２３日 判例時報１９７５号７

２頁）等は，国に被告製薬企業と同一範囲での責任を認容している。 

また，筑豊じん肺福岡高裁判決（平成１３年７月１９日 判例時報１７８５号８

９頁）は，「労働者がじん肺に罹患し又は増悪させることがないようにその安全を

配慮すべき義務は，第一次的かつ最終的には使用者に課せられた義務であり，一般

的には，使用者の責任及び労使の協議等によって実践されるものであ」ることを前

提に判断をしている。すなわち，同事案は労働者の安全確保は一次的には使用者に

あるという当然の事理に基づいたものであって，原子力利用にあたって，国が国民

に対して負っている責任とは全く事案を異にする。 

労働者には，使用者との労使協議を通じて自らの身の安全を守ることがある程度

期待することができる。その観点からは，労使協議の当事者たる使用者に安全確保

の一次的責任を負わせることは不合理とは言えない。 

しかし，原発における住民の安全性確保は，そのようなことが一切期待できない。 

そもそも，原子力安全は高度の専門性を有しなければ，その妥当性を判断するこ

とはできない。原発に求められる安全性は，前記の通り，平成１５年に提示された

安全目標，平成１８年に提示された性能目標等によって判断されるが，いずれも極

めて技術的な内容を含む。そして，性能目標を達成しているかどうかはＰＳＡとい

う専門技術的な知見に基づかなければ，施設がその性能目標に達しているか否かを

判断することはできない。 

このように高度の専門性に基づかなければ，その安全性を確認できない原発につ

いては，むしろ被告国こそが，率先してその規制権限を行使して，安全性確保に努

力することが求められているのである。 

したがって，本件において被告国に補完的，二次的責任の名の下にいささかでも

免責を認めることは妥当ではない。 
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３ 原子炉の利用及び安全確保 

 原子炉の利用及び安全確保に関する法的規制は，訴状においても示したとおり

（訴状請求の原因第２章第２），国の規制権限は広範にわたる。 

 その上，国は，規制権限を行使するためにその技術的支援を受けるために独立行

政法人原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）を設置する等して，主体的に原子炉利用及

び安全確保にあたっていた。すなわち，旧独立行政法人原子力安全基盤機構法４条

によれば，ＪＮＥＳは，原子力施設及び原子炉施設に関する検査等，原子力施設及

び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価並びに原子力災害の予防，原子

力災害の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関する業務等を行うことにより，原子

力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的としていた。 

 また，国が規制権限を行使する前提として，被告国は，被告東電ら電気事業者，

電事連，土木学会など利害関係者に指示して報告を求める方法，外部団体に委託し

て調査研究を行う方法，被告国の機関が調査（「立入検査」,「安全解析・評価」,「安

全関連情報の調査」,「試験・研究」）を行うなど，様々な行政調査をおこなってい

る（詳細は準備書面（４４）第１）。 

 このように労働者安全の確保一般を目的とするじん肺のケースと本件とは全く

異なる。 

 

４ 国の結果回避義務の程度 

 被告国は，ＪＮＥＳを通じて原子力の安全確保のための基盤整備を行っていた。 

 また，被告国は，地震津波等についても，地震調査研究推進本部の長期評価を通じ

て，常に主体的にその危険性を知りうる立場にあった。 

 そもそも，被告国に与えられていた規制権限の根拠となる法令は，原子力施設から

のリスクを極めて低い水準に抑制することを求めていたと解釈すべきである（本準備

書面第１，３項（４）等）。 

 したがって被告国には，かかる観点から高度な結果回避措置を講じる責任を負って
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いたものである。 

 

５ 国の責任の範囲 

 原子炉の利用については，国策民営といわれる実態があったのであり，その責任を

企業の責任に比して限定することには一切理由がない（以上については訴状第６章第

１及び第２参照）。 

 

第４ 相互主義（国賠法 6 条）について 

 大韓民国については国家賠償法に相互保証の規定があるため，韓国籍の原告に対し

ても日本の国賠法の適用がある（大阪地裁判決昭和４８年９月１９日 下級裁判所民

事裁判例集２４巻９～１２号６５０頁。大阪高裁判決昭和５４年５月１５日 下級裁

判所民事裁判例集３３巻１～４号４３９頁等）。 

 

第５ 津波 

１ 予見可能性 

（１）はじめに 

本件事故は，福島第一原子力発電所の敷地高さを超える津波の到来により，原子炉

等建屋内に津波が浸水し，非常用電源設備やその配電盤等，炉心冷却を維持するため

に必要な電源機器が被水したことで，全交流電源喪失に陥り，その結果，炉心損傷か

ら大量の放射性物質の放出に至ったものであるところ，そのような事故の結果を防ぐ

だけの結果回避措置を動機付けるためには，何に対してどの程度の予見可能性が必要

とされるのかを，予見可能性の有無を判断する前提として確認しておく必要がある。 

 そこで，以下では，本件で被告国及び被告東電の結果回避措置を義務づけるのに必

要な予見可能性の対象と，その対象についてどの程度の知見があれば本件の予見可能

性として十分であるかについて整理し，被告らの予見可能性について論じる。 
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（２）予見の対象及び予見時期 

 ア 予見の対象 

（ア）予見の対象は「福島第一原発１乃至４号機の敷地高 O.P.＋１０m を超える津波

の発生」である 

訴状で述べた通り，福島第一原発は，全交流電源喪失事象（SBO）を機序として

炉心損傷，放射性物質の漏出に至った。全交流電源喪失事象は，地震で外部電源が

喪失したのち，津波の浸水（外部溢水）により，建屋地下１階に設置されていた非

常用 D/G，高圧配電盤等の電気機器が損傷し，非常用の電源が使用できなかったこ

とを原因とする。そして，福島第一原発１号機ないし４号機の敷地高であるO.P.+10

メートルを超える津波高の津波が到来すれば，敷地内が溢水し炉心損傷に至ること

は，原告ら準備書面（１３）で詳細に述べた。 

従って，原告らは，予見の対象として，「福島第一原発１乃至４号機の敷地高 O.P.

＋１０mを超える津波（以下，「予見対象津波」という。）の発生」を主張する。「Ｏ.

Ｐ.＋１０メートル」とは，小名浜港工事基準面から福島第一原発の主要原子炉建屋

がある敷地までの高さであり，敷地高であるＯ.Ｐ.＋１０メートルを超える津波が

「予見対象津波」である。 

予見の対象は，福島第一原発の敷地が溢水する現実的危険性のある津波である。

そして，津波が到来により現実的危険が生じるには福島第一原発が存する面として

の敷地であって，１地点ではない。そのため，「ある地点における○メートルの津

波」という特定ではなく，Ｏ.Ｐ.＋１０メートルを越える津波を予見できていれば，

敷地が溢水する現実的危険性があり，予見の対象としては十分特定されている。 

 

（イ）敷地高を超える津波により浸水すれば，発電所施設が損傷する 

 敷地高を超える津波により浸水すれば，発電所施設が損傷することは自明であり，

早くから知見があった（一例として，平成１１年１１月５日，第１回原子力土木委
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員会津波評価部会での委員発言等（甲 B15,甲 A２-379 頁），及び，同年１２月の

「ルブレイエ原発（仏）」の洪水による SBO 事故（甲 B16）参照）。 

 また，原告準備書面（４）第６，３で述べたとおり，平成１８年５月１１日付溢

水勉強会資料（甲 B１８）は，津波高が敷地高を超えれば最終ヒートシンク及び電

源系統が損傷することを明らかにした。この点，溢水勉強会の報告結果は津波高が

敷地高を超えれば過酷事故に至る具体的危険性が生じることを根拠づけるもので

ある。 

 

（ウ）IAEA 技術文書の指摘 

平成２７年９月１４日，ＩＡＥＡの年次総会が開催され，「福島原子力発電所事

故事務局長報告書」（甲Ａ１６号証）が提出された。この事務局長報告書は本編と

技術文書（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｖｏｌｕｍｅ）５冊（甲 A１７）によって構成

されている（詳細は原告準備書面（４５））。 

 技術文書（２分冊）によれば，原子力発電所の地盤高に決定するにあたって検

討すべき事項として「ドライサイト」の考え方を維持しなければならないという

要件が存在する。「ドライサイト」の考え方とは次のようなものである（甲Ａ１

７号証の１；技術文書５頁）。 

「設計基準浸水時の基準水位に影響する可能性のある風波効果，及び任意の

随伴事象（高潮，海面上昇，地殻変動，瓦礫の蓄積，土砂の流送，氷など）

を考慮に入れた上で，安全上重要な物件はすべて，設計基準浸水の水位より

も高くに建設するという意味である。このことは，発電所を十分な高標高に

立地させることによって，または必要に応じ，敷地内の地盤面を推定最大浸

水水位よりも高くまでかさ上げするような建設体制を取ることによって，達

成が可能である。 

ドライサイトの考え方は，安全性に影響しかねない敷地内浸水ハザードへ

の対策の要点と考えられる。発電所の当初レイアウトはこれをもとに定める



 32 

べきであり，また発電所の供用寿命中にもこれを再評価することによって，

こうした状況を確認する必要がある。再評価で否定的な結果が出た場合には，

適切な防護策及び減災措置を，適時に実施しなければならない。」 

 そして，このようなドライサイトの要件が充たされない場合，つまり安全上重

要な物件のいずれかが設計基準浸水の水位よりも低い地盤面に設置されている

ことになれば，そのような原子力発電所は，ウェットサイトと見なされ，適切な

設計・保守が必要であると指摘されている（甲Ａ１７号証の１；技術文書５頁）。

すなわち，IAEA 技術文書もドライサイトか否か，言い換えれば「推定最大浸水

水位」が敷地地盤を超えるか否かを，メルクマールと捉えているのである。 

 

（エ）失敗学会報告書 

福島原発における津波対策研究会報告書において，元政府事故調委員らが，被告

らの津波に関する予見可能性を肯定している（甲 B５７，甲 A１７の１）。かかる

報告書は，福島第１原発事故の直接の原因を直流電源，交流電源，最終排熱系の同

時喪失と分析し，これを引き起こすことが予測される規模の津波として「敷地高を

超える津波」を「予測できたか」否かを検討の上報告しているが，これは原告らの

主張と合致する見解である。 

 

（オ）被告らの主張 

これに対し，被告らは，当該予見の対象について，本件地震及びこれに伴う津

波（Ｏ．Ｐ．＋約１１．５ｍ～約１５．５ｍ），またはこれと同規模の地震及び津

波が福島第一発電所に発生，到来することと主張している。 

しかしながら，予見可能性は，あくまで被告らに被害に対する適切な結果回避

措置を取ることを法的に要求するための前提であり，被告国との関係でいえば，

「適時にかつ適切に」規制権限を行使して結果回避の現実的な可能性のある措置

を取るべきという，作為義務の導出のための考慮要素である。したがって，予見
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の対象についても，被害の発生を防止する行為としての結果回避行為を義務づけ

るために必要な限度で特定されることが求められる法的な判断にすぎない。被告

国の主張するような，現実に生じた事実経過を前提に結果発生の原因となる事象

を予見するというのでは，まさに結果発生のメカニズムや事後に生じたことの因

果を遡ってその原因事象の発生経緯や因果の流れを予見することまでを求めて

いるものであって，何故に予見可能性の判断が求められているのかを正解してい

ない主張といわざるを得ない。 

また，被告国の指摘する「波高」「浸水高（痕跡高）」又は「遡上高」は，実際

に測定された，あるいは到来した津波の高さを表すものである（原告ら第４準備

書面１２頁，甲 B７３−８：『津波の基礎知識』（一般財団法人日本気象協会））。し

たがって，「予見対象津波」を津波高ではなく「波高」「浸水高（痕跡高）」又は「遡

上高」で測ることは相当ではない。そして，「敷地高Ｏ.Ｐ.＋１０メートル」は，

福島第一原発の護岸前面の高さを指すものではない。なぜなら，敷地が溢水する

現実的危険性を有する津波は護岸前面から到来するとは限らず，護岸の周りから

津波が回り込んでくることもあり，このように回り込んだ水により敷地が溢水す

る可能性があるからである。これらは既に原告ら準備書面（１３）及び（４２）

で述べた。 

 さらに，被告東電作成の福島原子力事故調査報告書（乙 B３の１）３１頁以下

において，被告東電は，建屋 1 階に存在するルーバ（非常用 D/G への外気取入

口）が津波の非常用 D/G 室への主たる浸入口となったとして，「建屋の周りが水

に覆われてしまえば，非常用 D/G が設置されている建屋の種類や設置場所に関係

なく，ルーバ等の浸水ルートとなり得る開口部と浸水深さの高さ関係で非常用

D/G 自体の浸水につながるものと考えられる。」と報告した。さらに，同報告書は

「経済産業省所管の独立行政法人原子力安全基盤機構の報告書(「地震に係る確率

論的安全評価手法の改良 BWR の事故シーケンスの試解析(平成 20 年 8 月)」及

び「平成 21 年度地震に係る確率論的安全評価手法の改良 BWR の事故シーケン
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スの試解析 (平成 22 年 12 月)」)において，プラントに津波が到達するほどの高

い津波の場合， 安全上重要な施設に被害を生じ炉心損傷に至ることが報告され

ている。」（３１頁）と述べ，被告東電も敷地高を超える津波により炉心損傷に至

ることを自認しているのである。 

 

 イ 予見の時期が「平成１４年ころ」であること 

平成２０年３〜６月ころ，被告東電は，福島第一原発敷地南部で O.P.＋１５．７

m の津波が到来することを試算した（詳細は後述）。しかしながら，この試算は，

平成１４年２月土木学会発表の津波シミュレーションの手法（津波評価技術）に，

同年７月地震調査研究推進本部発表の「三陸沖北部から房総沖にかけての海溝沿い」

の地震の知見（長期評価）をあてはめただけのものであり，試算に時間を要するも

のではない。 

従って，被告東電は，①平成１４年内に，「予見対象津波」の発生を予見すること

が可能であった。また，被告国も，津波評価技術及び長期評価の策定に強く関わっ

ており，同時期に「予見対象津波」の発生を予見可能であった。 

また，被告東電は，遅くとも②平成２０年３〜６月には「予見対象津波」の発生

を認識予見していたし，被告国も予見可能であった。 

両者（①，②）は選択的主張の関係である（原告ら準備書面（３５））。 

 

（３）平成１４年に「予見対象津波」の予見が可能であったこと 

 ア「津波評価技術」（平成１４年２月）の策定と概要 

 （ア）土木学会原子力土木委員会津波評価部会「原子力発電所の津波評価技術」策

定の経緯 

  a 土木学会原子力土木委員会津波評価部会とは 

社団法人（現在は公益社団法人）土木学会は，大正３年に社団法人として設立

された，「土木工学の進歩及び土木事業の発達並びに土木技術者の資質の向上を
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図り，もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」(土木学会定款第３条)こ

とを目的とする工学系の学会であり，教育・研究機関，建設業，コンサルタント，

及び，官庁などに属する会員により構成されている（甲 A２：政府事故調中間報

告３７５頁）。 

 

  b 「原子力発電所の津波評価技術」策定の経緯と位置づけ 

平成５年北海道南西沖地震津波発生を契機に関係省庁により津波対策の再検

討が行われ，一般の海岸施設の防災対策のために，平成９年３月に「太平洋沿岸

部地震津波防災計画手法調査報告書」（農林水産省ほか３省庁），及び，「地域防

災計画における津波対策強化の手引き」（以下，「手引き」という。農林水産省ほ

か６省庁）が公表された。 

同「手引き」の発表以前においては，原子力発電所において既往最大の歴史津

波および活断層から想定される最も影響の大きい津波を対象に設計津波を想定

していたが，「手引き」は，「現在の知見により想定し得る最大規模の地震津波を

検討し，既往最大津波との比較検討を行った上で，常に安全側の発想から沿岸津

波水位のより大きい方を対象津波として選定するものとする。」とされた。 

以上の事情のもと，平成１１年，原子力発電所の津波に対する設計の信頼性向

上を目的として，土木学会原子力土木委員会の中に津波評価部会が立ち上がり，

平成１４年２月，同部会が，津波の波源や数値計算に関する知見，及び，技術進

歩の成果をとりまとめ，原子力施設の設計津波の標準的な設定方法である「原子

力発電所の津波評価技術」（以下「津波評価技術」という。）を公表した（甲Ｂ２：

「原子力発電所の津波評価技術」本編，甲Ｂ３：「原子力発電所の津波評価技術」

資料１付属編）。 

「津波評価技術」は，「（電気事業者等）利用者が，対象地点に応じて，その時々

の最新の知見・データなどに基づいて震源や海底地形などの計算条件を設定して，
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推計計算を実施することで」個別地点の津波水位を推計できるものである1（甲Ｂ

５：土木学会原子力土木委員会津波評価部会策定の報告書「原子力発電所の津波

評価技術」について。）。 

従って，「津波評価技術」は，地震等の知見の進展に伴い，利用者が津波水位の

再試算を行うことを予定していたものである。 

 

  c 「津波評価技術」に対する被告国の関与 

津波評価部会には，電力事業者のみならず，文部科学省防災科学研究所，経済

産業省工業技術院地質調査所，及び，国土交通省土木研究所所属の委員が在籍し，

「津波評価技術」の策定に関与した（甲Ｂ６：原子力発電所の津波評価技術委員

名簿）。また，「津波評価技術」の公表前，保安院原子力発電安全審査課技術班は，

津波評価部会に対し，その内容の説明を求め，平成１４年１月２９日，津波評価

部会の幹事会社であった被告東電が，回答を行っている（甲 A２：政府事故調中

間報告３７７頁）。 

「津波評価技術」公開後，各電力事業者は，自主的に津波評価を行い，電気事

業連合会にて取りまとめの上，保安院に対し報告した。被告東電も，保安院から

の口頭の指示により，平成１４年３月に津波評価技術に基づく津波評価を実施し，

保安院に報告した（甲Ｂ７：「津波の検討−土木学会発電所の津波評価技術に関わ

る検討−」，甲Ａ２：政府事故調中間報告３８１頁，甲Ａ１：国会事故調８３，８

４頁）。その後，「津波評価技術」は，具体的な津波評価方法を定めた基準として

定着し，電気事業者が規制当局に提出する評価に用いられた（甲Ｂ８：福島原子

力事故調査報告書（東電事故調））１７頁）。 

以上より，「津波評価技術」は，被告国の関与のもと策定され，策定後は，単な

                                            

1被告東電も,「最新の知見」を反映させて津波水位を評価すべきことについて,認識

していた（甲 B８：東電事故調１７,１８頁）。 
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る学会報告書を超えて，被告国の評価基準として使用されていた。 

 

 （イ）「津波評価技術」の概要 

  a 「津波評価技術」の基本的な考え方 

「津波評価技術」は原子力発電所の設計津波水位2の標準的な設定手法を示し

たものである。 

「津波評価技術」は，「現在の知見により想定し得る最大規模の地震津波を検

討し，既往最大津波との比較検討を行った上で，常に安全側の発想から沿岸津波

水位のより大きい方を対象津波として選定するものとする」とする「手引き」の

設計思想を反映させるため，「既往津波」（過去に，日本沿岸に被害をもたらした

津波）を参考にして，「想定津波」（将来発生することを否定できない地震に伴う

津波）を設定する。そして，「想定津波」の不確定性（誤差）を，数値計算（パラ

メータスタディ）により反映させて，「評価地点に最も大きな影響を与える津波」

（設計想定津波）を選定する。最後に，「設計想定津波」に，潮位条件を足しあわ

せ，数値計算により評価地点における「設計津波水位」を評価する。 

                                            
2「津波評価技術」は，［設計津波水位］を「設計に使用する津波水位を指し，設計想定津波の計

算結果に適切な潮位条件を足し合わせたもの」と定義する。 
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［甲 B２：「津波評価技術」１−５頁を加工］ 

 

  b 具体的な評価方法 

  （a）既往津波の再現と再現性の確認（①） 

 文献調査等に基づき，評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考えられる既
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往津波を評価対象として選定し，痕跡高の吟味を行う。沿岸における既往津波

の痕跡高をよく説明できるように，当該津波の原因となる断層運動（地震）の

断層パラメータを設定し，既往津波の断層モデル3を設定する。 

 

 

[甲 B３：「津波評価技術」—資料１付属編より引用] 

 

津波計算において，断層モデルは，以下の静的断層パラメータで記述される。 

(ⅰ) 基準点位置(N，E)，(ⅱ) 断層長さ L，(ⅲ) 断層幅 W，(ⅳ) すべり量

D，(ⅴ) 断層面上縁深さ d，(ⅵ) 走向θ，(ⅶ) 傾斜角δ，（ⅷ） すべり角

λ 

L，W，D は，地震モーメント M0 と次式で関連付けられる。 

M0=μLWD (「μ」は震源付近の媒質の剛性率) 

                                            
3断層モデル：断層モデルは断層面の向きや傾き，大きさ，面上でのずれの量，破壊の進行速度

などの断層パラメータで表現される。津波の原因となる地震の「断層モデル」を「波源モデル」

という。 
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[各構造区分（上図）における，既往津波の痕跡高を説明できる断層モデル（下図）

（甲 B２「津波評価技術」１－５９頁）] 
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  （b）想定津波による設計津波水位の検討（②） 

スケーリング則4に基づき，「既往津波の痕跡高を最もよく説明する断層モデ

ル」のパラメータを変化させ，地震学的知見によって得られた既往最大モーメ

ントマグニチュード（Mw）に応じた「基準断層モデル」5を設定する（日本海

溝沿い，及び，千島海溝（南部）沿いを含むプレート境界型地震の場合）。 

 

 

[各構造区分（左）における，既往最大モーメントマグニチュード（右） 

甲 B２：「津波評価技術」１−５９頁] 

  

                                            
4断層長 L，幅 W，すべり量 D の比率が地震の規模に拘わらずほぼ一定で相似，とする法則。量

の概算を行う際に用いる。 
5「津波評価技術」は，「各海域における地震の特性を踏まえて適切に設定された，想定津波の数

値計算を行うための断層モデルで，パラメータスタディを実施する際の基準となる断層モデルを

基準断層モデル」と定義する。 
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  （c）設計想定津波の確定（③） 

想定津波の波源（津波の発生源）の不確定性（誤差）を設計津波水位に反映

させるため，基準断層モデルの諸条件（パラメータ）を合理的範囲内で変化さ

せた数値計算を多数実施し(パラメータスタディ)，その結果得られる想定津波

群の波源の中から評価地点に最も影響を与える波源を選定する。 

 

［「津波評価技術」１−15 頁図表を加工］ 

 

  （d）設計津波水位の算定（④） 

 以上より得られた設計想定津波に，適切な潮位条件を足し合わせて，設計津

波水位を求める。 

 

3 STEP3 

STEP2
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  （ウ）小括 

平成１４年２月時点で，想定津波に基づき設計津波水位を評価する標準的手法で

ある「津波評価技術」が策定されていた。 

また，「津波評価技術」は，地震等の知見の進展に伴い，利用者（電気事業者等）

が津波水位の再試算を行うことを予定していたものである6。 

 

  イ 長期評価の公表 

  （ア）地震調査研究推進本部の設置 

a 地震調査研究推進本部設置の経緯 

平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災は，６，４３４名の死者を出

し，１０万棟を超える建物が全壊するという戦後最大の被害をもたらすとともに，

我が国の地震防災対策に関する多くの課題を浮き彫りにした。 

これらの課題を踏まえ，平成７年７月，全国にわたる総合的な地震防災対策を

推進するため，地震防災対策特別措置法（以下「特措法」という。）が議員立法に

よって制定された。 

地震調査研究推進本部（以下「推進本部」という。）は，地震に関する調査研究

の成果が国民や防災を担当する機関に十分に伝達され活用される体制になって

いなかったという課題意識の下に，行政施策に直結すべき地震に関する調査研究

の責任体制を明らかにし，これを政府として一元的に推進するため，同法に基づ

き総理府に設置（現・文部科学省に設置）された政府の特別の機関である（特措

法７条１項）。 

 

                                            

6 なお，「津波評価技術」の予想精度が「倍半分」（２倍の誤差がある）であるこ

とは原告ら準備書面１６に詳述している。 
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 ｂ 地震防災対策特別措置法 

地震防災対策特別措置法の目的は，「地震による災害から国民の生命，身体及

び財産を保護するため，地震防災対策の実施に関する目標の設定並びに地震防災

緊急事業五箇年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置

について定めるとともに，地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等に

ついて定めることにより，地震防災対策の強化を図り，もって社会の秩序の維持

と公共の福祉の確保に資すること」である（特措法１条）。 

 

 ｃ 地震調査研究推進本部の基本的な目標 

推進本部の基本的な目標は，地震防災対策の強化，特に地震による被害の軽減

に資する地震調査研究の推進にあり，その役割は，大きく次の５つとされる（特

措法７条２項）。 

①地震に関する観測，測量，調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な

施策の立案 

②関係行政機関の地震に関する調査研究予算等の事務の調整 

③地震に関する総合的な調査観測計画の策定 

④地震に関する観測，測量，調査又は研究を行う関係行政機関，大学等の調査結

果等の収集，整理，分析及び総合的な評価 

⑤上記④の評価に基づく広報 

 

  （イ）長期評価の公表 

  a 「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」の公表 

推進本部は，平成１４年７月３１日，その時点までの研究成果及び関連資料を

用い，調査研究の立場から評価した「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」と題する報告書を公表した（甲Ｂ９，以下「長期評価」という。）。 

長期評価は，日本海溝沿いのうち三陸沖から房総沖までの領域を対象とし，長
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期的な観点で地震発生の可能性，震源域の形態等について評価してとりまとめた

ものである。 

 

   b 地震の発生領域及び震源域の形態 

日本海溝沿いに発生する地震は，主に，本州が載っている陸のプレートの下へ

太平洋側から太平洋プレートが沈み込むことに伴って，これら２つのプレートの

境界面（以下「プレート境界面」という。）が破壊する（ずれる）ことによって発

生する（プレート間地震）。また，時によっては１９３３年の三陸地震のように

太平洋プレート内部が破壊することによって起こることもある（プレート内地

震）。 

 

   c 過去の震源域について 

長期評価において対象とする過去の震源域は，過去に存在した全ての地震では

なく，限定的である。 

すなわち，三陸沖北部～房総沖の日本海溝沿いに発生した大地震については，

８６９年の三陸沖の地震まで遡って確認された研究成果がある。しかし，１６世

紀以前については，資料の不足により，地震の見落としの可能性が高い。長期評

価ではこのことを考慮し，基本的に，１６７７年以降に発生した地震に限って評

価されている。 

そして，１６７７年以降現在までに４回の津波（最大の高さ約６ｍ）が襲来し

たと推定された大地震が発生したと考えられるところ，三陸沖北部以外の三陸沖

から房総沖にかけては，同一の震源域で繰り返し発生している大地震がほとんど

知られていない。 

これを踏まえて，長期評価では，震源域を図１（以下，本章においては，「図」

「表」は，いずれも「長期評価」のものを示す）のような領域に分けて設定した。 
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[図１「長期評価」１−１６頁] 

 

   d 長期評価が想定する次の地震の発生位置及び震源域の形態 

長期評価においては，三陸沖北部等，一部の地震については，同一震源域で繰

り返して発生すると想定している（いわゆる固有地震モデル。長期評価において

は，「固有地震をその領域内で繰り返し発生する最大規模の地震」と定義されて

いる。）。 

そして長期評価において，三陸沖から房総沖にかけての大型の固有地震として

認められるのは，三陸沖北部のプレート間大地震のみである。 

 

   e 過去の地震について 

   （a）三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震） 

日本海溝付近のプレート間で発生したＭ８クラスの地震は１７世紀以降で
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は，１６１１年の三陸沖，１６７７年１１月の房総沖，明治三陸地震と称され

る１８９６年の三陸沖（中部海溝寄り）が知られており，津波等により大きな

被害をもたらした。よって，三陸沖北部～房総沖全体では同様の地震が約４０

０年に３回発生しているとすると，１３３年に１回程度，Ｍ８クラスの地震が

起こったと考えられる。 

 

   （b）三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート内大地震（正断層型） 

過去の三陸沖北部から房総沖にかけてのプレート内正断層型大地震で，津波

等により大きな被害をもたらしたものは，三陸沖で１９３３年に発生したもの

が唯一知られているだけである。したがって，過去４００年間に１９３３年の

地震が１回のみ発生したことから，このような地震は４００年以上の間隔を持

つと推定される。一方，世界の沈み込み帯で発生する正断層型地震の総モーメ

ントの推定から，このようなプレート内の正断層型の地震については，三陸沖

北部～房総沖全体では７５０年に１回程度発生していると計算される。これら

から長期評価においては，三陸沖北部～房総沖全体ではこのような地震は４０

０～７５０年の間隔をもって発生したと考えられた。 

 

   ｆ 次の地震の発生確率 

   （a）三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震） 

Ｍ８クラスのプレート間の大地震は，過去４００年間に３回発生しているこ

とから，この領域全体では約１３３年に１回の割合でこのような大地震が発生

すると推定される。ポアソン過程により（発生確率等は表４−２に示す），三陸

沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間で M8 クラスの地震が今後３０年

以内に発生する確率は２０％程度，今後５０年以内の発生確率は３０％程度と

推定された。 

※ポアソン過程とは，ランダムに発生する事象を，確率変数を用いて
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記述したもの。確率過程の一つ。故障・災害の発生，店舗への来客，

電話の着信，タクシーの待ち時間などの事象のモデル化に用いられ

る。 

重要なのは，長期評価においては，プレート間のＭ８クラスの大地震は，三

陸沖で１６１１年，１８９６年，房総沖で１６７７年１１月に知られているが，

これら３回の地震は，同じ場所で繰り返し発生しているとはいいがたいため，

固有地震としては扱われず，同様の地震が，三陸沖北部から房総沖の海溝寄り

（図１）にかけてどこでも発生する可能性があると考えられていることである。 

被告東京電力は，平成２０年３月，明治三陸沖地震の波源モデルを福島県沖

の海溝沿いに置いた場合の津波水位を試算し，１～４号機側の主要建屋敷地南

側の浸水高は最大でＯ.Ｐ.＋１５．７メートルという結果を得ている。 

これは，長期評価の考え方に忠実な試算である。 

なお，被告東電は，これをもって「試し計算」であると主張するが，もし，

当時，そのように考えていたとすれば，長期評価の理解を根本的に誤っていた

のであり，かつ，その誤謬の程度は悪意に匹敵する重過失を含むものであると

言わざるを得ない。 

 

[甲 B９−１３頁]  
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   （b）三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート内大地震（正断層型） 

プレート内の正断層型の地震については，過去４００年間に１９３３年の昭

和三陸地震の１例しかないことと三陸沖海溝外縁の断層地形及び正断層型地

震の総モーメントの推定から，三陸沖北部～房総沖の海溝寄りの全体について

４００～７５０年の間隔で発生していると考えられる。ポアソン過程を適用す

ることにより（発生確率等は表４−３に示す），今後３０年以内の発生確率は４

～７％，今後５０年以内の発生確率は６～１０％と推定されている。 

 

[甲 B９−１３頁]  

   ｇ 小括 

   このように，長期評価は２００２（平成１４）年の段階で日本海溝付近の広

域において地震津波の発生の可能性があることを明らかにしていた7。 

 

 （ウ）長期評価の信用性 

  a 長期評価の信用性が高いこと 

     他地裁で実施された地震・津波の専門家証人の尋問（甲 B６０：島崎邦彦，甲

B６１：都司嘉宣，甲 B６２：佐竹健治）によって，２００２年「長期評価」は，

                                            
7 なお，長期評価に政治的観点から修正が加えられた可能性が高いことについては，原告ら準備

書面（４）で述べた。 
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①地震についての知見を一元的に集約し地震防災に活かすために設置された，被

告国の地震調査研究推進本部が，②近代的観測に基づく地震・津波についての研

究・分析，及び歴史記録に基づく歴史地震・津波についての知見を土台として，

③当時の第一線の地震・津波の専門家を集めた海溝型分科会での充実した議論を

経て，④１８９６年明治三陸地震のような地震が，三陸沖北部から房総沖の日本

海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があるとの結論に至ったものであ

り，高度の信頼性を有することが明らかになった（詳細は第２９準備書面）。 

   すなわち，長期評価は，著名な地震専門家が結集し，地震・津波の専門家が公

の場で議論した末に合意に至った内容であって，信用性は極めて高い。 

     この点，被告国は，長期評価における津波地震の整理には種々の異論が示され

ているなど信頼度にも限界があったから，長期評価に基づいて，被告国に予見可

能性があったと認めることはできないなどと主張する（被告国第３，第１６，第

１９準備書面）。また被告東電も，長期評価の見解について専門家の間でも評価

が分かれていたなどと主張する（被告東電準備書面３）。 

 しかし，既に述べたとおりであるが，そもそも推進本部は，地震に関する調査

研究の成果が国民や防災を担当する機関に十分に伝達され活用される体制にな

っていなかったという課題意識の下に，行政施策に直結すべき地震に関する調査

研究の責任体制を明らかにし，これを政府として一元的に推進するため，同法に

基づき総理府に設置（現・文部科学省に設置）された政府の特別の機関である（特

措法７条１項）。同法の目的は，「地震による災害から国民の生命，身体及び財産

を保護するため，地震防災対策の実施に関する目標の設定並びに地震防災緊急事

業五箇年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置につい

て定めるとともに，地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等について

定めることにより，地震防災対策の強化を図り，もって社会の秩序の維持と公共

の福祉の確保に資すること」である（特措法１条）。 

 このような推進本部の設置の経緯，目的に基づいて公表された長期評価は，地
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震防災対策の観点から，防災を目的として集約した行政文書である。法令に基づ

いて被告国により設置され，地震防災対策の観点から調査研究がなされて公表さ

れた，公的な判断である長期評価に基づいて，被告国及び被告東電に予見可能性

が認められることは明らかである。 

 

b  長期評価は現在でも国に活用されていること 

 実際に，平成１６年３月９日，国土交通省，内閣府及び農林水産省は，長期評

価をもとに「津波・高潮ハザードマップマニュアル」を作成し（甲 B４４：プレ

スリリース），平成１８年３月には，国土交通省東北地方整備局及び財団法人沿岸

技術研究センターが長期評価に基づき，東北における広域的津波減災施策及び，

津波防災行政の検討を目的として「『津波に強い東北の地域づくり検討調査』東北

における沖合津波(波浪)観測網の構築検討調査 報告書」を作成した（甲 B３６），

さらに，今現在においても，国土交通省は，「津波防災のために」という HP を設

け，平成１４年の「長期評価」の地震の発生確率を引用している（甲 B４６：国

土交通省 HP8）。すなわち，平成１４年の長期評価は現在にあっても国の地震に

関する知見として有効に活用されているのである。 

 

ｃ 長期評価の知見を活用すべきであったこと 

 万が一にも重大事故を起こしてはならない原子炉施設の地震・津波に対する防

護対策においては，長期評価の知見を重視し，速やかに原子炉施設の地震・津波

に対する防護対策に反映させるべきであったことは言うまでもない。 

 さらに，原子炉施設の地震・防護対策で要求される安全目標については，原告

ら準備書面（５０）で述べたとおり，平成１５年８月４日，原子力安全委員会安

全目標専門部会が「安全目標に関する調査審議状況の中間取りまとめ」を公表し

                                            
8 国土交通省 HP 

http://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kaigandukuri/tsunamibousai/02/index2_2.htm 
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たことがあげられる（甲Ｄ共１７０：「安全目標に関する調査審議状況の中間取り

まとめ」）。「中間取りまとめ」において，安全目標として「原子力施設の設計・建

設・運転においては，リスクが年あたり百万分の１を超えないように合理的に実

行可能な限りの対策が計画・実施されるべき」ことが要求されている（甲Ｄ共１

７０・６頁及び１９頁）。長期評価の知見を，万が一にも重大事故を起こしてはな

らない原子炉施設の地震・津波に対する防護対策に反映させるべきであったこと

は「中間取りまとめ」からも明らかである。 

 

 ウ 津波評価技術と長期評価 

津波評価技術は，地震の波源モデル（断層モデル）を，解析コードに入力して，

ある地点における津波水位を試算する方法論である。したがって，津波評価技術は

地震に関する新しい知見が発見されれば，これをもとに再計算を行うことが予定さ

れている。 

そして，平成１４年７月に公表された長期評価は，地震に関する新知見であった。

被告東電は，後述するとおり，平成２０年３月こｒに，この知見に基づき，敷地南

部で O.P.＋１５.７０７ｍの津波を試算している。そして，平成１４年には同じ試

算が可能であった。 

 

 エ 平成２０年３月ころ 被告東電による津波試算結果 

（ア）東京電力が平成２０年に行った福島第一原発の津波評価に関する社内検討 

前述の通り，「津波評価技術」は，地震等の最新の知見を反映させて，推定計算を

実施することが予定されている。以下，被告東電が平成２０年に行った津波評価に

ついて述べる。 

なお，被告東電は，遅くとも平成２０年３月ころには長期評価に基づいて福島第

一原子力発電所の敷地高さを超える津波が具体的に想定されることを認識してお

り，かつ，平成２１年６月に予定されるバックチェック最終報告までに対策をも講
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じる予定であったこと，当初方針の変更後も社内的には，敷地高さを超える津波が

到来する具体的な危険についての認識が共有されていた（原告ら準備書面（３１）

及び（４６）において詳述）。 

 

   a 社内検討に至る経緯 

平成１８年９月２０日，保安院は，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（以下，「新耐震指針」という。）の改訂を受け，「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」を策定するとともに，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：中間事故調３８８

頁，甲 B１０：「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，及び，添付書類

（抜粋））。 

同確認基準には，「地震随伴事象」として津波に対する安全性確認基準も定め

られており，その解説には，「評価方法」として「津波の評価に当たっては，既往

の津波の発生状況，活断層の分布状況，最新の知見等を考慮して，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津波を想定し，数値シミュレ

ーションにより評価することを基本とする。」との記載がある（甲 B１０：４４

頁）。 

保安院による上記津波評価に関するバックチェック指示を受けて，東京電力は，

福島第一原発，及び，福島第二原発に関する作業を進めたが，津波評価を検討す

る過程において，平成１４年７月に公表された推進本部の「長期評価」で述べら

れている「１８９６年の明治三陸地震と同様の地震は，三陸沖北部から房総沖の

海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性がある。」という知見をいかに取り

扱うかが問題となった。 
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   b 平成２０年３月ころの試算結果(準備書面１６第３の２） 

被告東電は，平成２０年２月頃に有識者の意見を求めたところ，今村文彦教授

より「福島県沖海溝沿いで大地震が発生することは否定できないので，波源とし

て考慮すべきであると考える。」との意見が出された。また，被告東電は，耐震バ

ックチェックの過程において保安院から「長期評価の見解を踏まえ，福島県沖海

溝沿い領域でも大きな津波を伴う地震が発生する可能性があることを前提とし

た評価の実施」が求められる可能性があったため，被告東電の担当部署は，社内

検討のための参考材料として福島県沖海溝沿領域に明治三陸沖地震の断層モデ

ルを置いた場合の推定計算を行った。 

平成２０年３月１８日，東電設計株式会社から，被告東電に対して，地震本部

の長期評価を用いて，明治三陸沖地震の波源モデルを福島県沖海溝沿いに設定し

た場合，津波水位の最大値が敷地南部で O.P. +１５.７０７m となる旨の計算結

果が詳示された。この資料が「新潟県沖中越沖地震を踏まえた福島第一・第二原

子力発電所の津波評価委託 第２回 打合せ資料 資料２ 福島第一発電所 日本海

溝寄りの想定津波の検討 Rev.1」（甲 B７２の２ 作成日付は平成２０年４月１

８日）である。上記資料においては敷地南側 O.P+１０m における最大津波高さ

は O.P.+１５．７０７m となり，浸水深は５．７０７m となった9。 

この結果により，福島第一原発のタービン建屋の設置された１０メートル盤を

大きく超えて浸水することが明らかになった（甲B７１−１１，甲B８５−４，５）。 

                                            
9甲 B７２の２の作成日付は平成２０年４月１８日であるが，第五検察審査会は平成２０年３月

１８日と認定した（甲 B７１−１１）。 
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［甲 B７２の２ １５頁］ 

 

   ｃ 防潮堤設置のための解析 

この報告を受けて，被告東電は東電設計株式会社に対し，敷地への津波の遡上

を防ぐため，敷地にどの程度の防潮堤を設置する必要があるのかの検討を早急に

行うよう依頼した。これを受けて，同年４月１８日，東電設計株式会社は被告東

電に対し１０m 盤の敷地上に１号機から４号機の原子炉・タービン建屋につき，

敷地南側側面だけでなく，南側側面から東側全面を囲うように１０メートル（O.P. 

+２０m）の防潮堤（鉛直壁）を設置すべきこと，５号機及び６号機の原子炉・タ

ービン建屋を東側全面から北側側面を囲うように防潮堤（鉛直壁）を設置すべき
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ことなどの具体的対策を盛り込んだ検討結果を報告した10。 

 同月，この結果は被告東電の土木調査グループから，同機器耐震技術グループ，

及び建築グループなど関係グループに伝えられた（甲 B７１，甲 B８５−５）。 

平成２０年６月１０日，被告東電の担当者は武藤副本部長，吉田部長らに対し，

福島第一原発，及び，福島第二原発の津波評価に関する説明を行い，想定波高の

数値，防潮堤を作った場合における波高低減の効果等について報告した（甲 A２

—３９６頁）。具体的には，土木調査グループ担当者が，武藤副本部長に対し，資

料を示して計算の結果を示すとともに原子炉建屋等を津波から守るため，Ｏ．Ｐ．

＋１０メートルの敷地上に高さ１０メートルの防潮堤を設置する必要があるこ

と等を説明した（甲 B７１−１１，１２，甲 B８５−５，甲 B４０−８頁）。 

しかし，武藤副本部長は，平成２０年７月３１日，土木調査グループに対し，

長期評価を取り入れるとした当初方針を変更し，耐震バックチェックに長期評価

を取り入れず，津波評価技術のみに基づいて実施するよう指示した（甲 B７１−

１２，甲 B７１−６）。 

 他方，平成２０年９月１０日被告東電は所内にて耐震バックチェックの説明会

を行った。この説明会の資料「福島第一原子力発電所津波評価の概要（地震調査

研究推進本部の知見の取扱）」には，明治三陸沖試算の結果が添付され，さらに上

記資料には「地震及び津波に関する学識経験者のこれまでの見解及び推本の知見

を完全に否定することが難しいことを考慮すると，現状より大きな津波高を評価

せざるを得ない想定され，津波対策は不可避。」との記載がある。（甲 B７２の７

の２，甲 B４８参照） 

その後，平成２３年３月７日，保安院の被告東電に対するヒアリングの際に，

被告東電は，保安院に対し，上記の試算結果を説明した。以下に引用する図表は，

被告東電が保安院に説明する際に使用した報告書（甲 B１１：「福島第一・第二

                                            
10  
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原子力発電所の津波評価について」）から抜粋したものであるが，既に平成２０

年３月には，同様の試算結果は作成されていたのである。 

 

《「＊２ 各号機に記載の数値はポンプ位置の水位」との記載がある。１〜４号機は敷

地南側に位置し，O.P.＋１０m》 

 

そして，以下述べるとおり，被告東電は，平成１４年には，上記試算が可能で

あった。 

 

  （イ）被告東電が，平成１４年段階で津波高を予見可能であったこと 

被告東電は，平成１４年２月策定の「津波評価技術」，及び，同年７月策定の「長

期評価」における地震の知見をもとに，平成１４年ころには，津波高を予見可能で

あった。 

   a 島崎邦彦氏の見解 

島崎氏は，元東京大学地震研究所教授（現東京大学名誉教授）で，平成１８年

５月から平成２０年５月まで社団法人（現公益社団法人）日本地震学会会長，平

成２４年９月１９日より原子力規制委員会委員（委員長代理）を歴任し，平成１

４年の，「長期評価」策定時に，地震調査研究推進本部地震調査委員会委員，同長
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期評価部会部会長をつとめた。島崎氏は，被告東電が，早期の段階で，平成１４

年の「長期評価」を用いて津波試算を行い，福島第一原発で O.P.１０m を超える

との試算を行っていた可能性がある旨述べる。 

島崎氏は，以上の事実を，地震雑誌に投稿するだけでなく，平成２３年１２月

２６日，地震調査研究推進本部政策委員会第２４回総合部会にて報告した。（甲

B１２：委員会提出資料「予測されたにもかかわらず，被害想定から外された巨

大津波」，甲 B２４：東北地方太平洋沖地震に関連した地震発生 長期予測と津波

防災対策） 

島崎氏は，「長期評価」策定に関わり，かつ，原子力行政に精通する原子力規制

委員会委員を務める人物であり，発言の信用性は高い。 

 

「地震調査委の長期評価を用いた２００８年の「試算」で，福島第一原子力発

電所で１０m を超える津波となることを知りながら，東京電力は何の対策も行

わなかったと伝えられた。しかし２００６年の国際会議で，東京電力の技術者

らは，福島第一原発に対する確率津波評価について，地震調査委の長期評価の

ケースを含めて発表している。地震調査委の長期評価を採用すれば，福島第一

原発で１０m を超える津波となることは，かなり以前から知られていたに違い

ない。」（甲 B１２） 

 

なお，引用文中，東電による２００６（平成１８）年の国際会議の発表内容に

ついては後述する。 

 

   b 国会事故調の調査結果 

国会事故調は，平成２０年５月ころ，被告東電が，「長期評価」をもとに福島第

一原発の敷地に O.P.＋１５．７m の津波が生じることを試算していたことを引

用し，「長期評価からだけでも」，本件事故時の津波を予測できたとのべている。 
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すなわち，国会事故調は，被告東電が，平成１４年時点で，津波予測が可能で

あったと結論づけているのである。 

 

[甲 A１：国会事故調８４頁] 

 

   c 政府事故調の調査結果 

さらに，政府事故調も，被告東電が，「長期評価」及び「津波評価技術」の波源

モデルを流用して試算した結果，「それぞれ福島第一原発２号機付近で O.P.+９．

３m，福島第一原発５号機付近で O.P.+１０．２m，敷地南部で O.P.+１５．７m

といった想定波高の数値を得た。」と報告している。 

「長期評価」及び「津波評価技術」は，既に平成１４年段階で公開されており，

政府事故調の調査結果によっても，被告東電がこれら資料の公開時に津波試算を

行えば，平成１４年当時に，上記と同様結論を得ることができたことは明らかで

ある（甲 A２：政府事故調中間報告３９５頁）。 

 

   d 被告東電の総括 

平成２５年３月２９日，被告東電は，「福島原子力事故の総括および原子力安

全改革プラン」（甲 A４）と題する報告書を公開した。被告東電は，同報告書「２．

２津波高さの想定と対策」の中で，「長期評価」の見解について「福島県沖海溝沿

いで大きな津波が発生するとなれば，福島第一，福島第二原子力発電所の設計条
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件となる津波高さが増すことは容易に想像」されたと分析している。また，同報

告書では，「津波に対して有効な対策を検討する」ことができた契機として，平

成１４年の「長期評価」公開時を上げている（甲 A４：１７，１８頁）。 

したがって，被告東電自身も，平成１４年の「長期評価」公開は，津波高さの

再試算を行うべき契機であり，この時，再試算を行えば津波高さが増す結果とな

っていたことを認めている。 

 

   e IAEA 報告書 

   （a）IAEA 報告書は予見可能性を肯定する 

 原告準備書面（２３）で詳述した通り，IAEA報告書は，津波に関し，①巨大地

震の発生可能性，②平成１９年～２１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，

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たうえで，被告らの津

波対策の懈怠を指摘している。 

 また，原告準備書面（４５）で詳述した通り11，IAEA 報告書の技術文書第２分

冊において，有史データのみを用いて震源や規模等を想定するという津波評価技

術の手法は，遅くとも１９７９年以降はＩＡＥＡ安全基準，すなわち国際安全基

準には適合しないものとされ，特に２００３年以降は有史データを用いるのみで

は不十分であることが強調されて，完全に否定されていた。技術文書が述べると

ころに従えば，国際安全基準では，津波評価技術の手法は否定され，長期評価の

知見を考慮することが正しい評価である。 

 IAEAは，原子力を専門的に取り扱う国際機関であり，日本も発足当初からの理

                                            
11 原告準備書面（２５）において，IAEA の安全基準についてはより詳細に主張した。 
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事国である。同機関が，有史データのみを用いる考え方が２００３年以降完全に

否定されていたことや，本件の津波高の予見可能性を肯定する見解を公式に述べ

ていることは，被告らが，福島第一原発の敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）に

達する津波の発生はもとより，技術文書が指摘するように本件津波に比肩するよ

うな津波すら予見可能であったことを裏付けるものである。 

 

（b）被告国の主張について（国第１３，第１７準備書面） 

 ⅰ IAEA 報告書の位置づけに関する主張 

 被告国は，IAEA報告書が，法的責任問題を扱うことを意図して作成されたもの

ではないなどと主張する。しかし，原告が原告の主張の論拠として引用する箇所

は，主に，知見・国際慣行の状況に関して事実を述べている箇所であり，IAEA報

告書の意図とは関わりなく，事実認定の基礎とすることが適切な箇所である。ま

た，原告の引用する箇所には，IAEAによる評価に関する記載も含まれるが，IAEA

報告書の意図に関らず，原子力を専門的に取り扱う機関の評価として，事実認定

の基礎とすることに問題はない。 

 

  ⅱ 地震ハザードの評価手法と津波ハザードの評価手法を混同しているとの主

張 

被告国は，本件事故以前の地震・津波ハザードについて言及した IAEA報告書の

記載が，地震ハザードを想定したものであり，津波ハザードを想定したものでは

ないなどと主張する。被告国の反論は，「震度又は規模を上乗せすることや最短の

距離で発生すると想定すること」という「国際慣行」が，地震にのみ適用があり，

津波については適用がない，という点に尽きる。 

 しかし，被告国も自認するとおり，IAEA報告書の記載は津波ハザードを含めた

記載となっており，地震ハザードに限定した記載とはなっていない。そもそも津

波が通常，海底における地震活動に随伴して発生する自然現象であることからす
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れば，地震において想定すべき考慮要素は，地震随伴事象である津波の発生源（波

源モデル）の想定においても，同様に妥当すべきものと考えるのが自然な思考の

流れであり，一般の地震と津波の原因となる地震とで分けて考えることの方がよ

ほど不合理である。 

 また，原告の主な主張は，地震ハザードの評価手法を用いて地震を評価し，こ

れを基礎として津波ハザードを評価すべきである，というものである。そして，

地震ハザードの評価手法として，長期評価の手法は，津波評価技術の手法と比較

して，IAEAの述べる国際慣行により適合していた。津波評価技術において想定さ

れている地震を，国際慣行に適合した長期評価における想定地震に置き換えるこ

とで，福島第一原発の敷地高に達する津波の発生は，容易に想定ができたのであ

る。 

 なお，被告国は，佐竹健治氏の発言を根拠として，津波に関する国際慣行の不

存在を主張しているが（丙 B６２の２，４１頁），そもそも佐竹氏は地震乃至地震

予知に関する専門家であっても，原子力行政，原子力規制の専門家ではないため，

この部分に関する信用性は低い。 

 

   ⅲ 長期評価の考え方に基づいて津波高を予測すべきであったこと 

 被告国は，IAEAが，本件事故前に，長期評価の考え方に基づいて津波高を予測

すべきであったとしているわけではない，と主張する。 

 しかし，技術文書の記載は原告準備書面（２３）１２頁，１３頁のとおりであ

る。これは，①専門家の間で意見に食い違いがある場合には，安全寄りの評価を

行い，新しい知見を反映する必要があること，②有史データのみでは不十分であ

ること（すなわち，有史データを用いて地震を推定している津波評価技術の地震

想定が不適切であり，有史データのみに基礎をおかない長期評価の手法が，事故

以前においても適切であったこと）を述べているものである。これは，IAEA報告

書が，津波ハザードの評価にあたっては，仮に異論があるとしても，長期評価に
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おいて明らかとなった知見を考慮して評価すべきであったと考えていることを

示している。 

 

   ⅳ ドライサイト・ウェットサイトに関する主張 

 被告国は，原告のドライサイト・ウェットサイトに関する主張について，ドラ

イサイト・ウェットサイトに関する一般論を述べたに過ぎず，被告国の規制権限

行使の違法を問う上で考慮されるべき予見可能性の対象やその有無について何

ら具体的に言及していないため，原告らの主張を補強するものではないとする。 

 しかし，原告らがドライサイト・コンセプトに関する指摘をしたのは，ドライ

サイト・コンセプトが，「原子炉施設の津波に対する安全確保措置に関して，最

も基本的な原則として確立した考え方」であり，規制の在り方の指針として，国

際的に広く認められていることを主張する趣旨にある。すなわち，こうした考え

方に基づいて設置許可された原子炉施設の主要施設に津波の襲来する可能性が

想定されるに至った場合には，安全確保の前提がなくなったのであるから，敷地

高さを超える津波が襲来したとしても原子炉施設の安全性が確保し得る防護措

置をとり，またそうした法規制を行うことが必要とされるということを主張する

ものである。 

 被告国は，一般論として，施設がウェットサイトになった場合の適時かつ適切

な浸水防護策の必要性を認めている（被告国第１７準備書面２４頁）。一方で，

本件では，そのような防護策が全く講じられていないにもかかわらず，その点を

無視して，「ウェットサイトになったとしても，それだけで直ちに福島第一発電

所事故が発生したとはいえないし，ウェットサイト下における浸水防護策を講じ

ていたからといって，本件地震及びこれに伴う津波による結果を回避し得たとは

いえない」などと別の論理を展開した上で原告らの主張を論難する。しかし，ウ

ェットサイトになると，適時かつ適切な浸水防護策が必要なるのは，ドライサイ

トからウェットサイトへの変化により，敷地内浸水の可能性が現実的となり，ひ
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いては重大な事故に結びつく危険性が発生するからである。 

 したがって，本件でも，ＩＡＥＡが指摘するとおり，知見の進展によりウェッ

トサイトに転じた段階で，被告国が規制を行う（規制権限を行使する）必要性が

あったことは明らかである。これは，すなわち，敷地高さを超える津波が到来す

ること（ウェットサイトに転じること）が予見の対象であり，このような予見に

至った段階で被告国は適時にかつ適切に規制権限を行使しなければならないと

いうことである。 

 

   ｆ 小括 

被告東電は，平成２０年３月ころ，平成１４年に公開されている「津波評価技

術」と「長期評価」を用いて，福島第一原発第１号機乃至第４号機の敷地高（O.P.

＋１０m）を超える津波が生じることを推定計算した。 

しかしながら，上記試算の根拠となる「津波評価技術」と「長期評価」はいず

れも，平成１４年に発表されている。 

従って，被告東電は，平成１４年段階でこれらに基づく試算結果を知り得たも

のである。 

 

  （ウ）平成２０年３月以前に，被告東電が津波高の試算を行っていたこと 

   a 平成１４年３月の保安院への報告 

前述した通り，「津波評価技術」発表直後の平成１４年３月，被告東電は，「津

波評価技術」に基づく津波評価を実施し，保安院に，想定津波高を報告した（甲

B７：「津波の検討−土木学会『原子力発電所の津波評価技術』に関わる検討−」）。 

この報告書において，被告東電は，福島第一原発の設計津波水位を，近地津波

で O.P.+５．４m〜O.P.＋５．７m，遠地津波で O.P.＋５．４m〜O.P.＋５．５m

と試算した。 

この時期には「長期評価」は公表されていないため，「長期評価」の知見は設計
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津波水位に反映されていない。しかし，被告東電は，「津波評価技術」公開後わず

か１か月間で，津波試算を行うことができたのであるから，「長期評価」公開後，

早期の段階で「長期評価」の知見をもとに津波試算を行うことが可能であったこ

とは明らかである。 

 

   b 平成１８年５月１１日第４回溢水勉強会での東電報告 

平成１８年５月１１日，被告東電は，原子力安全・保安院（以下「保安院」と

いう），及び，原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）主催の「内部・外部溢水勉強会」

（以下「溢水勉強会」という。詳細は後述する）において，「確率論的津波ハザー

ド解析による試計算について」と称する報告書（甲 B１３）を提出した（日付は

平成１８年５月２５日）。 

この報告書は，ロジックツリーに基づく評価手法を採用し，数値計算に用いる

標準的な断層モデルを「原子力発電所の津波評価技術」に準拠し，確率論的津波

ハザード解析12を行った結果を内容とするものである。 

すなわち，被告東電は，平成１８年に，津波評価技術とは異なる手法での津波

試算を行っていた。 

さらに，被告東電は，この試算において，「１８９６年の明治三陸地震と同様の

地震は，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性が

ある」との長期評価を反映させて，波源を設定し，数値設定を行った（「JTT１〜

３」が，１８９６年明治三陸沖地震のモーメントマグニチュードと「同様と推定」）。 

                                            

12確率論的津波ハザード解析（PTHA：ProbabilisticTsunamiHazardAnalysis）とは，

特定期間における津波高さと超過確率の関係を求める手法であり，既存の確率論的地

震ハザード解析（PSHA：ProbabilisticSeismicHazardAnalysis）の方法を参考とし

て，作成されたものである。 
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 c 平成１８年 7 月米国フロリダ州マイアミにおける被告東電の学会報告 

平成１８年 7 月，被告東電は，米国フロリダ州マイアミにおける第１４回原子

力工学国際会議（ICONE-14）において，上記と同様の確率論的津波ハザード解

析に関する論文を発表した（甲 B１４）。 

この論文でも，長期評価をもとに波源を設定し，数値計算を行っている。 
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   d 小括 

以上，被告東電は，平成１４年３月には「津波評価技術」に基づく津波高試算

を行い，平成１８年には，「長期評価」の知見をもとに確率論的津波ハザード解

析を行っていた。 

これらの事情からすれば，被告東電が，平成２０年以前の段階で，平成１４年

２月の「津波評価技術」，及び，同年７月の「長期評価」の知見をもとに，津波高

を試算することは極めて容易に可能であった。 

 

  オ その他の津波に関する知見の集積 

  （ア）貞観津波に関する知見の進展について 

 a 貞観１１年５月２６日（８６９年７月１３日）に発生した貞観地震 

 津波評価技術，及び，長期評価の知見から，「予見対象津波」の津波高を予見可能で

あったが，他方で，古地震に関する知見も進展していた。 

貞観１１年５月２６日（８６９年７月１３日）に発生した貞観地震及びそれに伴う
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津波に関しては，『日本三大実録』巻十六に記載がある通り，古くからその存在及び

規模の大きさについて指摘されていた（詳細は原告準備書面（４）第７）。 

 

 ｂ 平成１４年以前の知見 

  平成２年，東北電力㈱女川原子力発電所建設所の研究員は，貞観津波の仙台平野

における痕跡高を考古学的所見及び堆積学的検討に基づく手法により推定してお

り，「貞観１１年の津波の痕跡高として，河川から離れた一般の平野部では２．５

～３ｍで，浸水域は海岸線から３㎞ぐらいの範囲であった」「仙台平野全体として

みれば，河川に沿う低地や浜堤間の後背湿地など広範囲にわたって浸水していた」

としている（甲Ｂ１９：阿部壽ほか『仙台平野における貞観１１年（８６９年）三

陸津波の痕跡高の推定』）。 

  また，平成１３年には，津波堆積物調査を行い，福島県相馬市の松川浦付近で仙

台平野と同様の堆積層を検出した。これにより，貞観津波の土砂運搬・堆積作用が

仙台平野のみならず福島県相馬にかけての広い範囲で生じたこと，海岸部に到達し

た津波の波高が極めて大きかった可能性を示している（菅原大助・箕浦幸治・今村

文彦『西暦８６９年貞観津波による堆積作用とその数値の復元』甲Ａ２：３９１頁）。 

  以上のように，平成１４年までには，貞観津波の規模が大きく被害も甚大であり，

海岸線から３㎞の地点まで津波が押し寄せていたこと，波高が極めて大きかったこ

とが明らかになっていた。 

 

 ｃ 平成１４年以降の知見の進展 

  平成１８年ころ，産総研活断層研究センターの研究員らが，仙台平野の津波堆積

物を精査することによって，貞観津波による浸水域につき，当時の海岸線の位置を

推定した上で，仙台平野南部において，貞観津波が少なくとも２～３㎞の遡上距離

を持っていたことが明らかになった（甲Ｂ２０：澤井ほか『仙台平野の堆積物に記

録された歴史時代の巨大津波』）。 



 69 

  また，平成１７年以降，文部科学省の委託による重点調査が行われ，東北大学な

どが福島第一原発の北約４㎞で平成１９年度に実施した津波堆積物の調査におい

て，貞観津波を含む過去に５回の第津波が起きていたことが判明した（甲Ｂ２１：

今泉ほか『宮城県沖地震における重点的調査観測（平成１９年度）成果報告書』）。 

  そして，平成２０年ころには，貞観津波による石巻平野と仙台平野における津波

堆積物の分布といくつかの波源モデルからシミュレーションを行った結果，プレー

ト間地震で断層の長さを２００㎞，幅１００㎞，すべり７ｍ以上の場合，津波堆積

物の分布をほぼ完全に再現した（甲Ｂ２２：佐竹ほか『石巻・仙台平野における８

６９年貞観津波の数値シミュレーション』）。 

 

 ｄ 貞観津波の断層モデルを用いた試算 

  平成２０年８月～９月ころ，被告東電が，「石巻・仙台平野における８６９年貞

観津波の数値シミュレーション」で示された，貞観津波（地震）の断層モデルを基

に，津波評価技術を使用して，福島第一原発の波高を試算したところ，同年１０月，

福島第一原発でＯ．Ｐ．＋８．６～９．２ｍという結果が出た。被告東電は，平成

２１年９月７日ころ，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（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。 

そして，同報告書における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
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～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。 

 

 

 

［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．＋１０ｍ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単純に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 

  

また，被告東京電力は，平成２０年１０月の時点では，同書面に記載された試算

を実際に行っており，被告国も，この試算の内容について被告東京電力から知り得

たと考えられる。 

さらに，佐竹教授等による貞観津波の数値シミュレーションは，平成２０年３月

１３日に開催された第２回宮城県沖地震における重点的調査観測運営委員会にお

いて報告がなされており，その成果物としての平成１９年度報告書（甲 B７６−９

４）には既に波源モデルが摘示されているので，上記試算は平成２０年３月には可

能になっていたといえる（詳細は原告準備書面（４４））。  

すなわち，被告国及び被告東京電力は，平成２０年３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，具体的に認識しえたのである。 

 

 e 小括 

  被告国及び被告東京電力は，平成１４年の時点で，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
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の到来を予見できた。 

  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認識していたし，平成２０年３月にはその

予見可能な程度の知見があった。 

 

 f 被告らの主張に対する反論 

  この点，被告らは，貞観津波に関する佐竹論文では，石巻平野及び仙台平野の津

波堆積物調査の結果に基づく貞観津波の断層モデル案が示されていたが，津波の発

生位置及び規模等は確定しておらず，これを確定するためには岩手県，福島県及び

茨城県における津波堆積物調査が必要であったと主張する（被告東電準備書面⑶４

３頁 被告国第３準備書面４８頁）。 

  しかし，佐竹氏らの試算は２０通りの波源モデルの中から３モデル（「モデル８」

「モデル１０」「モデル１１」）を選定したものである。これらのモデルは，「位置」

「大きさ」「断層タイプ」など各パラメータが具体的に特定されており，津波の発

生位置及び規模等は確定していたといえる。 

  また，被告東電は「石巻・仙台平野における８９６年貞観津波の数値シミュレー

ション」で示された貞観津波の波源モデルをもとに，津波評価技術を用いて福島第

一原発の波高を試算し，福島第一原発でＯ．Ｐ＋８．６ｍ～９．２（かっこの数値

から２，３割上昇するとの脚注がある）という結果を保安院に報告している。しか

も被告東電は，モデル８，モデル１０，モデル１１の三種類のモデルから敢えて「相

対的に再現性が高い断層モデル」として「モデル１０」を選定している（甲Ｂ１１）。 

  このように，貞観津波の波源モデル案は具体的に示されており，被告東電も再現

性が高い波源モデルを選定しシミュレーションを行っている。 

したがって，貞観津波の波源モデルは十分に特定されていた。 
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また，同論文「６.まとめ」において，佐竹らは「プレート間地震で幅が１００㎞，

すべりが７ｍ以上の場合には，浸水域が大きくなり，津波堆積物の分布をほぼ完全

に再現できた。」として，津波堆積物と断層モデルとの整合性を認めている。 

  他方，同論文は，より厳密な波源の解明に向けての更なる調査の必要性があるこ

とを認めているが，それは「断層の南北方向への広がりを調べるためには仙台湾よ

りも北の岩手県あるいは南の福島県や茨城県での調査が必要である」とするもので

あって同論文が解明した波源モデルの南北の広がりをこえて広域的な広がりのあ

る波源であった可能性について追加の調査が必要と述べているにすぎない。言い換

えれば，同波源モデルが南北方向に拡大する可能性があるということにすぎず，す

でに完成した波源モデルの具体性，信頼性を否定するものではない。 

  以上より，佐竹論文の貞観津波の断層モデルは津波評価に用いられる具体性，信

頼性を有していたといえ，被告らの上述の主張は失当である。 

 

（イ）津波浸水予測図による予見可能性 

a  国土庁等作成の「津波浸水予測図」 

平成１１年に国土庁等は「津波浸水予測図」を作成した（甲 B５２,５３）。この

予測図は，O.P.＋８．７ｍの津波によって福島第一原発敷地が広範囲に浸水するこ

とを明示していた。国は自ら津波水位の調査及び津波浸水予測をしていた。   

また，津波浸水予測図のマニュアル策定にも関与した佐竹健治氏に対する尋問は，

T.P.+６ｍ(=O.P.+6.7m)の津波が O.P.＋１０ｍの福島第一原発の敷地を浸水させる

メカニズムが「遡上」による効果であること，及び，この予測図による知見が敷地

高さを超える津波対策の必要性を基礎付けることを明らかにした（平成２７年１０
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月５日及び１１月１３日に千葉地方裁判所にて行われた，佐竹健治証人の尋問調書 

甲 B６２−２ 59,60,54,55）。 

このように，被告国が，平成９年の「４省庁報告」（甲 B３５）「津波災害予測マ

ニュアル」（甲 B５８）を経て，「津波浸水予測図」により，福島第一原発の建屋周

辺が O.P.＋８．７ｍの津波によって広範囲に浸水することを認識していた点は，原

告ら準備書面（１６）及び（４４）で詳述した。 

  さらに，津波浸水予測図では，津波高さ T.P.+８ｍ（＝O.P.+8.7m）の場合のみな

らず，T.P.+６ｍ(=O.P.+6.7m)の場合にも，福島第一原発の１〜４号機の敷地が浸水

する（準備書面（16）第 4，別紙図３参照）。津波浸水予測図は公開されており，当

然に被告東電も該当事実を認識していた（甲 B５９） 

 

［甲 A2-10（政府事故調中間報告資料編）と甲 B52を重ね合わせた図] 

 

ｂ 被告国の主張に対する反論 

 被告国は第９準備書面において，「津波浸水予測図は一般的な防災対策を念頭に

おいて作成されたものであり，原子力発電所における安全対策に活用される目的で
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作成されたものではない」と述べる。しかしながら，仮に，津波浸水予測図が一般

的な防災対策を念頭において作成されたものであったとしても，それは被告国によ

って作成された信頼性のある資料であり，そこに顕出した事実は，被告国及び被告

東電の過失の評価根拠事実として何らの問題はない。 

 また，「津波浸水予測図」は，地震学的根拠に基づく断層モデルを設定した上で

の数値計算をしていないこと，津波計算の不十分性をもつことに限界はあるものの，

現実に発生する可能性の高い地震の断層モデルを想定し，海底地形等を踏まえて詳

細な津波伝播計算を行い，想定し得る最大津波高さを検討の結果として設定したも

のとして十分な合理性がある（甲 B５１）。 

 

（ウ）小括 

 以上の事情からも，福島第一原発に対する津波による浸水被害の発生に関する知

見は集積されていたことが分かる。 

 

カ その他の被告らの主張に対する反論 

 （ア）原告らの主張を後知恵とする被告国の批判 

 被告国は，第１９準備書面の第１の２において，後知恵バイアス（ハインドサイ

トバイアス）なる概念を持ちだし，特段の立証もなく，専門的知見や技術に関する

評価が問題となる場面においても，物事が起こる前には当該事象が予測不可能であ

った場合においても事後的に予測可能と判断しやすい傾向にあることを指摘する13。

そして，本件訴訟におい，島崎邦彦証人が本件原発事故前に福島第一原子力発電所

の敷地高さを超える津波を基礎づけうる知見について述べていたことから，「事象

の予測が当たった」として，本件原発事故後も平成１４年の「長期評価」の信頼性

                                            
13 被告第１９準備書面においては，ハインドサイドバイアスが，人間心理学，人間行動学等の

知見であると主張するが，その根拠に関する立証も引用もなされていない。また，「知的レベル

が高い者ほどこのようなリスクに陥りやすい」とも主張するが同様に立証がなく，主張の根拠，

信用性は不明である。 
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を強調し，強く予測されていたと証言しやすい立場にあると指摘する。さらに，結

果回避措置における失敗学会報告書(甲 A１６号証等)についても，同様の主張を行

っている。しかし，被告国の主張は，「後知恵」という曖昧な表現で原告らの主張

を非難するに過ぎないものであり，以下に見るようにいずれも事実に反するもので

ある(結果回避可能性については，後述する)。 

 被告国は，このような後知恵バイアスを論じる前提として，過去の特定の時点に

おける予見可能性や結果回避可能性の存否に関して，事後的に判明した科学的知見

により(遡って)問題があったとして責任を問うことはできないとし，本件で予見可

能性を考えるにあたっては平成２０年３月当時の地震学・津波学の知見のみによっ

て予見可能性が判断されなければならないと指摘する。このことは当然のことであ

り，原告らも被告国と全く同様の見解に基づいて，これまで本件の主張・立証を行

ってきたのであり，原告らがこれまで主張してきた地震・津波及び予見可能性に関

する知見は，いずれも（遅くとも）平成２０年３月ころまでに得られていた知見で

ある。 

 すなわち，原告らが敷地高さを超える津波の予見可能性を基礎づけるものとして

援用している証拠は，平成１４年「長期評価」(甲 B９号証)，平成１４年「津波評

価技術」(甲 B２号証)，平成２０年４月１８日付東電設計株式会社の資料(甲 B７２

−２証)など，いずれも平成１４年から遅くとも平成２０年３月ころまでに存在して

いた資料である。また，敷地高を超える津波により SBO，炉心損傷に至ることを根

拠づける溢水勉強会資料（甲 B１８号証）も平成１８年のものである。 

 島崎証人においても，当時，津波地震のメカニズムが未解明であったこと，及び

過去の地震を全て把握していなかったとの限界をも踏まえつつ，平成１４年「長期

評価」の内容に基づいて福島第一原子力発電所の敷地高さを超える津波の襲来の予

見可能性を証言しているものである。すなわち，明治三陸地震と同様の津波地震が

福島県沖を含む三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでも起こりうるとの

結論が平成１４年当時の「長期評価」において示されていたこと，平成２０年の東
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電内部資料の結果が平成１４年「長期評価」の結論と同年「津波評価技術」による

津波推計の方法から導かれるものである以上，平成１４年当時から同様の推計が可

能であったことを証言しているものであって，これらは本件原発事故後の知見を参

考に証言しているものではない。  

 また，佐竹証人も同様に，平成１４年当時から，上記の推計は技術的に可能で，

「数値自体は信頼できるもので」，「各号機，それから北側，南側と，これを分ける

程度の精度を持っていた」と述べているとおりである(甲 B６２−２ 佐竹第２調書

４５，４６頁)。  

 したがって本件原発事故前から存在する知見の性質やその進展を無視し，原告ら

の主張・立証が本件原発事故後に判明した資料に基づく結果論であるなどとする被

告国の主張は誤りである。  

 

（イ）津村建四朗教授の意見書及び松澤暢教授の意見書等に基づく被告国の主張 

 被告国は，第１９準備書面において，新たに提出した意見書(津村建四朗氏の意

見書（丙 B７５），松澤暢氏の意見書（丙 B７６）を引用し，平成１４年「長期評

価」に対し，予見可能性が認められる程度に確立した知見ではなかったと主張して

いる。 

 また，今村文彦氏の意見書(丙 B８３号証)についても，おおむね同様の趣旨と思

われる。これらの意見書の内容については，すでにこれまでの主張において反論は

尽くされていると考えるが，念のため意見書に対応する形で反論する。 

 

a 津村建四朗教授の意見書（丙 B７５） 

 津村氏はその意見書において，将来発生することを想定すべき地震・津波につい

て，「過去に津波地震の発生が確認されていない領域を含めて津波地震が発生する

可能性があるとする評価は，地震学の基本的な考え方にはなじまない」と述べる（津

村意見書丙 B７５−４頁）。この点は，今村氏も意見書において同様の見解を述べ
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る。 

しかし，平成１４年「長期評価」に先立ち，平成９年３月に公表された，いわゆ

る「７省庁手引き」（丙 B２５）及びこれに関連する「４省庁報告書」（甲 B３５，

丙 B５の１，２）は，被告国自身による津波防災対策の指針として，以下のとおり

述べている。「地震観測技術の進歩に伴い，空白域の存在が明らかになるなど，将

来起こり得る地震や津波を過去の例に縛られることなく想定することも可能とな

ってきており」「既往最大津波とともに，現在の知見に基づいて想定される最大地

震により起こされる津波をも取り上げ，両者を比較した上で常に安全側になるよ

う，沿岸津波水位のより大きい方を対象津波として設定する」ことが求められてお

り，さらには，地震が小さくとも津波の大きい「津波地震」がありうることに配慮

するようにも求めている（丙５−１ ２３８頁）。 

このように，将来起こり得る地震や津波については，過去の例（既往最大）に縛

られることなく想定すべきであるし，かつ地震学の進歩によりそうした想定が既に

可能となっているとの基本的見解は，被告国自身によって，防災行政の指針である

「４省庁報告書」等において示されていたのである。 

津村氏の言とは逆に，既往最大に留まらず地震学の見地から想定し得る最大規模

の地震・津波を把握することも可能となってきたという考え方こそ，むしろ平成１

４年「長期評価」が取りまとめられた当時における「地震学の基本的考え方」であ

ったというべきである。 

そして，そうした地震学の知見を踏まえて，被告国自身がそうした最大規模の地

震・津波を（一般防災を前提とした）防災対策上も想定して対応を行うべきである

としていたのであり，被告国の主張は，自ら策定した津波防災の指針の内容にも反

するものといわざるを得ない。 

 長期評価は，過去に対する我々の知見には限界があるという当然の前提に立った

上で，「時間軸が限られている場合は，空間軸を広く取ることによって標本域を確

保して，統計的に検討」しているのであり，ごく合理的な手法である（甲 B６０−
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１島崎証人第１調書１４頁）。また，津村氏が長を務めた当時の地震調査委員会は，

２００２年「長期評価」の結論を了解し公表している（津村意見書４頁「地震調査

委員会として…実際に了解し，公表するに至りました」）。津村氏は，地震調査委

員会の長であり，「長期評価」の領域分けや過去の３つの津波地震に基づき将来の

地震を予測するという内容につき，地震調査委員会としての了解と公表を留保させ

ようと思えばできる立場にあったにもかかわらず，海溝型分科会から提出報告され

た「長期評価」を了解・公表しているという事実は，「長期評価」の妥当性を示す

ものである。 

 

b 松澤暢氏の意見書（丙 B７６） 

 被告国は，その第１９準備書面において，３頁以上にわたり松澤意見書を引用し

た上で，「長期評価には相当の問題があり，成熟した知見とか，地震・津波の最大

公約数的な見解，つまり専門家の間でコンセンサスを得た見解ではなかったことは

明らかである。」と主張する（被告国第１９準備書面１９頁以下）。また，後述の

今村意見書でも同様の趣旨が述べられている。 

しかしながら，津波地震が，海側プレートが陸側プレートに沈み込む海溝付近に

おいて発生することは，平成１４年「長期評価」策定時において，地震・津波学に

おける確立した知見となっていたところである。これを踏まえ，「長期評価」は，

１６１１年慶長三陸沖地震，１８９６明治三陸沖地震，そして１６７７年延宝房総

沖地震と，同一の構造をもつ日本海溝の北部及び南部において津波地震が発生して

いるとの地震学の知見を確認した上で，「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄り」

を津波地震の起こり得る一つの領域として捉えることとしたものであり，こうした

領域設定を行うことの合理性は，津波地震のメカニズムが完全に解明されていない

ことによって何らもそこなわれるものではない。津波地震のメカニズムが地震学上

解明されていなかったことをもって，「長期評価」を防災対策上考慮する必要がな

いという松澤氏及び被告国の見解は，結果として津波地震に対する原子力施設の防
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災対策を先送りするものであり，「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」

という原子炉施設の安全性確保の観点からは全く受け入れることができない主張

である。 

 さらに被告国は，海底地形の違いを理由に津波地震の発生可能性について宮城県

沖を境としてその南北では異なるだろうとのべる松澤氏の見解（意見書１７頁）を

引用して，２００２年「長期評価」に信頼性がないと主張する。 

しかし，松澤氏自身「私自身は，調査委が防災上の観点から，長期評価において，

宮城県沖から福島県沖にかけて津波地震は発生しないという評価を出すよりも，日

本海溝沿いの領域をひとまとめにして確率を評価したことは理解できますし，今で

も，そうすべきであったと思っています。」（１７頁）と述べている。また，松澤

氏は，土木学会・津波評価部会のアンケートに対して，「日本海溝沿い福島沖で津

波地震は発生しない」という選択肢①，「（日本海溝沿いの）領域を南北に分けて

差異を設ける」選択肢②，「（日本海溝沿いの）領域を１つとして１８９６年明治

三陸津波地震と同様のものがどこかで起きる」という選択肢③の３つについて，①

０．２，②０．６，③０．２の重み付けおこなったとしており，要するに，南北に

おける明治三陸地震と延宝房総沖地震の規模の違いを除けば，「日本海溝沿いのど

こでも津波地震が起こり得る」という考え方に８割の重みづけを行っているのであ

る（意見書１９～２０頁）。同アンケートの全体の集約結果は，上記の分類によれ

ば，分岐②が０．３５，分岐③が０．２５であり，合計して「日本海溝沿いのどこ

でも津波地震が起こり得る」という考え方に６割の重みづけがおこなわれており，

逆に分岐①の過去に発生した領域でのみに津波地震が想定されるといういわゆる

「既往最大」の考え方については４割の重み付けしか与えられていない（丙 B５６

−２０頁）。また，２００４年に土木学会津波評価部会は，日本海溝でおきる地震

に詳しい地震学者５人にアンケートを送り，推進本部の長期評価について意見を聞

いている。そのアンケートの結果は「津波地震は（福島沖を含む）どこでも起きる」

とする方が「福島沖が起きない」とする判断よりも有力であった（甲 A１−８９）。 
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さらに，松澤氏は２００４（平成１６）年４月から２０１６（平成２８）年３月

まで地震本部の長期評価部会の委員を務めている。そして，平成１４年「長期評価」

が公表された後においても，同「長期評価」は複数回にわたって見直しの機会があ

ったが，その都度，平成１４年「長期評価」の領域分けと津波地震発生の長期評価

については，その内容が確認されているところである。２００２年「長期評価」の

領域分けに地震学上の根拠がないかのように述べる，松澤の意見はこうした経過に

も反するものである。 

 

c 今村文彦氏の意見書(丙 B８３号証) 

 今村意見書を評価する際にまず留意すべき点は，今村氏自身が，被告東京電力に

対して平成１４年「長期評価」に基づく津波防護措置を講じる必要はないと進言し

た張本人であり，今村氏は，本件訴訟の最大の争点に関して当事者的な立場にあり，

中立的な第三者専門家として意見を述べる適格性に欠けるという点である。 

 すなわち，被告東京電力は平成２０年に「長期評価」の地震に基づいて敷地南部

でＯ.Ｐ.＋１５．７メートルの津波推計を得て，これを今村氏に報告した（意見書

３２頁）。被告東京電力によるこの検討は，原子力安全・保安院による耐震バック

チェックの審査に向けてのものであった。そして今村氏自身は，耐震バックチェッ

ク審査を担当する委員の一人であった（３０頁）にもかかわらず，原子力安全・保

安院を通じての正規の手続きを経ることなく，被告東京電力からの直接の照会に対

して，「長期評価」を踏まえた津波対策は考えなくてもよいとアドバイスを行った。 

 この今村氏の被告東京電力に対する「アドバイス」は，要するに本件の最大の争

点である２００２年「長期評価」に基づく被告東電の平成２０年の推計計算を前提

とした津波防護措置の要否という点について，今村氏が，被告東京電力との間の私

的な接触を通じて，平成２０年の推計に基づく津波防護措置を行わないという被告

東京電力の方針決定に直接に影響を及ぼし，ひいては，その結果として本件津波に

対して全交流電源喪失を回避することができずに本件原発事故を招来させたこと
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に関与したもの評価されるべきものである。その意味で，今村氏は，本件の最大の

争点についていわば当事者的な立場に立つものであり，本件訴訟について，中立的

な第三者専門家として意見を述べる適格性に疑義があるものといわざるを得ない。 

 今村意見書での指摘は，大要，津村意見書，松澤意見書でのそれと同様の趣旨で

あるが，念のため以下のとおり反論する。 

 すなわち，今村意見書では，「本件事故の当時は，一般防災／原子力防災を問わ

ず，『既往最大』を基本として津波対策を講じるというのが，防災に携わる専門家

のコンセンサスでした。」として，同様に「既往最大」の地震・津波に対する対応

で足りるとの考え方が示されている。この点は，前記の津村意見書に対する反論し

たとおり，既往最大に留まらず想定しうる最大規模の地震・津波を把握する必要が

あることを，被告国自身も認識していたことなどからして理由がない。 

また，今村意見書では，「長期評価」の示す見解が，「科学的コンセンサスが得

られているものではなかった」とも指摘するが（１６～２３頁），この点も前記の

松澤意見書に対する反論のとおりである。 

次に，今村意見書が，福島県沖を含む日本海溝南部に津波地震が発生することを

想定すべき領域とすることに疑義を呈している点についても，前記の松澤意見書に

対する反論が妥当する。 

また，平成２０年２月２６日，被告東電が，今村氏に対し，長期評価の見解を決

定論でも取り入れるべきとの専門家意見について意見をきいたところ，「福島県沖

は否定できない」できないと答えており（丙 B８３−７頁），意見書と矛盾する発

言を行っている。 

 

ｄ 岡本孝司氏，山口彰氏ら工学研究者は地震津波の専門外であり適格性を欠く 

 被告国は，予見可能性の程度に関する自らの主張を裏付けるために，原子力工学

の研究者である岡本孝司（丙 B７４，丙 B７８，丙 B７９），山口彰の意見書（丙 C

１５）を度々引用する（被告国第１９準備書面）。 
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 しかしながら，そもそも岡本孝司，山口彰の研究対象は，原子力に関する工学で

あり，地震津波の発生到来に関する予見可能性は研究対象ではない。このような専

門外である研究者の地震津波に関する予見可能性についての意見には信用性がな

い。また，「長期評価」は最新の知見ではないとする名倉繁樹氏14の意見書について

も同様である（丙８５−２７頁以下）。 

 また，被告国の主張は，地震学の知見から判断される津波の到来の予見可能性の

判断の中に工学的な観点を持ち込むことで議論を混乱させている。すなわち，被告

国は岡本らの意見に基づいて，あくまで工学的な見地から原子力発電所の安全対策

においてどのような性質の知見を取り入れるべきかを述べているにすぎず，これは

被告国の原子力発電所の安全規制として規制権限行使の作為義務を基礎付ける予

見可能性の問題とは，全く異質のものである。 

 

（ウ）被告東電の確率論的津波ハザード解析 

 被告らは，被告東電作成の「確率論的津波ハザード解析による試計算について」

と題する報告書（甲 B１３）乃至，米国フロリダ州マイアミにおける第１４回原子

力工学国際会議（ICONE-14）において発表した確率論的津波ハザード解析に関する

論文（甲 B１４ 乙 B２５）によって示された，津波の発生確率をもとに，被告ら

の予見可能性を否定していると思われるため（丙 B１３５），その問題点について

述べる。 

 上記論文における，福島第一原発に土木学会手法で想定した O.P.+５．７ｍ以 

上の津波が到達する頻度数千年に１回程度であり，被告東電はこの計算結果を平成

１８年９月に安全委員会委員長にも説明し，土木学会手法の想定を超える頻度は低

いと報告した。しかしながら，当該論文における津波の発生頻度は，当時の土木学

会津波評価部会の委員・幹事３１名と外部専門家５名へのアンケート調査を元に算

                                            
14 さらにいえば，名倉繁樹氏は原子力安全・保安院の元安全審査委員であり，被告国の規制側

の担当者であることからも意見書には信用性がない。 
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出しているところ，３１名中，津波の専門家ではない電力会社の社員が約半数を占

めていた。このようなアンケート結果を用いたリスク評価の数値は，信頼性が乏し

いものである。JNES が本事故以前の地震学的な情報に基づき土木学会手法にて算

定される水位を超える津波が福島第一原発に押し寄せる頻度を計算したところ，被

告東電の計算より１０倍以上大きくなる結果がでた（甲 A１−９３，９４頁）。 

 このような，当該論文の報告内容は信用性が乏しく，かつ，その点については作

成者自身も自認している（丙 B１３５−８）。したがって，かかる論文を根拠に，被

告らの予見可能性を否定することはできない15。 

 

（４）津波による影響（炉心損傷・全交流電源喪失）の検証 

ア はじめに 

敷地高を超える津波により浸水すれば，発電所施設が損傷することは自明であり，

早くから知見があった（一例として，平成１１年１１月５日，第１回原子力土木委

員会津波評価部会での委員発言等（甲 B１５,甲 A２−３７９頁），及び，同年１２月

の「ルブレイエ原発（仏）」の洪水による SBO 事故（甲 B１６）参照）。 

以下，被告東電が，敷地高（１〜４号機で O.P.＋１０m）を超える津波が生じた

場合，溢水の影響で福島第一原発が炉心損傷，及び，全交流電源喪失に至ることを

具体的に検証していた事実について述べる。 

 

 イ 溢水勉強会の立ち上げ 

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。これは，平成１７年１１月の米国 KEWAUNEE（キウォーニ）

原子力発電所で低耐震クラスである循環水配管の破断を仮定すると，タービン建

                                            
15 原告は，当該論文について，①「長期評価」が信用性の高いものであること，及び，②被告

らが津波 PSA に取組んでいたことの根拠として引用するものである。 
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屋が浸水し，工学的安全施設及び安全停止系機器が故障する旨の情報，及び，平

成１６年１２月スマトラ島沖地震による津波により，マドラス２号炉の非常用海

水ポンプが運転不能になった旨の事情を受け，日本における現状を調査すること

を目的とするものである。 

溢水勉強会には，被告東京電力ら電気事業者も参加し，外部溢水については，

各電気事業者が，内部溢水については，JNES が影響調査を行った。 

溢水勉強会は，平成１８年１月の第１回から，平成１９年３月の第１０回まで

開催され，平成１９年４月に「溢水勉強会での調査結果について」と題する報告

書を発表した（甲 B１７：溢水勉強会報告書）。 

 

 ウ 溢水勉強会での報告 

平成１８年５月１１日，溢水勉強会にて，被告東京電力は，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）。 

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ている。 
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[以下は，第三回溢水勉強会における被告東電報告書より引用16] 

 

 

                                            

16RHRS ポンプ：残留熱除去海水系ポンプ DGSW ポンプ：DG を冷却する海水系

ポンプ R/B：原子炉建屋 T/B：タービン建屋 S/B：サービス建屋 RHR ポン

プ：残留熱除去系ポンプ RCIC：原子炉隔離時冷却系 非常用 D/G：非常用ディー

ゼル発電機 
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  エ 具体的な対策の欠如 

  （ア）溢水勉強会の報告書 

平成１９年４月，溢水勉強会は，福島第一原発５号機に関しては，「タービン建

屋大物搬入口及びサービス建屋入口については水密性の扉ではなく，非常用 DG

吸気ルーバについても，敷地レベルからわずかの高さしかない。非常用海水ポン

プは敷地レベル（＋13m）よりも低い取水レベル（＋4.5m）に屋外設置されてい

る。土木学会手法による津波による上昇水位は＋5.6m となっており，非常用海

水ポンプ電動機据付けレベルは＋5.6m と余裕はなく，仮に海水面が上昇し電動

機レベルまで到達すれば，１分間程度で電動機が機能喪失（実験結果に基づく）

すると説明を受けた」旨報告した（甲 B１７：「溢水勉強会での調査結果につい

て」２２頁）。 

報告書公表に先立ち，平成１８年１０月６日，原子力保安院は，電気事業者に

対する一斉ヒアリングを行い，口頭にて「…津波に余裕が少ないプラントは具体

的，物理的対応を取ってほしい。津波高さと敷地高さが数十 cm とあまり変わら

ないサイトがある。評価上 OK であるが，自然現象であり，想定設計を超える津

波が来る恐れがある。想定を上回る場合，非常用海水ポンプが機能喪失し，その

まま炉心損傷になるため安全余裕がない。今回は，保安院としての要望であり，
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この場をかりて，各社にしっかり周知したものとして受け止め，各社上層部に伝

えること」と指示した。（甲 A１：国会事故調８６頁） 

上記報告書，及び，保安院の指示をうけ，被告東電は，いかなる対策を行った

か。 

 

  （イ）電気事業連合会の方針 

上記事情をふまえ，電気事業連合会では，津波により炉心損傷が起こる可能性

を認識しながら，今後の対応としては，「土木学会の手法について，引き続き，保

守性を主張。津波 PSA については，電力共研により検討を継続しつつ，できる

だけ早めに，津波ハザードのレベルを把握し，リスクが小さいことを主張してい

きたい」との議論がなされた（甲 A１：国会事故調８５，８６頁）。 

すなわち，溢水による事故を指摘する報告に対して，具体的な対策を講ずるの

ではなく，むしろ，既存炉の「保守性」（ここでは「安全性」をさす），及び，「リ

スクが小さい」ことを主張する方針が取られたのである。 

 

  （ウ）被告東電の対応 

その結果，被告東電は，平成２１年１１月までに，非常用海水ポンプを O.P.＋

６．１m にかさ上げし水封化を図ったが，その他めぼしい対策を行わなかった

（甲 A1：国会事故調８５頁）。 

すなわち，被告東電は，敷地レベルをこえる津波が生じた場合，非常用海水ポ

ンプの機能喪失による炉心損傷，及び，浸水による全電源喪失の危険性を具体的

に検証していたにもかかわらず，何らの対策を行わなかったのである。 

 

  オ 小括 

以上より，平成１８年５月，被告東電は，敷地高を超える津波が生じた場合には，

非常用海水ポンプの機能喪失による炉心損傷（メルトダウン），及び，全交流電源
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喪失事象に至る機序を具体的に検証していた。 

また，この結果は，溢水勉強会の主催者である，原子力安全保安院，及び，JNES

も認識していた。 

 

 （５）国の予見可能性 

前述のとおり，「長期評価」に基づき「津波評価技術」の波源モデルを流用するこ

とにより（甲Ａ２：政府事故調査報告書中間報告３９５頁），平成１４年段階で津

波高の試算は可能であり，それは被告国にも妥当する。 

 

ア 被告国と「津波評価技術」 

「津波評価技術」は，「地域防災計画における津波対策強化の手引き」（農林水産

省外６省庁）を補完するものとして策定された。「津波評価技術」を策定したのは

土木学会原子力土木委員会津波評価部会であるが，同部会には，被告国から，文部

科学省，経済産業省，国土交通省がそれぞれ委員を派遣している（甲 B６）。すなわ

ち，被告国は，「津波評価技術」の策定に関与していた。 

また，保安院は，「津波評価技術」の公表前に，同部会に対してその内容の説明を

求め，平成１４年１月２９日，津波評価部会の幹事会社であった被告東電が，回答

を行っている（甲Ａ２：政府事故調中間報告３７７頁）。 

さらに，前述のとおり，被告東電は，平成１４年３月に，「津波評価技術」に基づ

く津波試算を保安院に報告している（甲 B７）。この時点において，「津波評価技術」

の評価手法は，被告東電と保安院（すなわち被告国）との間で共有されていたとい

える。 

その後，「津波評価技術」は，具体的な津波評価方法を定めた基準として定着し，

電気事業者が規制当局に提出する評価に用いられた（原告準備書面（４）第３,

１,(3)）。すなわち，被告国は，各電力会社等に対し，平成１８年９月２０日に耐震

バックチェックの実施等を求めているが（同第５,１,(1)），この際，地震に随伴する
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津波の評価方法について，「津波評価技術」の手法と同一の方法を用いている。こ

れは，被告国が，「津波評価技術」を事実上の基準として追認していたことを示し

ている。被告国は，「津波評価技術」の策定に関与し，その内容を把握しており，平

成１４年３月には，「津波評価技術」を，福島第一原発における津波の評価に用い

ることができた。 

 

イ 被告国と「長期評価」 

 「長期評価」を公表したのは推進本部であるが，推進本部は被告国の機関である。

従って，被告国は，当然「長期評価」の内容を認識しており，これを知見として利

用することができた。 

 また，平成１６年３月９日，国土交通省，内閣府及び農林水産省は，長期評価を

もとに「津波・高潮ハザードマップマニュアル」を作成し（甲 B４４：プレスリリ

ース），平成１８年３月には，国土交通省東北地方整備局及び財団法人沿岸技術研

究センターが長期評価に基づき，東北における広域的津波減災施策及び，津波防災

行政の検討を目的として「『津波に強い東北の地域づくり検討調査』東北における

沖合津波(波浪)観測網の構築検討調査 報告書」を作成した（甲 B３６），さらに，

今現在においても，国土交通省は，「津波防災のために」という HP を設け，平成

１４年の「長期評価」の地震の発生確率を引用している（甲 B４６：国土交通省

HP17）。すなわち，長期評価は現在にあっても国の地震に関する知見として活用さ

れているのである。 

「長期評価」においては，明治三陸沖地震と同様の地震（津波地震）が，三陸沖

北部海溝寄りから房総沖海溝寄りにかけてどこでも発生する可能性があると明言

されており，被告国は，福島県沖海溝沿いを，津波地震の波源として想定すべきで

あった。 

                                            
17 国土交通省 HP 

http://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kaigandukuri/tsunamibousai/02/index2_2.htm 
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ウ 平成１１年国土交通省による浸水予測「津波浸水予測図」 

平成１１年に国土庁等は「津波浸水予測図」を作成した（甲 B52,53）。この予測

図は，O.P.＋８．７ｍの津波によって福島第一原発敷地が広範囲に浸水することを

明示していた。国は自ら津波水位の調査及び津波浸水予測をしていた。 

このように，被告国が独自の調査において，平成９年の「４省庁報告」「津波災害

予測マニュアル」を経て，「津波浸水予測図」により，被告国は，福島第一原発の建

屋周辺が O.P.＋８．７ｍの津波によって広範囲に浸水することを認識していた点は，

原告ら準備書面（１６）及び（４４）で詳述した。 

さらに，津波浸水予測図では，津波高さ T.P.+８ｍ（＝O.P.+8.7m）の場合のみな

らず，T.P.+６ｍ(=O.P.+6.7m)の場合にも，福島第一原発の１〜４号機の敷地が浸水

する（準備書面（16）第 4，別紙図３参照）事実が明らかとなっていた（甲 B59）。 

 

エ 耐震設計審査指針改定・安全情報検討会 

平成１８（２００６）年９月１９日に新たな「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）が内閣府原子力安全委員会（以下「安全

委員会」という）で正式に決定された。新耐震指針においては地震随伴事象である

「津波」を考慮すべきことが明示された。 

また，原子力安全・保安院と原子力安全基盤機構は，規制機関情報の収集，評価・

分析を行うこととし，その一環として，月二回程度「安全情報検討会」を定期的に

開催した（甲 B６３：「規制当局における安全情報（規制関係情報）の収集及び活用

について」と題する文書）。 

 平成１８年９月１３日第５４回安全情報検討会資料（甲 B６４）では，「我が国

の現状と問題点」の欄に，津波に対する設計上の対処に関し「設計水位において

原子炉の安全性が損なわれないこと」として「敷地周辺の地震津波の調査による

設計津波波高の推定」の必要性が挙げられ，対処法として「①敷地整地面の決定



 92 

（地形・地盤条件，プラント配置，土木工事条件等も考慮），②防波堤の設置及び

必要に応じて建屋出入り口に防護壁の設置，③原子炉冷却系に必要な海水確保

（海水ポンプの津波時機能維持）」との記載がある。その下の項目には，「緊急度

及び重要度」として「我が国の全プラントで対策状況を確認する。必要ならば対

策を立てるように指示する。そうしないと『不作為』を問われる可能性がある。」

との記載がある。 

 

さらに，「我が国の対応状況」として「当面全プラントでの対策を確認」「電気協

会が耐震技術指針の改定に際し土木学会手法をベースに津波水位評価法も取込中

であり，その動向を注視しながら判断」と記載されている。 

すなわち，被告国は，平成１８年耐震審査指針改正を契機として，平成１８年に

は調査を開始していたのであり，耐震設計審査指針の改訂は予見の契機となりえた

のである。（この点ついては，原告ら準備書面（３０）及び（３５）にて詳細に主張

した。） 

 

オ 国の調査権限，調査方法 

 被告国の行政調査権限の行使方法は，平成１８年９月１９日「発電用原子炉に関 

する耐震設計審査指針」改訂による耐震バックチェックのみではない。一般論とし

て，行政調査の「行使の方法」は，行政目的に必要な限度で，強制にわたらない，
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あらゆる方法であり18，実際に，被告国は原子力行政において権限を駆使して様々

な方法で行政調査を行っていた。 

 以下端的に述べる（詳細は準備書面（４４））。 

（ア）国が電事連・東電に対して報告を求めた例 

 平成５年１０月,通産省資源エネルギー庁は,電事連に対し津波安全性評価を指示

し，被告東電は平成６年３月津波に関する報告書「福島第一・第二原子力発電所津

波の検討について」を提出した（甲 A1−８３，９０: 国会事故調）。 

 平成９年６月,通産省は,電気事業連合会に対し,「地域防災計画における津 波対

策強化の手引き」の数値解析の２倍の津波高さを評価した場合の原子力発電所への

影響の報告を指示し(甲 A１−４４)，同年７月２５日電気事業連合会津波対応 WG

は，福島第一原発に関して「O.P.+９．５m」，「非常用海水ポンプの取水が不可能に

なる」と報告した (甲 B３２)。 

 原子力安全・保安院は被告東電に対し津波評価技術による試算結果の報告を求め，

平成１４年３月，被告東電は報告書を提出した(甲 A１−８５頁)。また，平成１８年

５月１１日,溢水勉強会（原子力安全・保安院および JNES が主催）の要請に応じ,

被告東京電力らは 電気事業者は溢水によるプラントの影響に関する報告書を提出

した（甲 B１８）。 

 

（イ）国が調査を外部委託した例 

 地震調査研究推進本部は，平成１７年度から平成２１年度まで，国立大学法人東

北大学大学院理学研究科，産総研等に委託して「宮城県沖地震における重点的調査

観測」を行った(甲 B７５，甲 B７６）。 

 

                                            
18 塩野宏著「行政法 I」行政法総論第四版 234 頁は，行政調査には「質問，立ち入り，検査，収

去などいろいろな態様がある」とする。同 235 頁は，「相手方の任意の協力を待ってなされる

行政調査に関しては，具体の法律の根拠は，侵害留保理論によっても，権力留保理論によっても

必要ない」とする。 
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（ウ）国自身が調査を行った例 

 平成７年７月，国は総理府に地震調査研究推進本部を設置し，推進本部は,平成

１４年７月３１日,「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）を公表した。これは,被告国が地震（海溝型地震,津波地震）に関して調

査を行った例である。 

 また，平成５年北海道南西沖地震津波発生を契機に，国の関係省庁は津波対策の

再検討を行い，平成９年３月に「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」

及び「地域防災計画における津波対策強化の手引き」を公表した（甲 A２−３７４,

３７５）。これらは,被告国が自ら津波に関する調査を行った例である。 

 被告国が独自に津波浸水予測を行った例として，平成１１年国土庁の「津波浸水

予測図」(甲 B５９)がある。  

 

（エ）国が調査・研究機関を設置した例 

 平成１５年１０月１日,国は独立行政法人原子力安全基盤機構（JNES）を設置し，

立入検査，安全解析・評価，原子力防災支援，安全関連情報の調査，試験・研究，

研修等の業務を担わせた（甲 B７７，甲 B７８）。 

 JNES は，外部団体に調査・研究を委託することもあった。外部委託先には,独立

行政法人,研究所,大学,民間会社が挙げられており,「新潟県中越沖地震を踏まえた

福島第一・第二 原子力発電所の津波評価委託」(甲 B７２の２)を作成し，また，同

推定計算に基づき防潮堤の計画書を作成した「東電設計株式会社」も委託先に含ま

れる（甲 B８２）。 

 

（オ）小括 

 被告国は,平成１８年９月１９日の「発電用原子炉に関する耐震設計審査指針」 

改訂以前より，津波に関する行政調査を行っていた。具体的には,被告東電ら電気

事業者,電事連,土木学会など利害関係者（規制される側）に指示して報告を求める
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方法，被告国の機関が調査を行う方法，外部団体に委託して調査研究を行う方法で

ある。また，委託先には東電設計株式会社も含まれている。 

 被告国は，以上の調査方法を駆使すれば，電気事業者である被告東電と同等以上

の調査が可能であったといえる。 

 

カ 津波が炉心に及ぼす影響に関する知見 

前述のとおり，平成１８年５月１１日に開催された溢水勉強会において，被告東

電は，福島第一原発５号機が，O.P.＋１４m の津波により，電源喪失，並びに，メ

ルトダウンに至る旨の報告を行っている（これは，福島第一原発１号機ないし４号

機に置き換えると，O.P.＋１０m 超の津波により電源喪失，並びに，メルトダウン

に至るということである）。 

溢水勉強会は，国の機関である保安院と，独立行政法人である原子力安全基盤機

構が立ち上げたものであり，溢水勉強会で報告された事項は，当然に被告国が認識

した事項であるといえる。その上で，被告国は，海水ポンプを止めるような津波が

来ればほぼ１００％炉心損傷に至るという認識を示している。 

従って，被告国は，遅くとも平成１８年５月１１日の時点で，外部溢水により，

全電源が喪失する事実，並びに，炉心損傷（メルトダウン）が生じる事実を，検証

し認識していた。 

 

キ 小括 

 以上より，被告国は，平成１４年には（遅くとも平成２０年３〜６月には）「福

島第一原発１乃至４号機の敷地高 O.P.＋１０m を超える津波の発生」を予見可能

であった。 
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 ２ 結果回避可能性 

（１）結果回避の方法１ 

ア 防潮堤の設置による回避可能性 

 原告らは，結果回避の方法として，防潮堤の設置を主張する。なお，結果回避可

能な防潮堤は「O.P.＋１０ｍの敷地上に約１０ｍ」の防潮堤を設置することである。

具体的には，１０m の敷地上に１号機から４号機の原子炉・タービン建屋につき，

敷地南側側面だけでなく，南側側面から東側全面を囲う１０メートル（O.P. +２０

m）の防潮堤（鉛直壁），５号機及び６号機の原子炉・タービン建屋を東側全面か

ら北側側面を囲う防潮堤（鉛直壁）である。また，防潮堤の高さに対応した，必要

な強度を要するものである。以下，その根拠を述べる。 

前述の通り，被告東電の土木調査グループは東電設計株式会社に対し，明治三

陸沖地震の津波波源モデルを福島県沖海溝沿いに設定した場合の津波水位を試算

するよう依頼し，東電設計は，平成２０年３月１８日，福島第一原子力発電所の

敷地南側で津波水位が最大でＯ．Ｐ．＋１５．７メートルとなる旨の解析結果を

報告した。 

この結果を受けて，被告東電の土木調査グループは，東電設計株式会社に対

し，原子炉建屋が設置された敷地に対する津波の遡上を防ぐことのできる防潮堤

に関する解析を依頼し，平成２０年４月，東電設計株式会社から，O.P.+１０m

の高さの敷地上に，さらに約１０ｍ（O.P.+２０ｍ）の防潮堤を設置する必要があ

るとの解析結果を得ていた（甲 B８５—５頁：東京第五検察審査会の議決書）。 

 東京第五検察審査会の起訴相当議決（甲 B８５）による強制起訴の第１回公判期

日（平成２９年６月３０日）の冒頭陳述において，指定弁護士は解析結果（計画書）

を図示して「同年４月１８日，東電設計は東京電力に対し１０m 盤の敷地上に１号

機から４号機の原子炉・タービン建屋につき，敷地南側側面だけでなく，南側側面

から東側全面を囲うように１０メートル（O.P. +２０m）の防潮堤（鉛直壁）を設

置すべきこと，５号機及び６号機の原子炉・タービン建屋を東側全面から北側側面
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を囲うように防潮堤（鉛直壁）を設置すべきことなどの具体的対策を盛り込んだ検

討結果を報告しました」19と述べた。すなわち，原告が主張する防潮堤の仕様は，

実際に平成２０年推計を行った東電設計株式会社が，当該推計をもとに解析した結

果に基づくものであり，平成２０年推計の津波を回避する手段として合理的なもの

だからである。 

ここで，原告準備書面（４）で述べた通り，津波の高さは，水深が浅い場所ほど

高くなる性質を有し，また，津波のスピードは浅瀬に向かうにつれて急激に落ちる

ため，後から来た波が前の波に追いつき，次から次へと重なった波が一度に押し寄

せる結果，波高が高くなる性質を有する。そのため，津波が防潮堤に達すると，大

量の海水がせき止められるが，後ろから来た速い波が次々重なっていき，防潮堤を

越える高さに達する。従って，仮に津波高 O.P.+１０m の津波を防波堤でせき止め

ようと思ったら，防波堤の高さは１０m では不十分であり，より高くしなければな

らない。津波浸水予測図において，津波高 O.P.+８．７ｍの津波により敷地の大部

分が浸水するとの結果が示されていること，また，被告国が提出した東京電力の資

料は，内閣府のシミュレーション結果に基づき「津波第２波（１段目）は，津波計

位置で約５メートルであるが，港外側における津波高さは１０ｍを越えている」「し

たがって，第２波（１段目）が高さ１０ｍの防波堤を越流することは可能」「段波

状の第２波（１段目）は，運動エネルギーが大きく，そのエネルギーが防波堤部分

で位置エネルギーに変換され，越流するからである」「したがって，１０ｍの防波

堤を越えるためには，もともと１０ｍの高さの津波でなければならない，と仮定す

ることが誤り」（丙 B５４−３０頁）と分析し，原告の主張を裏付けている。すなわ

ち，敷地前面においても敷地盤状に＋１０ｍの防潮堤を設置することには合理的で

ある。 

 さらに，津波高の想定結果については「精度は倍半分」，すなわち，想定の２倍

                                            
19 NHK の HP にて全文が公開されている 

 https://www3.nhk.or.jp/news/special/toudensaiban/ 
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の誤差があるため安全裕度を２倍とすべきであることが津波に関する研究者，実

務家の間では知れ渡っていたことからも（甲 A1−４４），原告主張（平成２０年４

月東電設計株式会社の解析結果でもある）の防潮堤の仕様の合理性が根拠付けら

れる20（原告ら準備書面（１３）２０,２１頁参照）。 

 さらに，平成２０年の推計結果を，福島県沿岸（南相馬〜いわき）に広げて考察

した場合，津波高 O.P.+１３ｍ〜１６ｍを示す地点が広く点在していることがわか

る（乙 B２６−１３頁）。すなわち福島県沿岸においては O.P.+１０ｍを超える高い

津波高が推定されていたのであり，敷地の南側，北側のみでなく，敷地前面（東側）

にも１０ｍの防潮堤を設けるほうがより合理的である（乙 B２６との比較）。 

 

［乙 B２６−１３頁に赤線枠を加筆，緑点が H20 年推計に基づく津波高］ 

                                            
20津波評価技術の策定に携わる東北大学今村文彦教授は，安全裕度について「従来の土木構造

物」と同様に考えれば安全裕度を３倍とする（乙 B４０−2,3 頁）。また，平成２０年の被告東電

の津波高推計及び防潮堤の解析を依頼した東京電力土木調査グループの「酒井俊朗」氏は，津波

評価技術の策定に関わる委員である（甲 B６—ⅵ，甲 B８５−３頁以下）。 
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 そして，平成２０年の推定結果を前提に東電設計株式会社が解析した防潮堤「１

０m の敷地上に１号機から４号機の原子炉・タービン建屋につき，敷地南側側面だ

けでなく，南側側面から東側全面を囲う１０メートル（O.P. +２０m）の防潮堤（鉛

直壁），５号機及び６号機の原子炉・タービン建屋を東側全面から北側側面を囲う

防潮堤（鉛直壁）」は天端が O.P.+２０ｍに達するものであり，実際に生じた津波に

対しても十分な裕度があり浸水を防ぎ得た。 

 なお，防潮堤の建設に関しては，３年７か月間を要するとの検察官の認定がなさ

れている（甲 B７１−６頁）。しかしながら，平成２５（２０１３）年３月２９日付

け被告東京電力作成の「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン」（甲

A５，甲 A６）によれば，事故後の対策として①福島第一原発においては，敷地全

体について，北防波堤，東防波堤，南防波堤の設置，余震津波対策用仮設防潮の設

置がされた旨（甲 A６—４０頁），②柏崎刈羽原発においては防潮堤の設置が完了し

た旨（甲 A６ ３−６−４２頁），③福島第２原子力発電所においては，土嚢による

防潮堤の設置が報告されている（甲 A６−４５頁）。したがって，被告東電は以上の

措置を２年程度で完了しているのであり，予見対象津波の予見を受けて速やかに回

避措置を実施すれば防潮堤の設置が可能であった（詳細は原告準備書面（７））。ま

た，「津波評価技術」及び「長期評価」が作成された平成１４年を予見の時期とす

れば，防潮堤を設置する十分な期間があった。（なお，後述するとおり防潮堤の設

置に明文上設置変更許可申請は不要である（丙 B８６—３頁）。） 

 

イ 東京第五検察審査会の認定 

 平成２７年東京第五検察審査会は，「O.P.＋１０メートルの高さの敷地上に，さ

らに約１０メートルの防潮堤」の設置による結果回避可能性を認定した（原告ら準

備書面（３１）にて詳述 甲 B７１−２３，２４頁）。 

 以上の通り，防潮堤の設置による結果回避が可能であった。 
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（２）結果回避の方法２ 

ア 防潮堤によらない回避方法 

 本件の事故原因は①「全交流電源の喪失」，「直流電源の喪失」，及び②「最終排

熱系の破損」であり，防潮堤の設置以外でも，これらを回避する手段がある。 

 以下では，「失敗学会報告書」（甲 A１６及び甲 B８６）及び「政府事故調中間

報告書」（甲 A２）を引用し，防潮堤によらない回避方法を述べる。政府事故調が

提示するのは，水密化，高所化等による回避策であり，失敗学会が提示するのは

概要代替設備で対応する方法である。 

 

  イ 失敗学会報告書の提示する回避手段（原告ら準備書面（２６）参照） 

「福島原発における津波対策研究会・報告書」（甲 A１６及び甲 B８６，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）が平

成２７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 B５

７）の続編にあたる。原告らは，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。なお著者の一人である吉岡律夫氏は株式会社東芝に入社後，福

島３号機，５号機１２機等の原子炉の設計・安全解析に従事した経歴を有してい

る（丙 B１２０の 1 ６４枚目）。また同人は東京地方裁判所における同種事件に

て証人として尋問されている（丙 B１２０の 1，丙 B１２０の２） 

 最終報告書は，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（甲 A16−1，甲 B８６−１１）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
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措置は，津波対策21及び SA 対策（後述）に共通する回避措置である。 

 なお，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。また，最終報告書は，本件事故前の情

報のみにより「対策案」を作成したが，「対策案」が有効であるかという検証につ

いては，本件事故後の情報を使用している（甲 B８６−１１）。しかし，これに「後

知恵」（被告国第１９準備書面）の批判は当たらない22。 

 

  ウ 結果回避の方法  

  （ア）ベントせず半日程度で復旧するシナリオ（①） 

   a 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）。なお，IC の稼働

に失敗しても，HPCI の起動により初期の冷却は可能である（丙 B１２０の１−１

４頁，丙 B１２０の２−８０，８１頁）。 

 

   b 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

                                            
21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，工

事を要するものも多く含まれている。最終報告書は相対的に予見時期より短期間

（２〜３年）で準備可能な回避手段を論じたものである。 
22作為義務の有無は行為時を基準に判断すべきあるが，結果回避可能性は，「作為」と結果の不

発生との因果関係の問題であり事実審最終口頭弁論終結時の科学技術の知見を基準として判断す

るのが適当である。（潮見佳男著 債権各論Ⅱ不法行為法４４頁参照） 
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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，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。 

 

（イ）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。 

 

  （ウ）ベントする復旧シナリオ 

   a 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
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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23（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）。 

 

   b 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）。 

  

   c 交流電源が早急に復旧しない場合の復旧シナリオ（④）  

  「b」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）。 

  

                                            
23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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（エ）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 の水密化も必須ではないが必要である。 

 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１

０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。 

以上より，下記の地震・津波対策を用意しておけば福島原発事故は回避できた。

また，この対策には安全審査は不要で，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。 

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) 
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④全交流電源喪失(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 

また，以上の対策案をより確実に実施して冷温停止に到達するには，以下の準備

も必要である。 

⑤RCICと HPCIの水密化 

⑥１号機については，ICの PCV内交流駆動弁用の可搬式交流発電機 

⑦ベント用 AO弁駆動用圧縮空気が無くなった時のための小型コンプレッ

サー 

⑧消防車 
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［甲 A16-12 に加筆24］ 

 

［甲 A16−7 に加筆］ 

 

エ 政府事故調査報告書の提示する回避対策 

 政府事故調査報告書中間報告（甲 A２−４４７以下）は，失敗学会の分析と同じ

く，①電源喪失（直流電源，非常用 DG 本体の機能喪失），及び②海水による冷却

機能の喪失（崩壊熱除去系の喪失）を本件事故の原因と分析し，本件の津波に対し

て冷温停止を実現するためには，「非常用電源（電源盤等の関連設備を含め）と非

常用海水系ポンプが１系統でも生き残っていれば，あるいは非常用電源が１系統で

も生き残り，AM25により水中ポンプが迅速に設置されていれば，冷却機能を保持

することができる。」「いずれにしても，直流電源，非常用交流電源，電源盤，非常

用海水系ポンプを津波から守ればよいわけだが，海側に設置される非常用海水系ポ

ンプを守るためには，既設の原子力発電所においては建設場所の余裕があるか等の

課題はあるが26，波力に対する耐力と水密性を備えた建屋を設ける等により実現可

能と考えられる。」と整理する。 

                                            
24 原告準備書面（２６）の図中では CCS と記載していたものを SHC と修正 
25 アクシデントマネジメント 
26平成２１年１２月までに福島第一原発５号機，及び，同６号機の非常用海水系ポンプの一部に

つき，必要な海水侵入防止工事（水密化）を実施した例があり（甲 A２−４０１頁），各号機でも

施設可能である。 
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 具体的には，①SBO 対策として，直流電源，非常用電源及び電源盤の水密化，

高所化，又は電源車から電力供給，②崩壊熱除去系対策として水中ポンプの水密化，

または，水中ポンプが損傷した場合の補修措置や仮設水中ポンプの設備，手動によ

るベントや消防車を用いた注水，によって結果回避可能であった。 

 

オ 小括 

 防潮堤設置以外の回避手段として，①SBO および②崩壊熱除去系損傷を回避す

る種々の方法があるが，政府事故調が提示するのは，水密化，高所化等を伴う方法

であり，他方，失敗学会が提示するのは代替設備で対応する方法である。 

 

（３）事故後に被告らが行った津波対策 

 以下，本件事故後の被告らによる津波対策を整理する。これらは，事故前の知見

でも対策可能であり，かつ，極めて短期間で設備されていることから，これらの手

段により，被告らは回避可能であった。 

ア 事故後の国の規制 

   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。また，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。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。 

   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
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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。」 

   事故を踏まえて制定された国の規制を参照すれば，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。（詳細は準備書面（７）参照） 

 

イ 事故後に被告東電が行った津波対策 

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」と称される。甲 A５）を発表し，当該方針にもと
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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（原告第７準備書面にて詳

述）。 

具体的には，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，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，

に整理した。 

そして，福島第一原発においては，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，高台電源盤の配備を（甲Ａ

６：「添付資料」３－２），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，（甲Ａ５：１２頁），原子炉建屋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，精密機器の

ある部屋の扉を水密扉にし，配管貫通部にはシリコンゴム材での止水処理を施し浸

水を防止するしくみを整え（甲Ａ５：１２頁，甲Ａ６：「添付資料」３－４，４５

頁），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台配備した。

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（甲Ａ５：１３

頁），さらに，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） 

 福島第二原発においては，土のうによる防潮堤の設置，熱交換器建屋機器搬入

口の水密扉化，屋外に設置されたマンホール蓋の固定，ハッチ内蓋のシール材に

よる水密化，建屋外壁貫通部の止水処理を行い，電源車及び空冷式ガスタービン

発電機車を高台配備，地下軽油タンクを高台に設置した［甲Ａ６：「添付資料」３

－３］。 
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（４）被告らの反論 

ア 被告らの主張１ 

被告国は，第１９準備書面３８頁以下において「福島第一発電所事故前の知見を

前提にして津波対策を講じる場合には，防潮壁設置以外の回避措置を講じる義務は

生じ」ないと主張するが誤りである。 

 

（ア）原子炉の安全確保に関する基本原則に反する 

被告国の安全規制においては，原子力の安全に関する基本的考え方である多重防

護の発想（甲 C５３参照）や原子炉施設の安全確保に関する伊方原発訴訟最高裁判

決での「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」ことが求められることか

らすれば，被告らの主張が失当であることは明らかである。また，本件事故後の新

規制基準でも津波に対する多重の防護措置を求めており，防潮堤のみで足りるとす

る主張は新規性基準とも矛盾する。 

被告東電も，「防潮堤による津波防止対策は考えるが，原子力災害が発生した後

の緩和策という柔軟な考えに至らず，実効性があり迅速に適用できる対策を採用で

きなかった。」ことを自社の問題点とし，その要因の一つとして「安全，設備設計

及び津波評価担当部門は，津波を完璧に防ぐ対策を基本とし，影響緩和対策（深層

防護の第３層，第４層)の発想が乏しかった。」ことを挙げている（甲 A５−１９頁） 

 

（イ）平成１４年に防潮堤以外の防護措置が講じられたこと 

平成１４年には敷地高さを超える津波に対し防潮堤以外の防護措置が講じら

れている。すなわち，被告東京電力は平成１４年２月の「津波評価技術」の公表

の直後，同年３月，「津波評価技術」の想定に基づく津波推計計算を行い，その結

果，Ｏ．Ｐ．＋５．７メートルの浸水高を想定すべきこととなり，福島第一原発

６号機の非常用海水ポンプ電動機のかさ上げ（海水ポンプ電動機への浸水を防ぐ
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ため，電動機下端位置を O.P.+５．８m まで引上げ），建屋貫通部の浸水防止対策

（水密化）等を実施した。このとき，保安院からは，評価内容を踏まえた特段の

指導等は行われなかった（甲 A１：８３,８４頁，甲 A２：３８１頁）。これらの対

策は，原子炉施設の敷地への津波の浸水を前提として，防潮堤の設置以外の手段

による対策がなされたことを意味する。 

 敷地高さを超える津波に対する防護措置について「防潮堤の設置によるドライ

サイトの維持に限定されその余の対策が義務づけられることはない」とする被告

らの主張は，被告東京電力自身が，平成１４年に実際に行い，かつ被告国自身が，

その確認まで行った防護措置の内容とも矛盾する。 

 

（ウ）小括 

 以上のとおり，敷地高さを超える津波に対しては防潮堤の設置とともに建屋の

水密化や非常用電源設備等の高所配置等の防護措置も並行して講じられるべき

ことは当然といわなければならない。 

 

イ 被告らの主張２−防潮堤の設置による回避可能性− 

（ア）被告らの主張 

 被告国らは，岡本孝司氏の意見書（丙 B７４ 以下「岡本意見書」という。）及

び被告東電作成の「２００８年試算計算結果に基づく確認の結果について」（乙 B

２６）を引用し，仮に，「長期評価」を利用した津波高の推定を前提としても防潮

堤の建設による結果回避は不可能であった旨述べるため，以下反論する。 

 先ず，そもそも，丙 B７４を作成した岡本孝司氏は，平成１７年から平成２４年

まで「原子力安全委員会原子炉安全専門審査会審査委員，専門委員」を務めた人物

であり，言わば，福島第一原発事故に関しては規制側の当事者である。また，丙７

８号証は，丙 B７４号証を一部修正したものであるが，岡本氏は修正の理由として

「平成２８年８月２４日付けの意見書については，私が，法務省訟務局の担当者か
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らヒアリングを受け，同担当者が内容をまとめたものを確認の上で署名したもので

す」と述べており，同意見書を自ら起案したものではないことを自認している。 

 以上より，そもそも，同人の意見書（丙 B７４及び丙 B７８）の信用性について

は疑義がある。 

 

（イ）岡本孝司氏意見書（丙 B７４） 

 岡本意見書は，「津波の試算があった場合，これを元に安全対策を採るべきかど

うか，また取るとしてどのような安全対策を採るかについては，その試算の精度・

確度によって結論が異な」るとし，「『設計想定の津波』として取り扱われた津波に

対しては，十分な信頼性をもって安全性を確保することが求められ。」「直ちにこれ

に対する対策が取られるべきだった」と述べる（丙 B７４—８頁）。この点，原告は，

平成２０年３月ころの東電の社内推計計算は，合理的な方法論に基づいた精度の高

い試算であり，これが可能となった平成１４年（遅くとも平成２０年３月ころ）に

は，直ちに対策を採るべきであったと主張するものである。 

 他方，岡本意見書は，「主要建屋の正面に当たる敷地の東側は１０メートル盤の

敷地高さを超えるものではないと聞きましたし，東京電力が１０メートル盤の敷地

高さを津波が超えてくる津波が来る南北にのみ防潮堤を建てることを前提にその

ような安全対策が合理性を有するかということを聞きたいとのことですので，それ

を前提にお答えします」（同１３，１４頁）との述べ，①南北のみに防潮堤を建て

ることが「合理性を否定できない」旨，及び，②南北の防潮堤に加えて東側に防潮

堤を建てることは，『緊急性の低いリスクに対する対策に注力した結果，緊急性の

高いリスクに対する対策が後手に回ると言った危険性をはらむので，工学的な見地

からは合理性を有しない旨主張する（同１４頁）。 

 しかし，前述した通り，平成２０年の津波推計をおこなった東電設計株式会社が，

その推計を元に立案した対策は「O.P.＋１０メートルの高さの敷地上に，さらに約

１０メートルの防潮堤を設置」することであり，合理性を有すると考えられるとこ
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ろ，岡本氏は，丙 B７２の２等の原資料に当たらないまま一般論を述べたに過ぎな

い。すなわち，岡本意見書作成時には，「新潟県中越沖地震を踏まえた福島第一・

第二原子力発電所の津波評価委託第 2回打合せ資料 資料 2 福島第一発電所 日

本海溝寄りの想定津波の検討 Rev.１」（丙 B７２の２ 原告の提出日：平成２８年

３月２２日）が顕出していたにも関わらず，意見書中，同資料（丙 B７２の２）を

検討した旨の記載はなく，「福島第一原子力発電所の敷地南側で高さ１５メートル

強の津波の試算を行っていたことは，事故後に刊行された文献などで知っています」

（同８頁），「主要建屋の正面に当たる敷地の東側は１０メートル盤の敷地高さを超

えるものではないと聞きました」（同１３頁）と述べるだけであり，同資料に対す

る仔細な検討評価を行った形跡がないからである。丙 B７２の２を見れば明らかな

通り，敷地東側は O.P.+10m を超えてはいないものの裕度のない津波高を示してい

るのであり，詳細な検討なしに防潮堤の適否を判断できるものではない。また，岡

本意見書は貞観津波の波源モデルに基づく津波高試算についても言及がなく，本件

における重要な資料の一つである「福島第一・福島第二原子力発電所の津波評価に

ついて」（甲 B１１）で顕出した津波高についても検討していないことは明らかで

ある。以上より，岡本意見書は，原資料に当たることもないまま，被告国側の誘導

的な質問に答える形で被告国の主張を追認するだけの信用性のないものであるこ

とが分かる。 

 また，後段②『緊急性の低いリスクに対する対策に注力した結果，緊急性の高い

リスクに対する対策が後手に回ると言った危険性をはらむ』との意見についても，

東側に防潮堤を作ることが「緊急性が低い」と述べる具体的な理由，またそれによ

って後手に回る「緊急性の高いリスクに対する対策」が何かについては具体的な指

摘がない。むしろ，被告東電は，「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プ

ラン」において，「『安全最優先』をビジョンと掲げていても，現実に頻発した人身

災害や火災といった安全問題にリソースを割いており，一定の過酷事故対策を実施

した後には安全は確立されたものと思い込み，稼働率等を重要な経営課題と認識し
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た。このため，業務の優先順位を決めるリスクマップでは，原子炉停止期間の長期

化の回避（稼働率の向上）が評価軸の一つとして作成され，過酷事故対策のように，

その対策による効果が評価しにくいものは，先送りされることとなった。例えば，

ひびの発見が長期停止を余儀なくされる可能性があったシュラウドについては，安

全性の向上にはあまり寄与しないものの数百億円をかけて交換を実施した一方，プ

ラントの稼働率に直接貢献しないバッテリー室の水密化対策等は実施されなかっ

た。」（甲 A５−５０頁）とのべ，「緊急性の高いリスク」ではなく「原子炉停止期間

の長期化」を回避するために安全性の向上に寄与しない対策に莫大な費用を投じ，

安全性の向上に必要な水密化による安全対策を実施しなかった点を反省材料とし

てあげている。 

 したがって，岡本意見書の見解は被告国の主張を追認するために一般論を述べる

ものであり，何らの具体性もなく，原告主張の回避可能性を否定する根拠とはなり

えない。 

 

（ウ）被告東京電力ホールディング株式会社作成「２００８年試算計算結果に基づく

確認の結果について」（乙 B２６） 

 被告東京電力ホールディング株式会社作成「２００８年試算計算結果に基づく確

認の結果について」（乙 B２６）は，平成２０年推計を前提として防潮堤を設置し

た場合でも，今回の津波の結果回避は不可能であったという主張の根拠として提出

されている。 

 しかし，乙 B２６の内容（防潮堤の条件）は，原告主張の「O.P.＋１０メートル

の高さの敷地上に，さらに約１０メートルの防潮堤を設置」するもの（前記，東電

設計株式会社の解析結果）ではなく，①原発敷地南部に O.P.+２２及び O.P.+１７．

５ｍ，②１号機北側に O.P.+１２．５m，③原発北側敷地に O.P.+１４m の天端高

さの防潮堤を設置することを条件としているため，原告主張の防潮堤の仕様に対す

る反論の根拠にはならない。 
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 また，当該資料は，本訴訟の終盤において，被告自身により作成されたものであ

り信用性に疑義がある。 

 さらに，平成２０年４月１８日東電設計株式会社作成の平成２０年推計を前提と

した防潮堤の解析結果27として，「O.P.＋１０メートルの高さの敷地上に，さらに約

１０メートルの防潮堤を設置」する内容のものが存在するが，乙 B２６は，①原発

敷地南部に O.P.+２２及び O.P.+１７．５ｍ，②１号機北側に O.P.+１２．５m，③

原発北側敷地に O.P.+１４m の天端高さの防潮堤を設置することを条件とするも

のであり，何故そのような異同が生じるのか明らかでない。むしろ，乙 B２６の作

成に先立つ，平成２６年４月２８日付の東京電力作成の資料（丙 B５４）は，「１

０ｍの防波堤を越えるためには，もともと１０ｍの高さの津波でなければならない，

と仮定することが誤り」（丙 B５４−３０頁）と分析しているにもかかわらず，敷地

前面（東側）に防潮堤を設置しない被告東電の検証結果（乙 B２６）は，訴訟目的

の恣意的な解析結果であると推認される。したがって，既に事故が生じた後に当事

者自身により作成された資料（乙 B２６）に証拠としての価値はない。 

 以上より，乙 B２６の解析結果によっても原告主張の防潮堤による回避可能性を

否定することはできない。 

 

（エ）防潮堤の強度について 

 被告には，第１９準備書面において，防潮堤の強度について述べるため以下反論

する。 

 後述する通り，平成１２（２０００）年には，動水圧をも含む波圧評価式が提唱

されており，原告主張の O.P.+１０ｍ盤の上にさらに O.P.+１０ｍの防潮堤を設置

する場合，当然にこの評価式を用いて設計することになるため，本件津波波圧に耐

えうる十分な強度を有する。 

                                            
27 東京第１検察審査会及び東京第五検察審査会は，東電設計株式会社による平成２０年推計を

前提とした防潮堤の作成に関する解析を元に事実認定を行っている。 
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 また，実際に生じた津波の波圧によっても，福島第一原子力発電所の主要建屋の

外壁，柱等の構造躯体に有意な損傷が生じていない（丙 B５３−５頁）ことから，

仮に防潮堤を施設したとしても津波波圧に耐える事ができたといいうる。 

 

ウ 被告らの主張３—防潮堤設置以外による回避措置について 

 被告国は第１９準備書面において，防潮堤以外の結果回避の方法について縷縷述べ

るため，以下反論する。 

（ア）結果回避措置に関する事故前の知見 

 被告国は，岡本意見書を引用して「主要施設の水密化や非常用電源・配電盤・

高圧注水系統へ接続するための各種ケーブル等の高所移設はできたと思います。

しかしながら，これらの発想というのは，すべて本件事故が起きた後，その原因

を調査し，これによって得られた知識を新たに取り入れ」た，事故前に「そのよ

うな発想自体なかった」（後知恵である），として，これらの作為義務を導き得な

いと論じている。 

 しかしながら，事故前より，「主要施設の水密化」及び「非常用電源・配電盤・

高圧注水系統へ接続するための各種ケーブル等の高所移設」等，防潮堤以外の回

避措置に関する知見は集積していたのであり，岡本意見書を根拠とする被告国の

主張は誤りである。 

 

a 被告東京電力による，水密化，高所化による津波対策 

（a）平成１４年の想定津波の修正に伴う措置 

 平成１４年３月，被告東京電力は「津波評価技術」の想定に基づく津波推計計

算を行い，その結果，Ｏ.Ｐ.＋５．７メートルの浸水高を想定すべきこととなり，

６号機の非常用ディーゼル発電機（DG），及び，冷却系海水ポンプの電動機のかさ

上げ（海水ポンプ電動機への浸水を防ぐため，電動機下端位置を O.P.+５．８m 

まで引上げ），及び，建屋貫通部の浸水防止対策（建屋の水密化）を実施した（甲
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A２：３８１頁，甲 A１：８３,８４頁，甲 A５：１６頁）。また，このとき，保安

院からは，評価内容を踏まえた特段の指導等は行われなかった。 

 これらの対策は，原子炉施設の敷地への津波の浸水を前提として，防潮堤の設

置という長い工事期間と多額の経費を要する対策をとることなく，非常用ディー

ゼル発電機（DG）及び電動機のかさ上げ（すなわち，想定される津波高さ以上へ

の高所配置）と，建屋貫通部の浸水防止対策（すなわち，水密化）等の対策がな

されたことを示している。 

 

（ｂ）平成２０年の海水ポンプの電動機水密化の検討 

 さらに，被告東電は，平成２０年中に福島第一原発及び福島第二原発における

津波評価に関する社内検討を行ったが，かかる社内検討後，新潟県中越沖地震対

策センター機器耐震技術グループが海水ポンプの電動機を水密化する検討を行

っていた（甲 A２—３９９，４００）。 

 

（ｃ）平成２１年１２月の水密化工事 

 平成２１年８月，東京電力は，福島第一原発，及び，福島第二原発の耐震バッ

クチェックの報告書作成作業を進める中で，平成２１年２月頃，海上保安庁水路

部が公表した最新の海底地形及び潮位観測の各データを踏まえ，平成１４年の津

波評価技術に基づく再計算を実施し，想定波高を福島第一原発で５．４m から６．

１m まで，福島第二原発で５．０m に修正し，その結果を保安院に報告した。被

告東電は，その結果を踏まえ，平成２１年１１月までに福島第一原発５号機，及

び，同６号機の非常用海水系ポンプの一部につき，必要な海水侵入防止工事（水

封化）を完了した（甲 A１−８３，８６頁，甲 A２−４０１頁）。 

 

（ｄ）平成２２年８月の被告東電の社内検討 

 平成２２年８月，被告東電の新潟県中越沖地震対策センターで福島地点津波対
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策ワーキングが立ち上げられ，平成２４年１０月を目途に結論が出される予定の

土木学会における検討結果如何では福島第一原発，及び，福島第二原発における

津波対策として必要となり得る対策工事の内容につき検討がなされた。同ワーキ

ングでは，機器耐震技術グループが海水ポンプの電動機の水密化を，建築耐震グ

ループがポンプを収容する建物の設置を，土木技術グループが防波堤のかさ上げ

及び発電所内における防潮堤の設置をそれぞれ提案し，さらに，これらの対策工

事を組み合わせて対処するのがよいのではないかといった議論がなされた（甲 A

２−４４０）。 

  

ｂ 溢水勉強会における保安院の資料 

 保安院が平成１８年６月２９日にまとめたとみられる「内部溢水及び外部溢

水の今後の検討方針（案）」（甲 B３３）には「当面，土木学会評価手法による津

波高さの１．５倍程度（例えば。一律の設定ではなく，電力が地域特性を考慮し

て独自に設定する。）を想定し，必要な対策を検討し，順次措置を講じていくこ

ととする（AM 対策との位置づけ）。」「対策は，地域特性を踏まえ，ハード，ソ

フトのいずれも可。」「最低限，どの設備を死守するのか。」との記載がある。 

 すなわち，保安院は，浸水を前提として，ソフトな手段（防潮堤など以外の手

段）により，設備を保守するアクシデントマネジメント策を電気事業者に要請し

ていたことが推認できる。 

 

ｃ JNES による「溢水対策（水密構造等）」，「水密扉の設置等」の指摘 

 また，平成１９（２００７）年， JNES が行った，ルブレイエ原子力発電所の

電源喪失事例についての事故解析には，日本においても，「外部事象（津波）によ

る溢水，及び，内部溢水の両方に対する施設側の溢水対策（水密構造等）の実態

を整理しておく必要がある」との記載がある（甲 C１７）。また，JNES は，平成

１９年４月「安全情報の分析・評価−前兆事象評価の適用−」と題する報告を行っ



 119 

たが，このなかでルブレイエを前兆事象とした場合の事故の発生確率低減の方法

として「水密扉の設置等」による地下電気品室及びポンプ室の浸水防止対策が挙

げられている（甲Ｃ６０−１３，２６頁）。岡本意見書３２頁は，ルブレイエ原発

事故後の対策は津波とは無関係と述べるが，実際には JNES において検討がなさ

れ，事故前から津波による溢水を防ぐ手段として「水密化」の有効性が指摘され

ていた。 

 

ｄ 建屋出入り口の防護壁の設置 

 平成１８年９月１３日第５４回安全情報検討会資料（甲 B６４）では，「我が国

の現状と問題点」の欄に，津波に対する設計上の対処に関し「設計水位において

原子炉の安全性が損なわれないこと」として「敷地周辺の地震津波の調査による

設計津波波高の推定」の必要性が挙げられ，対処法として「②防波堤の設置及び

必要に応じて建屋出入り口に防護壁の設置」が挙げられている。 

 

e 被告東電の水密化による内部溢水対策 

 被告東電作成の事故後の報告書によれば「平成３年１０月に福島第一１号機ター

ビン建屋地下１階で発生した，補機冷却海水系配管からの海水漏えいを教訓として，

社内 WG 等で検討が開始され対策」を行ったものとして 

・原子炉建屋階段開口部への堰の設置 

・原子炉最地下階の残留熱除去系機器室等の入口扉の水密化  

・原子炉建屋１階電線管貫通部トレンチハッチの水密化 

・非常用電気品室エリアの堰のかさ上げ 

・非常用 D/G 室入口扉の水密化 

が上げられている（乙 B３−１：３８頁）。 

 これらは，内部溢水対策として行われたものであるが，水密化対策に関する実施

例である。 
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ｆ 消火ポンプによる代替注水 

 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 渡邉憲夫氏の「福島第一原子力発電所事故に対する前兆事象の検討」（甲

C５４ 原告準備書面（１７）にて詳述）は，本件事故の前兆事象「事例２」とし

て「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」事故28を

取り上げた。同事故では火災により１７時間の SBO になり，停止時冷却もでき

なくなったが，ディーゼル駆動消火ポンプの手動起動による代替注水と ASDV29

の開放などの緊急時対策を用いた自然循環により炉心冷却が行われた。渡邊氏は

同事例を「設置者及び規制機関は以下のような一般的な教訓を得ている」「消火と

SG30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。」と評価している（甲 C５４—１３頁）。すなわ

ち，当該事例は，本来消火を目的とする消火ポンプによる代替注水の先例である。 

 また，被告東電は，柏崎刈羽原発事故における教訓を福島第一原発に水平展開

し，平成２０年２月までに化学消防車２台及び水槽付消防車１台の合計３台を福

島第一原発に配備するとともに，防火水槽を複数箇所に設置し，平成２２年６月

には， 福島第一原発の各号機のタービン建屋等に消火系につながる送水口を増

設した（甲 A2—４３８）。この消火系ラインは，本来は原子炉施設内で発生する火

災の消火を目的としており，消火系配管内の水を昇圧するための電動消火ポンプ

（M/DFP）２台及び全交流電源喪失に備えたディーゼル駆動消火ポンプ（D/DFP）

１台が１号機から３号機まで及び５号機に設置されていた。消火系ラインの水源

はろ過水タンクであるが，消火系配管につながる送水口から消防車による送水を

行うことも可能であった。被告東電の社内の一部では，消防車による代替注水の

                                            
28 甲 C５４では明示されていないが，1993 年 3 月 31 日のインド・ナローラ発電所１号機の事

故（INES レベル３）を指すと考えられる。 
29 ASDV:atmospheric steam discharge valve(大気蒸気放出弁)  
30 SG:steam generator(蒸気発生器) 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有用性が認識されていたにもかかわらず，D/DFP まで使用できなくなる事態は

考えられないとして，消防車による消火系ラインを用いた原子炉への代替注水策

を AM 策として整備しなかった（甲 A２−４４２，４４３）。 

 したがって，被告東電は，事故前において，ディーゼル駆動消火ポンプ（D/DFP）

又は消防車による代替注水の方法を認識していたが，それをマニュアル化するこ

とを怠っていたのである。 

 

g 可搬式発電機及び非常用タービン発電機の設置 

 また，渡邉氏は，前兆事象「事例４」として外部電源喪失と EDG（可搬式発電

機）２台中１台の動作不能に起因する事故31を報告している。同事故は外部電源

が喪失したものの「状況の悪化に備えて可搬式発電機が電源盤に接続された」こ

とが事故対策として有効であった事例であり（１１頁），「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。」と評価されている。甲 C

５４では明示されていないが，同事故は 2006 年７月 25 日のスウェーデンのフォ

ルスマルク１号電源喪失事故（INES レベル２）を指す。この事故は，JNES に

よっても前兆事象評価の対象となっている（甲 C６０—３−７頁）。 

 「事例２」及び「事例４」は，IRS レポートとして公開文書にまとめられ，日

本の規制機関及び電力会社に共有されている（甲 C５４−３頁）。したがって，消

火ポンプによる代替注水，SBO 対応用 EDG（可搬式発電機）という知見に関して

は，本件事故前より当然に被告らに共有されていた。 

 

                                            
31 甲 C５４では明示されていないが，2006 年７月 25 日のスウェーデンのフォルスマルク１号

電源喪失事故（INES レベル２）を指すと考えられる。 



 122 

h インド・マドラス原発事故後の高所移設 

 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。 

 「ＩＡＥＡ福島第一原子力発電所事故報告書」技術文書２/５（甲 A１７−２）

１５１頁は，インド・マドラス原子力発電所で事故後に,以下の通り電源の高所化

処置等が採用されたことを指摘している。 

「この事象は，ＩＮＥＳ（国際原子力事故評価尺度）で，最低の０とされた。

しかしながら，運転者と規制者の双方にとって，もっと深刻な結果となりう

る可能性が認識され，数多くの改善策が実行された。 

 グレードレベルよりも２メートル上に追加ディーゼル発電機を装備する

こと。連続動力供給システムの高所移設。ディーゼル駆動のエアーコンプレ

ッサーの高所移設。脱気水を蒸気発生器に移送するための専用ポンプ（緊急

ボイラー供給ポンプ）を設置すること。２台のディーゼル駆動の消火ポンプ

をグレードレベルよりも２メートル上に設置すること。津波防護壁を建設す

ること。津波警報システムを装備すること32。」 

 

 すなわち，マドラス原発では津波による外部溢水事故後，重要な設備の高所化

を行ったのである。 

 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

                                            
32 （原文）This event was classified as Level 0, the lowest level, on the International 

Nuclear and Radiological Event Scale (INES). However, the potential for more serious 

consequences was recognized by both the operator and the regulator, which resulted in the 

implementation of a number of improvements, including: 

-Installation of an additional diesel generator at 2 m above grade level; 

-Relocation of the uninterrupted power supply system to a higher elevation; 

-Installation of a diesel driven air compressor at a higher level; 

-Installation of a dedicated pump for transfer of de-aerator water to steam generators 

(emergency boiler feed pumps); 

-Installation of two diesel driven fire pumps located 2 m above grade level; 

-Construction of a tsunami protection wall; 

−Installation of a tsunami warning system 
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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）。 

 

i 被告東電の総括 

 被告東電作成の「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン」（甲 A5）

は，「津波に対して有効な対策を検討する以下の様な機会があった。 

①２００２年に地震本部から『三陸沖から房総沖の海溝沿いのどこでも M８．

２級の地震が発生する可能性がある』という見解が出された時  

②２００４年のスマトラ島沖津波が発生した時   

③２００６年の溢水勉強会に関連して津波影響を評価した時  

④２００８年の福島県沖に津波波源を置いて試計算を実施した時  

 土木学会の検討だけに頼らず，自ら必要な対策を考えて電池室の止水や予備電源

の準備等の対策が実施されていれば，今回の東北地方太平洋沖地震津波に対しても

一定の影響緩和が図られ，大量の放射性物質の放出という最悪の事態を防げた可能

性がある。」として，事故前に電池室の止水や予備電源の準備等の対策を講じ得た

ことを自認している。 

 

ｊ 小括 

 以上の通り，事故前より，防潮堤以外の対策についても知見が集積しており，

また実際に，被告国及び被告東電により，これらの回避方法が検討，実施された

例もある。したがって，これらの措置が事故前には存在せず，回避可能性がなか
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ったとの主張は誤りである。 

  

（イ）水密扉等 

a 被告国の主張 

 被告国は第１９準備書面４６頁以下において，今村文彦教授の意見書（丙 B８

３）を根拠として，原告らが，水密扉等の設計・仕様について具体的な主張をし

ていない，平成２０年の推計を前提として設計したとしても実際に発生した津波

を回避できなかった，と主張するためこれに反論する。 

 

b 安全裕度を考慮した設計・仕様であること 

 この点，水密扉の設置については，平成２０年の推計を前提として設計するべ

きであるが，浸水深等についてはさらに裕度を加味した設計・仕様とすべきであ

る。 

 すなわち，防潮堤の項（前述２（１））の主張と同じく，津波高評価については

「精度は倍半分」という工学上の知見があること，及び，平成２０年推計は福島

県沿岸部において O.P.+１３〜１６ｍの津波高を示していたことから，防水扉等

の設計については，浸水深について裕度をもって設計すべきである。  

 この点は，平成２０年４月の東電設計株式会社が解析した防潮堤の仕様が，敷

地前面においても O.P.+２０m を天端と解析されていることからも説明できる。 

 また，以下述べる通り，平成２０年の推計（甲 B７２−２）を前提とした波圧計

算により防水扉の健全性を説明できる。 

 

ｃ 今村意見書（丙 B８３）によっても平成２０年推計と本件津波の波圧が同等

であること 

 今村文彦氏の意見書は４９頁以下において，波圧評価式を示して水密扉の強度に

ついて平成２０年の津波推計にもとづいて計算を行った場合，実際に生じた津波に
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てられなかった可能性があると述べ，被告国も第１９準備書面４６頁以下にてそれ

を引用しているものと思われるため以下の通り反論する。 

 

（a）今村意見書の推計方法 

 今村文彦氏の意見書は，「津波波力のうち，特に動水圧については，未だに適切

な評価式が確立しているとは言えません。」（４９頁）としつつ，東日本大震災を

経験した後に，国土交通省が採用した津波波圧の評価のための暫定指針（２０１

１〔平成２３〕年１１月）を紹介している。 

 

  暫定指針の評価式 ｑｚ＝ｐｇ（ａｈ―ｚ）  （丙 B８３−５０頁） 

 

 

 そして，この暫定指針の基礎とされたのが，本件津波以前の２０００（平成１

２）年に公表された朝倉良介氏外らによる津波波圧の評価式である（同意見書５

０頁注１９参照）。そして，この朝倉らの式の意味について「水深係数を３とすれ

ば水利実験で得られた波圧のデータを全て包絡することができるということを

前提としています。更に分かりやすく言うと，浸水深の３倍の静水圧33を見込ん

で波圧を評価しておけば，動水圧にも十分耐性を持つであろう」ことを意味する

                                            
33 静止している液体の中の任意の面に作用する圧力。 
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とし，最大津波波圧が浸水深に正比例して増大するものであることが示されてい

る34。 

 

（ｂ）本件津波の波圧が平成２０年の波圧を上回るとの推計結果 

 今村意見書は，本件津波について精緻な波源モデルによる数値計算（遡上解析）

を行い，最新の波圧算定式を用いて，本件津波による津波波圧を概算で算出し，

その代表的な結果として，１号機タービン建屋前面で５８ｋＮ／m2 となるとし

ている。 

 他方で，今村意見書は，平成２０年の推計による，１～２号機タービン建屋海

側前面の浸水深を，「おおむね１メートルくらい」として，前記の朝倉らの式に当

てはめて，１号機タービン建屋前面での津波波圧を算出し，約３０ｋＮ／m2 とな

るとして，本件津波による波圧が，平成２０年の推計の津波の波圧を大きく上回

るとする。そして，これを前提として，平成２０年の推計の津波を前提として大

物搬入口等に水密化の防護措置を講じていたとしても，本件津波の波圧に耐える

ことはできたとはいえないと結論づけている。 

 

（ｃ）今村意見書は平成２０年の推計の示す浸水深を誤った前提としていること 

 しかしながら，甲 B７２−２：１５頁の図２－５を仔細に観察すれば，１号機は

タービン建屋，原子炉建屋ともに，水色表示の部分があり１メートル以上の浸水

深を示しているが，２号機については，タービン建屋と原子炉建屋の一部に緑が

かった表示がされており，１．５～２メートル程度の浸水深が示されている。３

号機については，タービン建屋，原子炉建屋ともに，全体に緑色表示が広がって

                                            
34 暫定指針は「ｑｚ＝ｐｇ（ａｈ―ｚ）」の評価式を示す。「ｑｚ」は「構造設計用の進行方向の

津波波圧（kN/m2）」，「ｐ」は「水の単位体積質量（t/m3）」，「ｇ」は「重力加速度（m/s2）」，

「ｈ」は「設計用浸水深（m）」，「ｚ」は「当該部分の地盤面からの高さ（０≦z≦ah）（m）」，

「ａ」は「水深係数（ここでは３とされる）。」を意味する。 

最大津波波圧はｚ＝０のとき最大であり，a=3 より，ｑｚ＝３ｐｇｈ。 

よって，最大の津波波圧（ｑｚ）は浸水深（ｈ）に正比例する。 
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おり，全体的には４号機の浸水深の推計と大差がない状態であり，少なくとも２

メートル程度の浸水深となっている。 

 さらに，被告国は４号機の浸水深について，原子炉建屋中央付近は「２．６０

４メートル」の浸水深，タービン建屋中央付近は「２．０２６メートル」が明示

されている。したがって，今村意見書の「おおむね１メートルくらい」という評

価は，１～２号機周囲の浸水深のみを恣意的に取り上げ，浸水深の大きい３〜４

号機を評価していないことになる。 

 それを措くとしても，平成２０年の推計による津波の波圧推計に利用すべきも

のとする朝倉らの式は，動水圧を含む津波波圧の評価は，浸水深に正比例するも

のとされている。これを前提とすれば，今村意見書が１号機〜２号機のみを取り

上げ「おおむね１メートルくらい」とした浸水深を，平成２０年の推計の津波が

示す各号機の浸水深に置き換えることによって，平成２０年の推計によって想定

される最大の津波波圧を推計することは可能であり，その推計結果は以下のとお

りである。 

    今村意見書は，浸水深１メートルのときに 

    ｑｚ＝３ｐｇｈ＝３ｐｇ×１＝３０（ｋＮ／m2）と計算 

 

①１号機 浸水深は１メートル以上 

 約３０ｋＮ／m2 ×１以上＝約３０ｋＮ／m2 以上 

②２号機 浸水深は１.５～２メートル程度 

 約３０ｋＮ／m2 ×１.５～２程度＝約４５～６０ｋＮ／m2 程度 

③３号機 浸水深は２メートル程度 

 約３０ｋＮ／m2 ×２程度＝約６０ｋＮ／m2 程度 

④４号機 浸水深は２．６０４メートル（タービン建屋） 

 約３０ｋＮ／m2 ×２．６０４＝約７８．１２ｋＮ／m2  

 



 128 

（ｄ）平成２０年の推計の波圧は本件津波の波圧と同等以上であること 

 以上から，平成２０年の推計の津波の示す１～４号機の最大の浸水深から推定

される津波波圧は，本件津波によってもたらされるものと今村意見書が推定した

津波波圧（約５８ｋＮ／m2）と同等以上のものである。 

 上記の推計値については，号機ごとに推定波圧の値に一定の幅があり，１号機

においては，今村意見書の推計値を下回る。しかし，１～４号機の各号機ごとの

推計浸水高に応じて，各号機ごとに津波波圧に対する強度を個別に算定して水密

扉を設計することをおよそ想定できないところであり，「深刻な災害が万が一に

も起こらないようにする」という観点からは，１～４号機のうちで最大の浸水深

を示す４号機の浸水深を前提とした津波波圧（約７８．１２ｋＮ／m2）を前提と

した設計が全号機で採用されることが当然に想定されるところである。 

 これは，今村意見書が推定するところの本件津波による津波波圧（５８ｋＮ／

m2）を大幅に上回るものである。 

 

（e）小括 

 以上から，平成２０年の推計の津波が示す津波波圧と，本件津波によって建屋に

及んだと推定される津波波圧は，少なくとも同等程度のものであったと推定される。 

 よって，平成２０年の推計を前提とした水密化等の対策を講じたとしても建屋へ

の浸水を防ぐことはできなかったとの被告の主張は，被告国提出の今村意見書の推

計をもってしても，その前提を欠くものである。 

 

d 動水圧について 

（a）被告国の主張 

 被告国は，本件津波と平成２０年推計の津波は「動的な力」が異なり平成２０年

推計の津波に対応する防護措置を講じても本件津波に対する防護機能は期待でき

ず，結果回避可能性はないと主張するようである（被告国第１９準備書面の４８頁
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以下）。 

これは，端的に言えば敷地東側からの動水圧35に関する主張であるが，以下反論す

る。 

 

（b）朝倉良介氏らによる津波波圧の評価式には動水圧に対する裕度も含まれる 

 原告らが，上述の「ｃ 今村意見書（丙 B８３）によっても平成２０年推計と本

件津波の波圧が同等であること」にて述べた通り，平成１２（２０００）年に公開

された津波波圧の暫定指針の評価式［ｑｚ＝ｐｇ（ａｈ―ｚ）］（丙 B８３−５０頁）

は，「a」に動水圧の安全裕度「３」を代入することにより，「浸水深」から動水圧

を含めた「津波波圧」を評価することが可能である36。 

 とすれば，被告国は，平成２０年の推計に基づく津波波圧は本件津波による東側

からの波圧と異なるため防水扉を施設していたとしても波力に耐えうるか不明と

述べるが，実際には，平成２０年の推計に基づく朝倉式を用いた津波波圧は動水圧

を含んだ評価となるので，その反論は失当である37。 

 

（c）津波の影響の差異について 

 今村意見書は，５０ページにて，水深係数「a」が３であるとの暫定指針に対し，

本件事故後，水深係数３では足りないという研究結果があることを指摘する。 

 しかしながら，上記は研究結果にとどまるものであり，平成２０年推計を前提に

朝倉式を用いた津波波圧（含む動水圧）が本件津波の津波波圧の推定値（含む動水

圧）を下回らない以上，むしろ被告は暫定指針基準の水深係数３を上回る特殊な津

波の挙動を具体的に摘示しないと回避可能性を否定できないというべきである。 

                                            
35 動水圧とは，流水中の水圧をいい，流れの向きに垂直な面が受ける圧力で，水の単位体積あ

たりの運動エネルギーに等しい。 
36 すなわち「浸水深の３倍の静水圧を見込んで波圧を評価しておけば，動水圧にも十分耐性を

持つ」という考え方（岡本意見書５０頁） 
37評価式に基づけば平成２０年推計による津波波圧が本件津波の津波波圧評価を下回るものでは

ないことは「ｃ」にて詳述した。 
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 ここで，被告国は，本件津波が敷地東側（海側）からのものであるが，他方平成

２０年推計を前提とすれば敷地の浸水が敷地南側の回り込みによるものであると

いう異同を示すにとどまり，その差異が，安全裕度「３」を越えて構造物に影響を

及ぼすか否かについての具体的な主張を行っていない。言い換えれば，動水圧に対

する安全裕度「３」は，通常考えうる津波の様々な挙動を踏まえた上で設定されて

いるものであるから，被告国が主張する津波の挙動の差異38は暫定指針の評価式に

折込み済である。また、建物開口部でなく、建物内部を水密化するための防水扉に

関しては、建屋内の区画された部屋に津波が至る時にはほぼ静的な状態となるため、

そもそも動水圧を考慮する必要はなく静水圧のみを考慮すれば足りるのであって、

津波の流況は問題とならない。 

 

（ｄ）東側からの津波により大物搬入口が破損したとの被告らの主張について 

 被告国は，本件津波について原子炉建屋の大物搬入口からの浸水がなかったのに

対して，タービン建屋の大物搬入口からの浸水があったのは，敷地前面の東側から

遡上した津波の波力などの作用によるものであるかのように主張する（被告国第１

９準備書面４９頁～５０頁）。そして被告国は，被告東京電力が本件津波の挙動と

建屋への浸水状況を調査した報告書（丙 B５３）５頁・図５の赤三角の矢印が原子

炉建屋の大物搬入口の位置に置かれていないことをもって，大物搬入口からの浸水

がなかったとしているようである。 

  しかし，同図５の赤三角の矢印は，「主要建屋内への浸水経路となったと考えら

れる地上の開口部」を示すに過ぎず，実際の浸水経路の確認ができているものでは

ない。したがって，正確には，原子炉建屋の大物搬入口からの浸水の有無も「不明」

というのが正しい評価である。 

 以上から，原子炉建屋の大物搬入口からの浸水がなかったとの被告国の主張は，

                                            
38 なお，実際に発生した津波の敷地への遡上後の挙動について，被告国は東南方向であったこ

とを主張するが，この点について流況を示す具体的な立証はなく推測にとどまるものである。 
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根拠を欠く推測に留まることは明らかである。 

 

（e）漂流物の衝撃力について 

 被告国は，漂流物の衝撃力について予測の困難性を指摘（今村意見書５７頁）す

るが，被告東電の影響分析（丙 B５３—５頁）によれば，「開口に取り付けられた扉

やシャッターの一部が津波により損傷」とされているのみであり，漂流物による開

口部への影響がなかったことを示している。 

 したがって，現実に，漂流物による開口部に対する影響がなかった以上，結果回

避可能性を否定する根拠とはなりえない。 

 

（ｆ）小括 

 被告は，今村意見書を引用して，水密扉による結果回避の不可能性を主張するが，

平成２０年推計を前提として当時の知見に基づき水密扉を設計した場合，動水圧を

考慮しても実際に生じた津波波圧に耐える強度を有していたのであり結果回避可

能性を肯定できる。 

 

（ウ）非常用ディーゼル発電機等の高所化について 

 被告国は，第１９準備書面５０頁以下において非常用ディーゼル発電機等を高

所化するには，耐震設計審査指針で S クラスの耐震安全性を備えることが規制上

要求されるため，地震動対策の観点からも容易にできるものではなかったなどと

述べるためこれに反論する。 

 まず，平成１４年，被告東電は，非常用ディーゼル発電機を高所化したが，こ

のとき，「保安院からは，評価内容を踏まえた特段の指導等は行われなかった。」

（甲 A２—３８１）。したがって，規制上の要求を根拠として高所化を否定する被

告の主張は認められない。 

 また，被告東電は，事故後の津波対策の方針として 
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   「①津波に対して遡上を未然に防止する対策を講じる。   

②さらに，津波の遡上があったとしても，建屋内に侵入することを防止する。  

③万一，建屋内に津波が侵入したとしても，機器の故障と違って，津波の影

響範囲は甚大で多くの機器に影響を与える可能性があることから，その影

響範囲を限定するために，建屋内の水密化や機器の設置位置の見直し等を

実施する。 

④上記①〜③の徹底した対抗策の実施により津波によるプラントへの影響

は，最小限にとどめることができると考えられるが，それさえも期待せず，

津波により発電所のほとんど全ての設備機能を失った場合を前提としても，

原子炉への注水や冷却のための備えを発電所の本設設備とは別置きで配備

することで事故の収束を図る。」（乙 B３−１：３２５，３２６頁） 

 を提示し，福島第一原発（甲Ａ６：「添付資料」３－２），柏崎刈羽原発（甲Ａ

５：１３頁），福島第二原発（甲 A６−３−３頁）において，事故後短期間で非常用

電源設備等の高台移転（高所化）を完了している。 

 したがって，事故前にも非常用ディーゼル発電機等を高所化することは容易で

あったと評価できる。 
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［乙 B３−１：３２６頁］ 

 

（５）津波対策の実施に要する時間 

ア 津波対策の実施に要する時間 

 被告東電は，本件事故後わずか２年程度で防潮堤を設備しており，期間の点を考

慮しても防潮堤の設置は実施可能である。 

 失敗学会の提示した対策は安全審査を不要とするものであり，１〜２年間で実施

可能である。 

 政府事故調中間報告が示した水密化，高所化を主体とした対策も，下記述べる通

り，許認可を不要，ないしは，実質的に不要とするものであり，短期間に実施可能

であった。 

 

イ 被告国の主張に対する反論 

 この点，被告国は準備書面（２６）において，回避措置には，①省令６２号の改

正，②技術基準規則の改訂，③許認可に要する期間，④安全協定に基づく地元了解，

のために「５年間」は必要であるとのべる。 

 しかし，原告らは津波対策に関して，後述のとおり既存の規則によって対応可能

であると主張するものであり省令及び規則の改正は不要である。 

 また，③に関しては，許認可と関わりなく平成１４年に「水密化」，「非常用ディ

ーゼル発電機のかさ上げ」（高所化）等が実施されてきた実例からこれらを期間と

して評価するのは不合理である。被告国提出の原子力安全・保安院の元統括安全審

査官青木一哉氏の意見書（丙 B８６−３頁）においても，「原子炉設置変更許可申請

が必要な変更工事等」（丙 A５０）を参照しつつ「防潮堤の設置や建屋等の水密化

は，形式的には本文記載事項ではありませんので，その意味から設置変更許可申請

が必要になることはありません」と述べており，設置変更許可が文理上求められて

いないことを明言している。 
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 なお，仮に許認可に関する期間を算入すべきとしても，被告国が「原子炉設置変

更許可申請が必要な変更工事等」（丙 A５０）を引用し本件に必要な許可処分まで

に２年間を要するとの主張は誤りである。本件各設備は「安全上重要な機器の設計

変更に係るもの」として標準処理時間は「長くとも」１年間と捉えるべきであるし，

また，「標準処理時間」とは規制機関に対する「制約」でありこれよりも早く審査

すべきことを定めたものであるから，仮に許可を要するとしても安全上必要な機

器に関する許可処分は早期になされるべきである。さらに，被告国は，工事計画認

可について申請から処分まで標準処理時間は「３か月」（丙 A５２），使用前検査に

ついて申請から処分まで標準処理時間は「３か月」（丙 A５２）とするが，前者に

ついては，安全機器に関して早期に実施されるべきは同様であるし，後者について

は，すでに設備施設後，使用前の検査であるから，これを結果回避のために要する

期間として算入することは誤っている。 

 ④「地元の了解」はそもそも技術基準適合命令等行政権限の不行使の理由とはな

りえず，これを，必要な期間として評価の対象とすべきではない。 

 防潮堤の設置には他の手段と異なり実施に時間がかかることも予想されるが，前

述の通り被告東電が事故後わずか２年間程度で，防潮堤を設置していることから，

長期間を評価すべきではない。なお，平成２７年東京第五検察審査会は，「O.P.＋

１０メートルの高さの敷地上に，さらに約１０メートルの防潮堤」の設置による結

果回避可能性を認定している（甲 B７１）。 

 以上の通り，期間の点でも，結果回避可能性を肯定できる。 

 

ウ 東海第二原子力発電所は側壁のかさ上げにより事故を免れたこと−今村意見書の

誤謬− 

 今村文彦氏は，その意見書（丙 B５３）４４頁以下において，平成１６年１２

月にインドスマトラ沖で平成１９年１０月「茨城県津波浸水想定区域図」を作成

し，その結果に基づき東海第二原子力発電所の側壁貫通部工事は完了していな
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かったため貫通部からポンプ室に海水が浸水して非常用 DG 1 台が停止したこ

とを，対策のために期間が要する具体例として挙げる。 

 しかし，東海第二原子力発電所は，側壁貫通部工事こそ間に合わなかったもの

の，「茨城県津波浸水想定区域図」による想定津波高の見直しに伴い，側壁高を

T.P.+4.91m から T.P.+6.11m に増設していたことにより，残り２台の発電機で

原子炉の冷却に必要な電源を確保することができた（甲 A２−４０７頁）。すなわ

ち，東海第二原子力発電所は，平成１９年の資料を元に，平成２３年３月までに

側壁を嵩上げし事故を免れたのであるから，今村教授の主張は必要な事実を示

さない点で誤導である。 

 

（６）小括 

 原告らが主張する回避手段は，いずれも事故前に知見の集積があり，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，適時かつ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結果回避義務違反が認められ

る。 

 

３ 国の規制権限不行使の違法 

以下，国が規制権限を適時かつ適切に行使し，津波による事故発生を回避すべき

であったことについて述べる（準備書面（７）第２，準備書面（２７）で詳述）。 

（１）電気事業法による規制 

ア 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。 
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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。 

 

 イ 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
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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。 

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。 

 

 ウ 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
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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。 

 

エ 適合命令について 

（ア）事業者は常に最新の技術基準省令に原子炉施設を適合させるべきこと 

 電気事業法は同法３９条において発電用原子炉が技術基準に適合するよう維

持することを事業者に対して求め，同法４０条は技術基準に適合していないと認

めた場合に技術基準適合命令を発動できることを定めている。 

 原子炉設置後に詳細設計の内容が最新の科学的，専門技術的知見に照らして，

原子炉の安全性という観点から技術基準に適合しなくなるような事態も当然に

上記規律の対象となる。 

 技術基準は省令によってその内容が定まっているところ，規制当局は，省令改
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正を行っており，その都度，事業者は原子炉施設を改正後の省令に合致させるべ

きであった。 

 

（イ）基本設計上の問題が生じれば技術基準に適合しなくなること 

 電気事業法３９条２項１号は，技術基準について，「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」とのみ定めており，その原因が詳細設

計にあるのか基本設計にあるのかを区分していない。したがって基本設計に関わ

る事項について技術基準適合命令を発することに明文上の障害はない。 

 そもそも，安全性確保のための規制において，原子炉の安全性に関わる問題が

基本設計，詳細設計のいずれから生じようとも，災害防止の観点からは，法は行

政庁に必要な規制権限を付与していると考えるのが合理的，整合的である。 

 したがって，設置許可後の科学的，専門技術的知見の進展によって安全性に問

題が生じ，その結果，「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」が懸念される事態に至れば，それが基本設計部分に関わる事項であっ

たとしても，当然，電気事業法は当該原子炉の安全性確保を求めていると解され

る。 

 

（ウ）基本設計と詳細設計の区分が明確でないこと 

 前項のように解釈することが合理的である理由は，そもそも何が基本設計であ

って，何が詳細設計であるかは一義的に明らかになるものではないという点から

も説明ができる。 

 すなわち，一般的に基本設計は詳細設計に比してより抽象的にならざるをえな

いが，その抽象化がどの程度まで必要であるかは，何ら法令上明らかではない。

基本設計という概念は，法令上は用いられていない用語である上に，詳細設計と

の区分の不明確さに起因する問題は避けられず，仮に被告国のような見解に立て

ば規制の範囲も不明確にならざるを得ない。 
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 したがって，電気事業法３９条が，技術基準について文言上，基本設計に限定

しない趣旨は，そのように基本設計と詳細設計の区分が一義的に明確でないこと

を背景に基本設計と詳細設計の別を問わず規制を可能ならしめている点にある

と考えるべきである。 

 

（エ）小括 

 上記に述べたとおり，最新の科学的，専門技術的知見に照らして，原子炉設置

許可後に当該原子炉が安全性を欠くに至った場合，経済産業大臣は電気事業法

に基づいて技術基準適合命令を発動することが可能である。 

 

（２）炉規法による規制 

ア 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「炉規法」と

いう。）は，「原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのつと

り，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ，かつ，

これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに，これらによる災害

を防止し，及び核燃料物質を防護して，公共の安全を図るために，製錬，加工

，貯蔵，再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な

規制を行うほか，原子力の研究，開発及び利用に関する条約その他の国際約束

を実施するために，国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うことを目

的とする」法律である（炉規法１条。但し，本件事故当時の条文）。 

 発電の用に供する原子炉，すなわち実用発電用原子炉（電力事業者の設置す

る原子力発電所は，これに当たる）の設置には，炉規法に基づく設置許可が必

要である（炉規法２３条１項１号）。 

 そして，当該許可の基準としては「その者（原子炉を船舶に設置する場合に

あつては，その船舶を建造する造船事業者を含む。）に原子炉を設置するため
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に必要な技術的能力及び経理的基礎があり，かつ，原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があること。」（炉規法２４条１項３号）及び「原子

炉施設の位置，構造及び設備が核燃料物質（使用済燃料を含む。以下同じ。）

，核燃料物質によつて汚染された物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ。）

又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。」（炉規法２４条

１項４号）が，それぞれ求められる。 

 また，原子炉設置者は，原子炉施設の保全，原子炉の運転について，「保安

のために必要な措置を講じなければならない」（第３５条第１項）と定めてい

る。 

 

イ 設置許可後の安全対策確保の必要性 

 伊方最判は，設置後に安全性を欠いていることが判明したような場合，当該許

可が取り消されることを認めているが，これは，炉規法の趣旨からすれば当然の

ことを指摘したに過ぎない。 

 この取消権限は炉規法に明文化されてはいないが（伊方最判後も取消事由が改

正法によって追加されることはなかった），明文がなくてもその権限は行政庁に

認められているのである。 

 そして，取消権限の分量的一部として原子炉の運転を一時停止させ，安全性を

確保するよう措置を講じるよう求める権限（仮に「一時停止権限」という。）も

行政庁にあると解釈するのが，炉規法の趣旨に合致する。 

 

ウ 行政行為の取消 

（ア）行政行為の取消 

 行政行為によって法律関係が形成等したとき，なんらかの事情によってその

法律関係を旧に復せしめる必要性が生ずることがある。 

 そして，その行政行為自体に瑕疵がある場合，行政行為の取消によって当該
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行政行為の効力を喪失させることとなる。 

 行政行為の取消の実質的根拠は適法性の回復あるいは合目的性の回復にある

から，法律の特別の根拠は不要であると解されている。 

（イ）経済産業大臣の取消権限 

 伊方最判は現在の知見に照らして設置許可要件該当性を判断すべきことを明

らかにした。 

 したがって，本件のように原子炉設置許可後に最新の科学的，専門技術的知

見に照らして，原子炉設置許可後に当該原子炉が安全性を欠くに至った場合，

経済産業大臣は原設置許可の取消をすることが可能であり，それには法規上の根

拠規定は不要である。 

 

エ 分量的一部としての一時停止の規制権限 

 経済産業大臣には前記のとおり炉規法に基づく設置許可の取消権限があった

だけでなく，取消権の分量的一部として，炉規法に基づいて原子炉施設の運転に

ついて一時的な停止を命じる権限も有していたと解すべきである。 

 すなわち被告国は，被告国第６準備書面１２ページにおいて「・・既設の原子

炉施設が原子炉設置許可の要件を欠くような事態となれば，経済産業大臣は，事

業者に対し設置変更許可処分の申請を促す行政指導を行い，当該申請があればこ

れを許可するか否かを判断し，あるいは容易に想定しがたいことではあるが，こ

れに応じて申請しない場合には設置許可処分の取消により是正しうるほかない

こととなる。」と述べる（下線部は原告ら代理人）。 

 しかし，設置許可の取消しかできないという考え方は，当該行政行為が受益的

行政行為であることに鑑みると相手方の保護に著しく欠けると言わざるを得な

い。 

 すなわち設置許可の取消権限は全体的かつ永続的に設置許可が取り消された

原子炉施設の運転を停止することとなるが，取消権限が与えられた行政庁は，権
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限行使をする否かの択一的判断を迫られると解すべき必然性はない。 

 すなわち，設置許可を再び満たすように当該原子炉施設の運転を一時的に停止

する規制権限を取消権限の分量的一部として有すると解すべきであり，これによ

り受益的行政行為の相手方との利益の調整を図りうる。 

 なぜなら，事後的に安全に関する設置許可要件が欠けるに至った事業者の利益

を擁護しながら，最初から審査するという手続き的な不経済を回避することがで

き，かつ，安全性の確保という法の趣旨を短期間に満たすことが可能となるから

である。 

 このようにいわば法の欠缺によって規制権限が明文で法定されない場合に規

制権限の存否が争点となった事例として，いわゆるスモン事件についての東京地

裁判決があげられる（昭和５３年８月３日東京地裁判決判例タイムズ３６５号９

９頁）。 

 この事件において被告となった国は，「現旧薬事法をはじめとして，如何なる

法令にも，厚生大臣が許可・承認後に医薬品の副作用による被害を回避するため

の措置を講ずるよう義務づけた規定は存しないのであるから，厚生大臣は，許可・

承認後に，かかる措置を講ずべき法律上の義務を負うものとはいい得ない。」と

主張した。 

 しかし，東京地裁は，かかる主張を容れず，次のように述べて，承認の取消権

を認め，それに加えて取消権の分量的一部としての一時停止の規制権限をも認め

たのである（下線部は原告ら代理人）。 

「明文の規定の存しない「承認の取消」については，なお，製造業等の許可

または薬局の開設の許可の取消，許可の更新の拒絶等につき法が必要とし

て定めた聴聞の規定（七六条）の類推適用の問題が残るが，いずれにせよ，

承認の取消については，承認を与えられた業者の既得権と国民の生命・健康

とが，法益としての比較を絶するものであること，また，承認を取り消すべ

きものとした厚生大臣の判断に誤りがないかぎり（本件において，キノホル
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ム含有製剤の販売中止の行政措置をとるべきものとした厚生大臣の判断に

誤りがないことは，第二編において詳述したところである），承認の取消あ

るいはその分量的な一部としての製造・販売の停止は，必ずしも業者にとつ

て不利益とは限らないこと（本件において，右の行政措置がさらに一年後れ

た場合を想起すれば足りるであろう）が，まず認識されなければならないの

である。」 

 電気事業法に一時停止権限が技術基準適合命令という形で明記されているが

（電気事業法３９条，４０条），明文規定がなくとも炉規法の趣旨から行政庁に

一時停止権限が認められるべきである。 

 実際に，平成１９年（２００７年）７月に新潟県中越沖地震により，柏崎刈羽

原発は全面停止したが，経済産業省は耐震バックチェックで安全性が確認できる

まで，原子炉の運転を再開しないよう指示を出した（甲 A２—３９７，乙 B３−１ 

１３頁 丙 B８５−９，２６頁）。これは，被告国が耐震バックチェックという設

置許可に関する事例であるため，炉規法を根拠とする行政指導により運転停止を

命じた例であると評価できる。 

 したがって原告らが指摘するような津波対策，シビアアクシデント対策は電気

事業法及び炉規法によって，既設原子炉の一時停止権限は常に認められ，この結

論は問題となる結果回避措置が前段規制にかかるものであろうとなかろうと関

係がないのである。 

 

（３）段階的規制論 

 被告国は，「段階的規制論」に依拠して，事故当時の法体系においては経済産業大

臣が技術基準適合命令を発することはできなかったと主張するため，以下反論する

（被告国第６準備書面，原告準備書面（２７）に詳述）。 

ア 段階的安全規制論の趣旨 

 炉規法第四章の原子炉の設置，運転等に関する規制の内容をみると，原子炉の
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設置の許可，変更の許可（２３条ないし２６条の２）のほかに，設計及び工事方

法の認可（２７条），使用前検査（２８条），保安規定の認可（３７条），定期

検査（２９条），原子炉の解体の届出（３８条）等の各規制が定められており，

これらの規制が段階的に行われることとされている（なお，発電用原子炉施設に

おける工事計画の認可，使用前検査及び定期検査については電気事業法が定め

る）。 

 これがいわゆる段階的安全規制と言われるものである。 

 

イ 原子炉設置許可処分の段階における安全審査の対象の問題であること 

 段階的安全規制論は，原子炉設置許可処分の段階における安全審査の対象が基

本設計に限定されることの根拠として論じられたものである。 

 すなわち伊方原発に関する平成４年１０月２９日最高裁判決は，「原子炉の設

置の許可の段階においては，専ら当該原子炉の基本設計のみが規制の対象となる」

とした（下線部は原告ら代理人。以下，同じ。またこの最高裁判決を以下，「伊

方最判」という。）。 

 その理由は，第一に炉規法が核燃料物質，核原料物質，原子炉の利用のそれぞ

れについて分野毎に安全規制をとっているから，原子炉設置許可に際しての安全

性の審査は原子炉自体の安全性に関する事項に限定されること，第二に発電用の

原子炉の利用に関する炉規法及び電気事業法による安全規制の特色は，原子炉施

設の設計から運転に至るまでの過程を段階的に区分し，それぞれの段階に応じて

原子炉施設の許可，工事計画の認可，使用前の検査，保安規定の認可，定期検査

等の規制手続きを介在せしめ，それらを通じて安全確保を図るという，いわゆる

段階的安全規制の体系がとられているから，原子炉の設置許可の段階では，その

基本設計のみを審査すればよいことにあるとされている（以上について伊方最判

に関する最高裁判所判例解説民事編平成４年度４２７頁以下参照）。 
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ウ 段階的安全規制は設置許可の段階における問題であること 

 以上に述べたとおり，段階的安全規制という考え方は，原子炉の設置の許可の

段階において規制の対象となる範囲を限定するためのものである。 

 被告国の段階的安全規制の主張は，設置許可をする時点における安全審査の対

象の議論を，設置許可がなされた後の時点における安全性の問題にすり替えたと

ころに誤りがある。 

 すなわち，設置の許可がなされた後に新たな技術的知見が生じたことによって，

設置の許可の要件を欠くに至った場合，被告国においてどのような規制をするこ

とができるのかという問題については，段階的安全規制から論理必然的に結論が

でるものではない。 

 

エ 小括 

 段階的安全規制論に依拠して，設置許可後に許可にかかる原子炉施設が基本設計

レベルでの安全性を欠いた場合の規制権限について述べる被告国の主張は論理的に

飛躍しており誤りである。 

 

（４）結語 

 以上の通り，被告国は，炉規法または電気事業法に基づいて設置許可を受けた

既設原子炉に対し，最新の知見に基づいて当該原子炉の安全性が欠如するに至っ

たと思量する場合，事業者に対し，安全性を確保するように求めて当該原子炉を

一時的に運転停止させる等の規制権限を有していた。 

そして，被告国は，平成１４年時点（乃至，遅くとも平成２０年３月〜６月）で，

津波の予見が可能であったのであるから，被告東電に対し，電気事業法３９条に基

づく技術基準適合命令を発し，または，炉規法に基づいて一時的に運転停止させる

等必要な安全対策をとり本件結果を回避すべきであった。 
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４ 過失と違法性の時期 

 以上に述べたとおり，最新の科学的，専門技術的知見に照らして，原子炉設置

許可後に当該原子炉が安全性を欠くに至った場合，経済産業大臣は，適時に電気

事業法に基づいて技術基準適合命令を発動すること，及び炉規法に基づいて運転

停止させる等必要な安全対策をとるが可能である。 

 したがって，被告国が津波の予見が可能となった平成１４年時点（乃至，遅く

とも平成２０年３月ころ）には，既に規制権限不行使の違法が認められる。 

 

第６ シビアアクシデント対策 

1 予見可能性    

（１）予見可能性の対象 

ア シビアアクシデントの定義 

 シビアアクシデントとは，「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」であり，シビアアクシ

デント対策懈怠の過失についての予見の対象となる事実である（原告準備書面

（１０）第１，１項（１），甲 C１−４頁）。 

 そして，上記の予見対象事実は，「起因事象」として類型化されており，これら

の「起因事象」の中から確率論的手法により，最も危険性の高い「起因事象」39を

特定することが，シビアアクシデント対策における「予見」であると主張する。 

 

イ シビアアクシデント対策の概要 

 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（地震，

                                            
39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」の分類例：・高圧・低圧注水機能喪失・高圧注水・減圧機能喪失・全交
流動力電源喪失等・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) 
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津波など）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

ント対策である。 

 確率論的安全評価は原子力発電所で発生しうるあらゆる事故を対象として，そ

の発生頻度と発生時の影響を定量評価し，その積である「リスク（危険度）」とし

て把握する。 

 そして把握されたリスクのうち「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」こそが，予見対

象となるべき事実であり，結果回避義務の対象となるべき具体的な事実ある。 

 

ウ 確率論的評価手法（PSA) 

（ア）PSA（確率論的安全評価）とは 

 PSA（確率論的安全評価。米国では PRA と略される）とは，「原子炉施設の異常

故障等の起因事象の発生頻度，事象の及ぼす影響を緩和する安全機能の喪失確率及

び事象の進展影響を定量的に分析・評価することにより，事故の発生確率や事故の

影響あるいは両者の積（リスク）の形で表された結果をもとに原子炉施設の安全性

を総合的に評価しようとするもので，安全確保対策を体系的かつ定量的に評価する」

方法である。シビアアクシデントの研究では，事故の発生確率を踏まえた上で，そ

の現象，及び，影響を知るための手段として，PSA が利用される（甲 C３−６頁）。 
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  PSA は，システム信頼性評価及び炉心損傷確率評価を行う「レベル 1PSA」，損

傷炉心及び核分裂生成物（FP）の環境への放出挙勤評価までを行う「レベル２PSA」，

環境影響評価までを行う「レベル３PSA」の 3 段階に分けられる（同 6 頁）が，炉

心が重大な損傷を受ける確率を推定するレベル１PSA が最も重要である。 

 

（イ）PSA の実施手順 

 PSA の実施手順は以下の通りである（甲 C２−11 頁） 

① 炉心損傷に至る事故シークエンス40を系統的手法で分類・定義する。 

② 定義された各炉心損傷事故シーケンスの発生頻度と，それに対する各機器の

故障の寄与度を定量化する。即ち，炉心損傷頻度にとって寄与の大きい事故シ

ークエンスや機器故障を同定する。 

③ 各炉心損傷事故シーケンスについて，事故進展や FP（核分裂生成物）の放出・

移行挙動を解析し，格納容器の破損頻度や事故時ソースタームを定量化する。

即ち，格納容器破損頻度や環境影響にとって寄与の大きい事故シーケンスを同

定する。 

④ それぞれの解析結果における不確実さを定量評価するとともに，それに寄与

する不確実さ因子を同定する。 

 

 ［事故シーケンス］ 

                                            
40 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）を，「事故シーケンス」とよぶ。本文図の「起因事象」から「長期冷却」「炉心損

傷」に至る，枝分かれした個々の事象連鎖が「事故シーケンス」である。 
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［甲Ｃ２−45頁：「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−」］ 

 

（ウ）PSA 結果の利用方法 

 PSA の結果は，過酷事故対策の立案に利用される。具体的には，以下の利用方

法が指摘されている（甲 C２−11 頁）。 

① 炉心損傷に至る事故シーケンスを全て定義できることから，総合的なアクシ

デントマネジメントを考える上での基盤となる。 

② アクシデントマネジメントを考えないとの前提で PSA を実施することにより，

炉心損傷頻度や格納容器破損頻度にとって寄与の大きい事故シーケンスや機

器故障を同定できる。これから，どのような事故シーケンスや機器故障を対象

にアクシデントマネジメントを考えればよいかわかる。即ち，アクシデントマ

ネジメントの対象を同定することができる。 

③ こうして同定された重要な事故シーケンスや機器故障に対してアクシデント

マネジメントを用意した後で，再び PSA を実施することにより，アクシデン

トマネジメントの導入による炉心損傷頻度や格納容器破損頻度の低減効果を

求めることができる。 

④ 重要な事故シーケンスにおいて，アクシデントマネジメントを考えない場合

と考えた場合の事故進展の解析やソースタームの評価を実施することにより，

アクシデントマネジメントによる事故影響の緩和効果を求めることができる。 
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⑤ アクシデントマネジメントによっては，炉心損傷事故の発生頻度や格納容器

の破損頻度，あるいは事故時ソースターム41の不確実さが小さくなるものもあ

る。不確実さが小さくなることもシビアアクシデント対策を考える上で有用な

知見となる。 

⑥ 上述の③〜⑤のような評価を行うことにより，各アクシデントマネジメント

案の有効性を示すことができる。 

 

（エ）前兆事象評価手法（詳細は準備書面（１７）） 

 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，「運転経験フィードバック」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。 

 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。また，前兆事象（ＡＳＰ）評価は，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。 

                                            
41 炉心損傷事故時，燃料は溶解し核分裂生成物が炉心から放出され，一定の漏れ率で環境

へ放される。環境への影響を評価するには，核分裂生成物の種類，化学形，放出量を明らか

にする必要があり，これらを総称してソースタームと呼ぶ。 
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 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。 

 

エ 確率論的安全評価手法により，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が可能であること 

（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42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。 

 

                                            
42 原告準備書面（8）１８頁参照 
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（イ）本件の事故シーケンス（準備書面（１０）） 

a 事故経過 

 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，①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②崩壊熱除去で冷温停止に移行（結果回避）できる（甲 A7）。 

 

ｂ 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43により停止した。 

                                            
43 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 A８−３］ 

 

オ 予見可能性が肯定できる「起因事象」は①全交流電源喪失事象（SBO），及び②
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最終ヒートシンク対策（崩壊熱除去系）である 

（ア）予見対象の特定 

 以上より，原告は，予見対象となる「起因事象」を，①全交流電源喪失事象（SBO），

及び②最終ヒートシンク対策（崩壊熱除去系）と特定する。 

 そして，被告らが，確率論的評価手法を用いて，数ある起因事象のうちから，

福島第一原発１号機乃至４号機で炉心損傷に結びつく起因事象が①全交流電源

喪失事象（SBO），及び②最終ヒートシンク対策（崩壊熱除去系）であると予見可

能であれば，法的に予見可能性が肯定できるものと主張する。 

 後述するとおり，内的事象にとどまらず，外的事象の PSA を行えば，本件の

「起因事象」を予見し，結果回避可能であった。 

 

（イ）全交流電源喪失事象（SBO） 

 全交流電源喪失事象（SBO）とは，「全ての外部交流電源，及び，所内非常用交

流電源からの電力の供給が喪失した状態44」をいう。具体的には，「外部電源が喪

失し，かつ，非常用ディーゼル発電機の起動失敗等により発生する複合事象」で

あるとされる（甲 C４−１頁：「原子力発電所における全交流電源喪失事象につい

て」）。 

 SBO は，シビアアクシデントの事故シーケンスの１つである。そして，原子炉

を「冷やす」機能（冷却系）は，電源に大きく依存するため，シビアアクシデン

ト対策の中でも，SBO 対策は重要である。 

 原子炉安全基準専門部会共通問題懇談会は，SBO を，沸騰水型プラントにおけ

る「他の事象と比較して，相対的に大きな炉心損傷確率を与える事故シーケンス」

と位置づけ，早期の段階から問題視し（甲 C３−１０頁），平成４年３月の共通問

題懇談会報告書においては，AM で対応すべきものと整理された(甲 A2−418 頁：

                                            
44  外部電源が喪失した場合，非常用ディーゼル発電機が自動起動し，電源が保たれる。 
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政府事故調中間報告)。 

 

（ウ）最終ヒートシンク対策（崩壊熱除去系）とは 

 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

（甲 A2：政府事故調中間報告１２〜１３）。 

 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。 

 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
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事故調）。 

 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）。 

 

カ 被告らの主張 

 被告らは，原告が提示するシビアアクシデント対策に関する予見の対象につい

て，特定性を欠くなどと述べる。 

 しかしながら，被告国は第 8 準備書面１７頁以下の「第２ ４『外部事象及び内

部事象に対する設計上の考慮について』」において，原告らが主張する「起因事象」

及び「事故シーケンス」の語を用いて「現実に起きうる異常や事故は，すべて発

端となる事象（以下「起因事象」という。）から始まり，様々な経過を経て，最終

的な状態に到達する。この事象進展の筋道の一つ一つを『事故シーケンス』と呼

ぶ。」「原子炉状態を異常な状態に導く可能性のある事故シーケンスのうち，類似

した事故シーケンスを広く包絡する代表的事故シナリオを幾つか抽出し，その発

生を仮定して安全対策を立てる。」「その発生を想定して立てた安全対策は設計基

準事象と類似の他の多くの事故シーケンスに対しても有効なものとなる」と説明

している。 

 上記の考え方は，原告の主張する予見の対象論と全く同じものである。すなわ
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ち，被告らの主張のうち，「原子炉状態を異常な状態に導く可能性のある事故シー

ケンスのうち，類似した事故シーケンスを広く包絡する代表的事故シナリオを幾

つか抽出し，その発生を仮定」する作業は，あまたある事故シーケンスのうち最

も発生確率の高い「起因事象」を特定すること＝原告が主張する SA 対策におけ

る「予見」そのものである。また，「起因事象」が特定されれば，その発生を仮定

して安全対策を採る＝結果回避を行なう事が可能となるのである。 

 すなわち，SA 対策という工学的な手法を，不法行為法にあてはめた場合には，

原告の主張する枠組みとなるのである。 

 

（２）予見可能性   

ア 確率論的評価手法の進展 

（ア）海外における知見 

a 米国における PSA の進展  

 世界で最初の PSA は，昭和５０年（１９７５年），米国の WASH-1400 報告「原

子炉安全研究（RSS：Reactor Safety Study）」である。 

 その後，米国では，TMI 事故後のシビアアクシデント研究の成果を取り入れて，

NUREG-1150 が実施された。これは，加圧水型プラント３機，沸騰水型プラント２

機を対象として，RSS の結果を改訂することを図ったものである。NUREG-1150 で

は，外部事象（ここでは火災と地震）についても，PSA を行い「地震や火災に起因

する炉心損傷は，内的事象に比べて決して小さくはない」と報告している（甲 C２

—５７）。 

 その後，NRC（米国原子力規制委員会）は，昭和６０（１９８５）年に「シビア

アクシデント政策声明書」（50FR32138）を公表45した。この政策声明書において

                                            
45 被告国は，第４準備書面等において「シビアアクシデント政策声明書」（丙 C１４）が既設炉

には適用されなかった（バックフィットの否定）と主張するが，丙 C１４の７−２によれば，

NRC は「既存の原子力発電所については『NRC の研究，産業界炉心損傷研究及び PRA の結果等

現在の情報に基づけば，公衆の安全，健康，財産に対する過度のリスクを有していない』と判断
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は，既設の原子力発電所に対しては直ちに新たな規制措置を講じる必要はないとし

ながらも，①今後，必要があれば規制措置を講じること，②既設の全原子力発電所

について個別プラントごとの解析を実施することが示された。SA に対する脆弱性

を把握するため，昭和６３（１９８８）年に内的事象を対象とした個別プラントの

ごとの解析（IPE:Individual Plant Examination）の実施を事業者に要請し平成４（１

９９２）年に終了する。 

 また，NRC は，平成３（１９９１）年に地震等の外的事象を対象とした個別プラ

ントのごとの解析（ＩＰＥＥＥ：IPE for External Events）の実施を事業者に要請し，

平成８（１９９６）年に終了する。IPEEE の実施により，シビアアクシデントの原

因として，地震と溢水などの複合原因の相互作用が問題となることが判明した。 

 

「近年の PSA 技術の進歩」と題する表（平成 7 年時点） 

［甲 C2−52：「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−」］ 

                                            
した」という理由が付されており，無条件にバックフィットを要求しなかったわけではない。ま

た，既存炉に対しても特定のプラントに対する規則が公示されており，確率論的リスク評価の実

施が求められている（丙 C１４の７−３頁）。また，総合資源エネルギー調査会原子力安全・保

安部会基本政策小委員会は平成２２年３月２９日「原子力安全規制に関する課題の整理」におい

て，「国際的な動向を踏まえ，法令上の取扱等について検討することが適当」としており，シビ

アアクシデント対策の規制要件化は国際的なスタンダードであったと言える（甲 B２７−１３４

頁脚注６） 
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b 平成１３（２００１）年同時多発テロ後の規制「B.5.b」 

 平成１３（２００１）年の同時多発テロを受け，平成１４（２００２）年２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）。なお，テロ対策であることから，「B.5.b」は，平成１

５年当初公開されなかった。  

 平成１８（２００６）年３月，青山伸原子力安全・保安院審議官らが，NRC を

訪問し，原子力発電所に対する航空機衝突に係る米国の取組の聴取りを行い，保安

院は 平成１９（２００７）年１月の訪問時に NRC より資料46を入手したが，他の

機関には伝えなかった（甲 A3：政府事故調３２６頁）。この点，被告東電は，総括

文にて，「運転開始後にも米国のテロ対策(B.5.b)に代表される海外の安全性強化策

や運転経験の情報を収集・分析して活用」しなかったこと」を反省し（甲 A5-6 頁），

「米国のテロ対策(B.5.b)は，テロ対策という性格から公式には情報が公開されてい

なかったが，注意深く海外の安全強化対策の動向を調査していれば，気づくことが

できた可能性があった」とのべ，「B.5.b」の規制内容を知り得たことを自認してい

る。 

 

                                            
46 但し，B.5.b 本文等の資料そのものではない（甲 A3-327：政府事故調）。 

 



 161 

（イ）日本における知見の進展 

a 日本における知見 

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，ＮＵＲＥＧ－１

１５０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。 

 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 Ｎｕｃｌｅａ
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ｒ 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２０１２（平

成２４）年に「ＮＯ．ＳＳＲ－２／１」に更新された（甲Ｃ５２：「ＩＡＥＡ安全

基準原子力発電所の安全： 設計 ＮＯ．ＳＳＲ－２／１」。以下「ＳＳＲ－２／

１」という）。「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Ｃ５２−２

３，２４：「ＳＳＲ－２／１」）。 

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。 

 

ｂ 日本における規制の経緯 

（a）共通問題懇談会の設置と安全委員会決定 

 昭和６２年７月，安全委員会は，原子炉安全基準部会に共通問題懇談会を設置し，

シビアアクシデントに対する検討を開始した。同懇談会の検討項目として，①シビ

アアクシデントの考え方，②シビアアクシデント時の格納容器の機能，ソースター

ム等，③複数立地，④確率論的安全評価手法の考え方，等が上がっている（甲 C５：

第 1 回共通問題懇談会資料「今後の検討方針について（案）」）。 

 同懇談会は，昭和６２年 7 月から平成３年１１月まで１４回開催され，原子力安
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全委員，通産省のほか，第４回会合には，被告東電，関電ら電気事業者も参加し，

PSA の実施報告を行った（甲 C６：「国内 BWR プラントの確率論的安全評価につ

いて」）。 

 また，同懇談会は，平成２年２月１９日に，安全委員会に対し，「原子炉安全基

準専門部会共通問題懇談会中間報告書」（甲 C３）を報告し，平成４年３月５日に

は，同委員会に対し，最終報告を行った（甲 C１−２頁〜）。同年５月２８日，安全

委員会は，上記報告を妥当なものとして，「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ージメントについて」（甲 C１−１，

２頁）を発表した。この決定は，その後の日本における過酷事故対策の基本的な方

向を定めた47。 

 この要点は，次のように整理されている。 

① わが国の原子炉施設の安全性は，多重防護の思想に基づき厳格な安全確保

対策によって十分に確保されており，過酷事故は工学的には現実に起こると

は考えられないほど発生の可能性は小さく，原子炉施設のリスクは十分に低

くなっていると判断される。 

② ＡＭの整備は，この低いリスクをいっそう低減するものとして位置づけら

れる。したがって，ＡＭは，原子炉設置者が自主的に整備することが強く奨

励されるべきである。  

 

（ｂ）資源エネルギー庁公益事業部通達 

 通商産業省（現：経済産業省。以下単に「通産省」という。）は，安全委員会の

「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

トマネージメントについて」（甲 C１）をうけて，同省の対応方針をまとめ，平成

                                            
47 なお，この決定は，本件事故発生後，その有効性を失ったことから，平成２３年１０月に廃

止された（甲 C９：原子力安全委員会決定「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデン

ト対策について」）。 
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４年７月，資源エネルギー庁公益事業部長通達「アクシデントマネジメントの今後

の進め方について」（甲 C７）を発出した。同通達は，「我が国においてはシビア

アクシデントの可能性は十分小さい48ので，アクシデント・マネジメントは電力会

社が自主保安の一環として実施するものである」と位置づけ，アクシデントマネジ

メントがなされているか否か，又は，その具体的内容によって，原子炉の設置，又

は，運転などを制約するような規制的措置を要求しないとした。 

 その上で，電気事業者に対して， 

 ① １９９３年（平成５年）末迄に，各原子力発電所の PSA49を実施し，その

安全上の特性を把握し，アクシデントマネジメント候補の検討を行うこと 

 ② その後速やかに，この検討結果に基づいてのアクシデントマネジメント

の整備を行うこと 

 ③ それより後は，定期安全レビュー等において，アクシデントマネジメント

を定期的に評価すること 

を要請した（甲 C７）。 

 また，保安院は平成１４年１月に，代表炉以外の全ての炉ごとに AM 整備後にお

ける出力運転時の内的事象の PSA（レベル１PSA 及びレベル２PSA）の実施を事業

者に要請した（甲 A２−４２４頁）。 

 

（ｃ）平成１４年５月「アクシデントマネジメント整備報告書」及び「アクシデ

ントマネジメント整備有効性評価報告書」の提出 

 平成６年３月３１日，被告東京電力は，公益事業部長通達を受けて，通産省に対

                                            
48 具体的には，フェーズ I のアクシデントマネージメントの一部を考慮したレベル 1PSA によ

れば，代表的な国内原子炉の炉心損傷に至る事象の発生率は，評価の不確かさを考慮しても 10-

5/炉年より小さく，これは例えば IAEA・INSAG(国際原子 力安全諮問委員会)の基本安全原則が

示す定量的な安全目標(炉心損傷の発生率 10−４ /炉年(既存炉に対して)，10-5/炉年(新設炉に対し

て)を満足している，というものである。 １０−５/炉年とは，事故の発生確率が，原子炉１個あた

り 10 万年に 1 回の割合であることを指す。 
49 但し，内的事象 PSA のみ 
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し，「アクシデントマネジメント検討報告書」を提出するとともに，報告書に基づ

きアクシデントマネジメントの整備を行い，被告東京電力は，平成１４年５月，福

島第一原発，福島第二原発，及び，柏崎刈羽原発の「アクシデントマネジメント整

備報告書」（甲 C８）と「アクシデントマネジメント整備有効性評価報告書」を経

産省に提出した（丙 C８）。被告東京電力は，同年までの取組みをもってＡＭの整

備は終了したとして，それ以上のＡＭを推進しなかった。 

 

 

  

 以上の通り，日本の AM 対策は，法規制は行わないが，被告国が，電気事業者の

自主的な AM 対策の手順を要請し事業者に報告させる，という特殊な行政規制を

採用した。この方針は，平成１４年に各電気事業者より整備報告書が提出された後

も，何らの進展，及び，変更は無かった。 

 

ｃ 平成１５年８月４日「安全目標に関する調査審議状況の中間取りまとめ」 

 原子力安全委員会は，「日本の原子力安全規制活動によって達成し得るリスクの

抑制水準として，確率論的なリスクの考え方を用いて示す安全目標を定め，安全規

制活動等に関する判断に活用することが，一層効果的な安全確保活動を可能とする」

とし，平成１２年９月に，原子力分野の専門家のみならず，他技術分野におけるリ

スク管理・評価の専門家，マスコミ関係者など幅広い分野の専門委員から構成する
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安全目標専門部会を設置し，原子力の安全目標に関して，幅広い視点から総合的な

調査審議を行った。 

 平成１５年８月４日，原子力安全委員会安全目標専門部会は「安全目標に関する

調査審議状況の中間取りまとめ」を公表した（甲Ｄ共１７０−１〜３：「安全目標に

関する調査審議状況の中間取りまとめ」）。 

 「中間取りまとめ」は，安全目標を，「原子力安全規制活動の下で事業者が達成

すべき，事故による危険性（リスク）の抑制水準を示す定性的目標と，その具体的

水準を示す定量的目標で構成するもの」とし定量的目標が対象とする事故による影

響の発生の可能性の原因事象として，機器のランダムな故障や運転・保守要員の人

的ミス等，いわゆる内的事象と，地震及び津波・洪水や航空機落下等，いわゆる外

的事象の両者を対象とした（甲Ｄ共１７０—６）。 

 平成１８年３月２８日，原子力安全委員会安全目標専門部会は，中間取りまとめ

を受けて，「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」を公表した（甲Ｃ７１：

「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について－安全目標案に対応する性能目標

について－」）。 

 「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」は，事故による影響発生の可能

性の原因として，機器のランダムな故障や運転・保守要員の人的ミス等により発生

する内的事象と，地震及び津波・洪水及び航空機落下等による外的事象の両者を性

能目標の検討対象とした（甲Ｃ７１−３，４）。 

 そして，性能目標の定量的な指標として，炉心損傷頻度50（ＣＤＦ）を１０
－４

 

／年，格納容器機能喪失頻度51（ＣＦＦ）については１０
－５

／年を満足すること

を要求した。 

 また，「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」には，外的事象の確率論

                                            
50 Ｃｏｒｅ Ｄａｍａｇｅ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ 

リスクの源となる炉心に内蔵される放射性物質の放出をもたらす炉心損傷の発生確率 
51 Ｃｏｎｔａｉｎｍｅｎｔ Ｆａｉｌｕｒｅ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ 

格納容器の防護機能喪失の年当たりの発生確率 
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的評価について「外的事象に対しては，今後，評価実績の積み重ねが必要とされる

技術である。本報告に提示する性能目標案は，最新のＰＳＡ知見に基づくものであ

るが，今後の更なるＰＳＡ技術の進展に伴い必要に応じて改訂するなど段階的に取

り組む必要がある。」とのべて，将来的に外的事象の確率論的評価を取り入れるべ

きことを明示した。すなわち，前記性能目標は外的事象の確率論的評価を含む炉心

損傷確率の基準（性能目標）である。上記の性能目標として掲げられた数値は，い

ずれもＩＡＥＡのＩＮＳＡＧ－３「原子力発電所のための基本安全原則」において

１９８８（昭和６３）年には指摘されていたものであった（甲Ａ１−１２１：「国会

事故調」）。 

 米国においても１９９１（平成３）年，外部事象に基づく確率論的安全評価を電

力会社に求め，１９９６年にその対応を終了していた（ＩＰＥＥＥ）。 

 また，ＩＡＥＡのＩＲＲＳレビューは，原子力安全・保安院に対し，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をおこなうべきとの提案

を行っている（甲Ａ１５－５８）。 

 したがって，被告らは平成１４年までに性能目標を基礎づける情報を入手できた

のであり，かつこれを規制要件化することも可能であった。仮に平成１４年で安全

目標等を導入していたとしても，それでも諸外国に比較しても１０年以上も対応に

遅れをとっていたのである。 

 ところが，平成１８年段階で，原子力安全委員会が性能目標について具体案を提

示したにも関わらず，委員会決定はなされず規制要件化されなかった（甲Ｃ７４−

３３，３４）。原子力規制委員会更田委員は，規制要件化されなかった理由として，

「各事業者」又は「自治体」が，個別プラントのリスクが数字で示されることに対

し抵抗した可能性があることを示唆している（甲Ｃ７４—３４）。 

 

d 平成１８年１月，原子力安全・保安院主催の溢水勉強会 

ルブレイエ原発事故，マドラス原発事故等を契機として，２００６（平成１
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８）年１月から原子力安全・保安院が主催する溢水勉強会が開かれた52。同勉強

会第１回資料には「想定を超える津波（土木学会評価超）」に対する安全裕度等

について，代表プラントを選定し，以下のスタディを実施する」との記載があ

り（甲Ｃ４６），同第２回資料には，添付資料として「想定外津波に対する機器

影響評価の計画について（案）」との表題のもと「１．概要 津波に対するプラ

ントの安全性は，設計条件にて十分確保されているという考えの下，念のため

という位置づけで，想定外津波に対するプラントの耐力について検討を行う。

最終的には，リスクとコストのバランスを踏まえた合理的な対策を立案するこ

とを目的とするが，想定外津波に対するプラントの耐力・対策コストについて

概略的なイメージを持つため，代表プラントにて確定論的な検討を行うことと

する」との記載がある（甲Ｃ４７）。 

また，外部溢水に関しては，津波 PSA（確率論的安全評価）の高度化（津波リ

スクの明確化 ５年計画）が検討課題とされ，平成１８年５〜６月ころまでの

津波溢水に関する目標として「（１）代表プラントの津波ハザード暫定評価 （２）

代表プラント機器への影響評価」が挙がっている（乙 B１１号証の１，２）。こ

れはまさに津波 PSA の実施計画に他ならない。 

                                            
52 溢水勉強会については，「原告準備書面（４）第６」にて詳述 
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「乙 B１１の２］ 

 

 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）。これは上

記乙 B１１の２の「（２）代表プラント機器への影響評価」を実施したことにほ

かならない。 

 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。（非常用海水ポンプの使用不能は崩壊熱除去系の喪失を

意味する。） 

 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
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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。 

 

e 被告東電は確率論的評価手法に着手していた 

（a）平成１８年５月１１日第４回溢水勉強会での東電報告 

平成１８年５月１１日，被告東電は，「内部・外部溢水勉強会」において，「確

率論的津波ハザード解析による試計算について」と称する報告書（甲 B１３）を

提出した（日付は平成１８年５月２５日）。 

この報告書は，ロジックツリーに基づく評価手法を採用し，数値計算に用いる

標準的な断層モデルを「原子力発電所の津波評価技術」に準拠し，確率論的津波

ハザード解析53を行った結果を内容とするものであり，前述の乙 B11 の２の「（１）

代表プラントの津波ハザード暫定評価」を実施していたことにほかならない。 

すなわち，被告東電は，平成１８年に，津波 PSA 作成に着手しその成果を公

表していたものである。 

 

（ｂ）平成１８年 7 月米国フロリダ州マイアミにおける被告東電の学会報告 

平成１８年 7 月，被告東電は，米国フロリダ州マイアミにおける第１４回原子

力工学国際会議（ICONE-14）において，上記と同様の確率論的津波ハザード解

析に関する論文を発表した（甲 B１４）。 

 

                                            

53確率論的津波ハザード解析（PTHA：ProbabilisticTsunamiHazardAnalysis）とは，

特定期間における津波高さと超過確率の関係を求める手法であり，既存の確率論的地

震ハザード解析（PSHA：ProbabilisticSeismicHazardAnalysis）の方法を参考とし

て，作成されたものである。 
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f  平成１８年８月 JNES による津波 PSA 

国（経済産業省資源エネルギー庁，原子力安全・保安院）は，（JNES の業務 

移管前の機関である)財団法人原子力発電技術機構，及び原子力安全解析所に対 

し，原子力発電施設等安全性実証解析(安全性実証解析)として津波の解析を委 託

し，平成１０年度，平成１１年度，平成１３年度，平成１５年度に同法人は報告

書を作成した(甲 B79−1〜4)。同報告において，財団法人原子力発電技術機構は，

原子炉施設周辺における津波の影響を予測・評価する津波解析コード

「SANNAMI」を整備した。SANNAMI は，運動方程式,連続方程式に海底の地

形，水深，波源条件等を入力し，津波の「水位」，「流速」を計算する解析コード

である（甲 80−1-1 頁:平成 10 年度津波解析コード SANNAMI の保守に関する報

告書）。 

その後，JNES は，平成１８年の耐震設計審査指針の改正を受け，地震随伴事

象としての津波にも「残余のリスク」の把握が必要であるとして，平成１８年８

月に，「SANNAMI」を用いた津波 PSA の概要版を報告した(甲 81: 津波解析コ

ードの整備及び津波伝播のパラメトリック解析【概要版】 準備書面（４４）参

照)。 

したがって，平成１８年段階で，耐震設計審査指針の改訂を受けて被告国の研

究機関である JNES も津波 PSA の作成に着手していた。 

 

g 平成１８年９月１９日 耐震設計審査指針の改訂と残余のリスク 

 被告国は，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」（甲 C４８）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
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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。 

 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おり，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
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は違うかもしれないが，できる範囲で津波ハザード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」）。 

さらに，平成１８年８月，JNES は，津波 PSA 手法の基本構想の構築を目的とし

た「津波解析コードの整備および津波電波のパラメトリック解析【概要版】」（甲

B８１）と題する研究成果を報告しているが，同書は冒頭にて「改訂審査指針で

は，設計用基準地震動を上回る大きさの地震動が生起する可能性は否定できない

とし，地震による「残余のリスク」の存在についても言及し，これを合理的に小

さくする努力を求めている。このことは地震に起因する津波についても同様であ

り，個々の原子力発電所において津波リスクがどの程度存在するのかを把握する

ことが重要な課題となっている」と述べている。 

 以上より，平成１８年の耐震設計審査指針の改定に伴い，被告国自身が津波

PSA によるリスク評価を電気事業者に課していたと評価することができる。 

 

h 平成１９（２００７）年の IAEA の総合的規制評価サービス（IRRS）報告 

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
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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。 

 

i  平成１９年４月 原子力安全基盤機構の前兆事象評価  

（a）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54（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（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。 

 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

                                            
54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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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。 

 

 （b）「安全情報の分析・評価−前兆事象評価の適用−」の公表 

 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事例を選定し報告書を作成した（甲

C６０平成１９年４月「安全情報の分析・評価−前兆事象評価の適用−」）。 

 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」（これにより最終熱除去系

である RHR,ccs(１号機の原子炉冷却系）が損傷）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 ３−７，８，２６，２

７，４２）。 

 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。事故後，原子力発電所過酷事故防止検討 

 

 

 

 

 

会の報告書は，「規制機関としては，原子力安全基盤機構が２００６年にフラン
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スのルブレイエにおける原子力発電所浸水事故の事例を東電福島第一原子力発

電所の１号機に適用して，同様の事態に際しての炉心溶融頻度のリスク評価を

行った結果，極めて高い炉心溶融確率（CDF）の数値を示していたにも拘らず，

何らの対応もしなかったの残念であり，今後の過大である。」（甲 C７５−１８頁）

と総括している。 

 

j 事故後の総括 

（a）原子力安全委員会 

 平成２３年１０月２０日，原子力安全委員会は，平成４年５月２８日安全委員会

決定「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

ントマネージメントについて」（甲 C1）を廃止した。 

 安全委員会は，その決定文（甲 C９：原子力安全委員会決定「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について」）において，日本のシビアアク

シデント対策（規制）について，以下の通り，総括した。 

 （規制の経緯について）「…しかしながら，今回の事故の発生により，［リ

スクが十分に低く抑えられている］という認識や，原子炉設置者による自主

的なリスク低減努力の有効性について，重大な問題があったことが明らかと

なった。特に重要な点は，わが国において外的事象とりわけ地震，津波によ

るリスクが重要であることが指摘ないし示唆されていたにも関わらず，実際

の対策に十全に反映されなかったことである。アクシデントマネージメント

の整備については，全ての原子炉施設において実施されるまでに延べ 10 年

間を費やし，その基本的内容は，平成 6 年時点における内的事象についての

確率論的安全評価で摘出された対策にとどまり，見直されることがなかった。

さらに，アクシデントマネージメントのための設備や手順が現実の状況にお

いて有効でない場合があることが的確に把握されなかった。」 

 （シビアアクシデント対策：第４の防護レベルの強化に関して）「…これ
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らの安全確保は，設計上の想定を超える外的要因（巨大な地震，津波等）に

よって，第 3 の防護レベルまでの防護策の機能が著しく損なわれた場合にお

ける，シビアアクシデントの発生防止，影響緩和を目的とするものであって，

その有効性が最新の科学的知見に照らして評価され，継続的な改善が図られ

るべきである。」 

 （シビアアクシデントに係る安全評価について）「ここでは，シビアアク

シデント時の事象進展や設計上の想定を超える自然事象の発生確率など不

確かさが大きい領域や，発生確率はごく低いものの発生した場合の影響が大

きい事象についても取り扱う必要がある」 

 

 以上，原子力安全委員会は，本件事故時のシビアアクシデント対策（規制）の，

「重大な問題として」「わが国において外的事象とりわけ地震，津波によるリスク

が重要であることが指摘ないし示唆されていたにも関わらず，実際の対策に十全に

反映されなかったこと」を挙げ，今後は，外的要因に対する確率評価及び対策が必

要と総括した。 

 安全委員会は，事故前に外的要因のリスクを予見・認識していたこと，及び，規

制庁の外的要因のリスクに対する対策・規制の遅れを自認したのである。 

 

（b）原子力安全・保安院 

 原子力安全保安院は，事故後に公開した，保安院による事故調査報告書「東京電

力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について」（甲 A7）において，

アクシデントマネジメント策に関し「規制機関として安全確保に取り組む上で反省

すべき点」と題する項目において，以下の通り述べている。 

（「最新・海外の知見の反映」という小項目において）「…規制情報について

も同様である。我が国では，事故が起こった際の安全評価では,単一故障を仮

定し評価している。一方，海外では，多重故障をも仮定している国がある。
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我が国の格納容器ベントにはフィルタは付いていないが，海外では，シビア

アクシデントに備えフィルタ付きベントを設置している国がある。また，非

常用交流電源及び直流電源を失った状態でも冷却を継続する手順を検討し

ている国もある。 

 確率論的安全評価(PSA)においても，我が国は取組が遅れていると言わざ

るを得ない。原子炉施設に残るリスク(残余のリスク)を直視し，そのリスク

低減のための効果的な安全対策の立案に PSA を活用する必要がある。」（甲

A7-49 頁） 

（「国際的整合性の向上」という小項目において）「上述のとおり，シビアア

クシデント対策を中心として，日本の原子力安全規制は，海外と比べて遅れ

ていたと言わざるを得ない。IAEA の基本安全原則，安全基準及び海外の安

全規制を参考にし，国際的な整合性を高めて行かなければならない。」（甲

A7-51 頁） 

（「安全性を向上させるシステムの欠如」という小項目において）「アクシデ

ントマネジメント対策は第一発電所においても導入されていたが，役割を果

たすことができず，不十分であった。また，アクシデントマネジメント対策

は基本的に事業者の自主的取組みとされ，法規制上の要求とはされておらず，

設備及び手順の整備の内容に厳格性を欠いた。第一発電所の事故を受け，シ

ビアアクシデント対策については，事業者による自主的取組に委ねるのでは

なく，これを法規制上の要求とする法案が今国会で審議される。安全規制担

当機関としては，事故がなくとも，安全性の確保，リスク低減に必要な対策

を法律上位置づけ事業者に要求を行っていくということが必要であった。」

（甲 A7-48 頁） 

 以上，原子力安全保安院は，シビアアクシデント対策（規制）に関し，①規制情

報，及び，確率論的安全評価について，海外の知見に遅れていたこと，②シビアア

クシデント対策について法規制の要求としていなかったことを自認し，反省点とし
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て挙げている。 

 

（c）被告東京電力 

 被告東京電力は，総括文にて，アクシデントマネジメント対策に関し，以下の

通り述べている 

「内的事象に対するアクシデントマネジメント策終了後，原子炉安全担当者

は内的事象に比べて外的事象は影響が大きいことを予想していたが，１０年

経っても外的事象に対する目立った対策は行わなかった。」（甲 A5-１１頁），

「機器の故障及び人的ミスといった内的事象に対する安全評価のみで，自然

現象をはじめとした外的事象に対する安全評価は行っておらず，ゆえに過酷

事故に対する評価・対策検討としては不十分なものであった。」（甲 A6-［1–

1］頁：総括文 添付資料） 

 以上，被告東電は，事故前より，外的事象のリスクが大きいことの認識があった

こと，及び，外的事象に対する確率論的安全評価を行わなかったことを自認し，反

省点として挙げている。 

 

（ウ）小括—日本の SA 対策（規制）の問題点 

 日本の SA 対策（規制）は，内的事象のみ対象とし，外的事象を対象としなかっ

た。前述の通り，「外的事象は，同一の原因事象（地震，津波）によって，起因事

象と安全系の機器の故障とが同時に発生し得る」点で，内的事象と事故シーケンス

が異なる。したがって，外的事象 PSA を行い，その結果を踏まえた適切な対策を

講じる必要があった。 

 しかし，国内外で外的事象の PSA 研究が進展していたにもかかわらず，被告ら

は，これを実施しなかったため，外的事象に対する適切な SA 対策（規制）を策定

できず，本件事故を回避できなかった。 
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イ 海外における外部事象を原因とする事故の発生 

 福島第一原発事故発生までに，国内外において，外部事象による過酷事故の予兆

となる事故が発生していた。これらは，被告らに，外部事象を原因とするシビアア

クシデント対策（規制）の必要性を予見させる契機となる事実である。 

 また，被告東電は，以下のフランス，台湾，及び，インドの原発事故を契機とし

て，SA 対策を実施すれば，福島第一事故を（少なくとも）緩和できた可能性があ

ると総括した（甲 A5−13 頁）。 

 

（ア）平成１１（１９９９）年 12 月 フランス・ルブレイエ原発電源喪失事故 

 平成１１（１９９９年）１２月，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）。 

 ルブレイエ原子力発電所は，ボルドー地方ジロンド河口に位置し，当時４プラン

ト中３プラントが稼働中であった。平成１１年１２月２７日から２８日夜にかけて，

強い低気圧による吸い上げと非常に強い突風（約５６m/s）による高波が， 満潮と

重なり，ジロンド河口に波が押し寄せた。波により堤防内は氾濫し，原子力発電所

の一部が浸水した（侵入水量約 100,000m3）。風と波の方向から，１号機と２号機

が洪水の影響を最も受け，３号機と４号機は内部に僅かの水が浸水した。洪水の影

響により，全号機の２２５kV 補助電源が２４時間喪失し，２号機と４号機の４０

０kV 送電網が数時間喪失した。４００kV 送電網が復旧するまで，ディーゼル発電

機による非常用電源が正常に供給された。 

 平成１９（２００７）年，JNES が行った，ルブレイエ原子力発電所の電源喪失

事例についての事故解析には，日本においても，「外部事象(津波)による溢水，及び，

内部溢水の両方に対する施設側の溢水対策(水密構造等)の実態を整理しておく必

要がある」との記載がある（甲 C1755）。 

                                            
55 同事故解析には，複数の版があり，上記の記載があるのは，「34-2-②」版，「35-5-②」版，

「37-2-③（甲 C17）」版 
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 しかし，かかる海外事例からの教訓は，国内（溢水勉強会）で検討されたにもか

かわらず，規制内容に反映されなかった。（原告準備書面（４）「溢水勉強会」の項

を参照） 

 

（イ）平成１３（２００１）年３月 台湾第三（馬鞍山）原発の電源喪失事故 

 平成１３（２００１）年３月１８日 台湾第三原子力発電所（以下「馬鞍山原子

力発電所」という）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）。 

 原子力安全委員会は，平成１３（２００１）年７月，上記全交流電源喪失事故に

ついて検討を行ったが，同事故が外部事象を原因とするＳＢＯの事例であるにも拘

わらず，日本におけるＳＢＯ対策の対象に，外部事象に起因するＳＢＯを含めるこ

とには繋がらなかった。また，原子力安全委員会，及び，原子力安全・保安院は，

被告東電に対し，同事故の検討・確認を指示したが，被告東電は，同事故に関し，

「適切に点検・保守管理を行なっていることから，同様の事態が発生する可能性は

極めて小さく，また発生しても早期に対応可能」として検討を終了し，安全委員会

らもその内容を了承した。  

 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）。 

 

（ウ）平成１６（２００４）年１２月 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（詳細は後述）。 
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ウ 確率論的安全評価手法により福島第一原発の起因事象である①SBO 及び②崩壊

熱除去系（の損傷）を予見できたこと。 

（ア）津波 PSA を実施していれば起因事象が①SBO 及び②崩壊熱除去系の損傷であ

ることを予見可能であったこと 

 a はじめに 

 以上述べてきた通り，国内外から津波 PSA 実施の必要性が指摘されてきたにも

関わらず，事故時までに，被告らにより炉心損傷確率まで言及された津波 PSA は

公開されていない。 

 これは，残業代請求事件において，労働時間把握義務があるにも関わらず使用者

がタイムカードを作成していない場合の残業時間の立証に類似するものであり，原

告は，間接事実から，仮に被告らが津波 PSA を行っていれば，特定された起因事

象である「全交流電源喪失」及び「最終排熱系」による炉心損傷の確率が高いこと

を予見できたと主張せざるを得ない。 

 以下，早期の段階で津波 PSAの策定に着手していれば，起因事象が①SBO及び②

崩壊熱除去系の損傷であることを予見可能であったことについて述べる。 

 

b 仏ルブレイエ原子力発電所の事故 

 平成１１（１９９９年）１２月，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）。平成１９年，JNES が行った，

ルブレイエ原子力発電所の電源喪失事例についての事故解析には，日本においても，

「外部事象（津波）による溢水，及び，内部溢水の両方に対する施設側の溢水対策

（水密構造等）の実態を整理しておく必要がある」と報告されている（甲 C1756）。 

 また，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，

                                            
56 同事故解析には，複数の版があり，上記の記載があるのは，「34-2-②」版，「35-5-②」版，

「37-2-③（甲 C17）」版 
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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）。 

 また，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による福島第一原発事故の前兆事象解析（甲 C５４）

によれば，福島第一事故とルブレイエ原発事故が「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（準備書面（１７）において詳述）。

同原子力発電所においては，事故後に河川に面する堤防を高くしその上に越流防

止壁が取り付けられた（甲 C５４ １３頁）。 

 上記より，津波 PSA を行えば，SBO を起因事象として炉心損傷に至る可能性が

高いことが予見できていたといえる（準備書面（１０）参照）。 

 

 

［仏ルブレイエ原発事故の主要な不具合／異常 甲 C５４ figure4 を邦訳］ 
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c 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）。 

 以上より，津波 PSA を行えば，海水ポンプの機能喪失により最終ヒートシンク

が喪失する可能性が高いこと，すなわち最終ヒートシンクの損傷が起因事象とな

ることが予見できていたといえる（準備書面（１０）参照）。 

 

［甲Ｃ５４−９ figure6を邦訳］ 

 

d 溢水勉強会の報告 

 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
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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）。 

 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。 

 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。 

 すなわち，津波 PSA を行えば，溢水により，崩壊熱除去系の損傷及び SBO が

生じる可能性が高いことが予見できていた。 

 

（イ）前兆事象評価により起因事象が①SBO 及び②崩壊熱除去系の損傷であること

を予見可能であったこと 

 原子力安全基盤機構作成の前兆事象評価の報告書（甲 C６０平成１９年４月「安

全情報の分析・評価−前兆事象評価の適用−」）は，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」

（これにより最終熱除去系である RHR,ccs(１号機の原子炉冷却系）が損傷）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）



 186 

は，３．５×１０
−２

という非常に高い確率であることを示している。 

 さらに，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ポ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」と報告している。そして，上記評価では「水密扉の設置等」により

「地下電気品室」及び「ポンプ室」の浸水を防ぐこと評価対象としている（甲Ｃ

６０ ⅰ，ⅱ，１３，２６頁）。本件で全交流電源喪失の主要な原因である配電盤

は電気品室に設置してあり，同前兆事象評価の知見は本件の予見可能性及び結果

回避義務を根拠付けるものである。 

 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，外部電源喪失及

び浸水による最終排熱系の損傷を起因事象とする炉心損傷は予見できていたし，

その回避方法についても認識しえた(準備書面（１７）で詳述）。 

 

（ウ）小括 

 事故時までに，日本において炉心損傷確率まで示した津波 PSA は作成されて

いない。しかしながら，既に，SBO 及び崩壊熱除去系の損傷に起因する事故又は，

事故に至る可能性が高い旨の知見の蓄積があることから，仮に津波 PSA を行っ

ていれば，原告が本件事故の起因事象であると特定する起因事象 SBO 及び崩壊

熱除去系の損傷が予見できていた。 

 また，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による RHR（崩壊熱除去系）の損傷が仮定

されている。そして，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
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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（及び

浸水による最終排熱系の損傷）を起因事象とする炉心損傷は予見できていたし，

その回避方法についても認識しえた。 

 

（３）予見可能性の時期（国，東電） 

  平成１４年４月，原子力安全・保安院（平成１３年１月発足）は，「アクシデン

トマネジメント整備上の基本要件について」（甲 C２８）を策定し，他方，被告東

電ら電気事業者は，同年５月に，「アクシデントマネジメント整備報告書」を被告

国に提出し，日本のシビアアクシデント対策は終了する。この段階では，事業者

らは内的事象 PSA しか行わなかった。 

 その後，平成１８年には，耐震設計審査指針の改訂による地震随伴事象として

の「津波」及び「残余のリスク」の明示，溢水勉強会による津波 PSA の検討開始

（及びそれを受けた，被告東電，JNES による津波ハザードの解析），原子力安全

委員会安全目標専門部会「安全目標に関する調査審議状況の中間取りまとめ」の

公表など，津波 PSA の実施に関する機運が高まったものの結局事故時までに津波

PSA が実施されることはなかった。 

 原告は，国内外の知見の進展，事故事例の報告等により，遅くとも平成１４年

までには，被告国，及び，被告東電に，外部事象に起因するシビアアクシデント

対策・規制の必要性についての予見義務が生じていたと主張するものであり（詳

細は「原告準備書面（８）第２，２（６）」参照），仮に津波 PSA を行っていれ

ば，福島第一原発第 1 号機乃至第 4 号機においては，SBO 及び崩壊熱除去系の損

傷により炉心損傷に至る可能性が高いことが予見できていた。 

 平成１４年までに生じた内外の知見については，次表のとおりである。 
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［シビアアクシデント対策の知見に関する略年表］ 

 

S50（1975）年  米国 原子力発電所に対する世界初の確率論的安全評価（WASH-1400） 

S54（1979）年 3月  スリーマイル島（TMI）２号機の事故 

S60（1985）年  米国 「シビアアクシデント政策声明書」 

S61（1986）年 4月  チェルノブイリ 4号機の事故 

S62（1987）年 2月  米国 NUREG-1150（初版） 

S62（1987）年７月  国内で PSAに基づく AMの検討を開始（原子力安全委員会共通問題懇談会） 

S63（1988）年  米国「SBO」規則 策定 

H2（1990）年 2 月  原子力安全委員会 中間報告（共通問題懇談会中間報告） 

H3（1991）年  米国 NRC が事業者に対し，地震等の外的事象を対象とした個別プラントごと

の解析（IPEEE）の実施を指示 

H3（1991）年 3 月  安全委員会 全交流電源喪失 WG にて SBOの調査検討 

H4（1992）年 5 月  原子力安全委員会決定（共通問題懇談会最終報告） 

「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

デントマネージメントについて」 

H4（1992）年 7 月  通商産業省公益事業部長通達 

「アクシデントマネジメントの今後の進め方について」 

電気事業者に対し，PSAの実施，AM 整備の検討，報告を要請 

H6（1994）年 3 月  電気事業者，通産省に対し，個別プラントの AM報告書を提出 

H6（1994）年 10月  通産省，上記報告書を評価検討し，原子力安全委員会に報告「軽水型原子力発

電所におけるアクシテデントマネジメントの整備について検討報告書」 

H8（1996）年 9 月  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」 電事業者に資料提出を促す 

H11（1999）年 12月  仏 ルブレイエ原発事故（洪水を原因とする SBO 事故） 
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H12（2000）年  IAEA NS-R-1を公開 シビアアクシデント対策の規制化を要請 

H12（2000）年 9月  原子力安全委員会が安全目標専門部会を設置し，確率論的安全評価等を活用し

た定量的な目標を含めた安全目標に関して調査審議を開始 

H13（2001）年 3月  台湾 第三（馬鞍山）原発事故（霧害を原因とする SBO 事故） 

H13（2001）年 9月  米国 航空機テロ 

H14（2002）年 2月  米国 暫定保障措置命令（第「B.５.b」項） 

H14（2002）年 1月  原子力安全保安院 事業者に対し代表炉以外の全ての炉ごとに内的事象の 

PSA(レベル１PSA 及びレベル２PSA)の実施を要請 

H14（2002）年 4月  原子力安全保安院  

「アクシデントマネジメント整備上の基本要件について」策定 

H14（2002）年 5月  電気事業者「アクシデントマネジメント整備報告書」提出 

H14（2002）年 10月  原子力安全保安院 「軽水型原子力発電所におけるアクシデントマネジメント

の整備結果について」の評価報告書を発表し，有効なＡＭが整備されたと結論

づける。 

 

［以下，平成 14年以降の事象を記載］ 

H15（2003）年  IAEA NS-R-3 を公刊 外部事象として，「地震に起因する水波」＝津波を挙げ，

「有史以前及び歴史上のデータの収集」して確率論的安全評価を行うことを要

請 

H15（2003）年 8月  原子力安全委員会「安全目標に関する調査審議状況の中間取りまとめ」 外的

事象を安全目標（定量的目標）の原因事象とする 

H16（2004）年 12月   インド マドラス原発事故 

H17（2005）年 5月  IAEA NUSSC会合にて「原子力発電所のシビアアクシデント計画」の前身「DS385」

が承認される。 

H17（2005）年 8月  東北電力女川原発にて設計基準を超える地震動（宮城県沖地震） 
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H18（2006）年 1月  溢水勉強会 津波 PSA が検討される。また平成１８年５〜６月ころまでの津波

溢水に関する目標として「（１）代表プラントの津波ハザード暫定評価 （２）

代表プラント機器への影響評価」が挙がる。 

H18（2006）年 3月  原子力安全委員会 安全目標専門部会「発電用軽水型原子炉施設の性能目標に

ついて」を公表 津波等外的事象の性能目標の検討対象とする。性能目標の定

量的な指標を設定 

H18（2006）年 5月  溢水勉強会 被告東京電力が，敷地高を超える外的事象（津波）により，福島

第一原発の，非常用海水ポンプの使用不能，SBO 及び SA に至る機器影響評価を

報告 また，東電は「確率論的津波ハザード解析による試算結果について」と

題する報告を行う 

H18（2006）年 7月  東電が第 14 回原子力工学国際会議にて確率論的津波ハザード解析に関する論

文を発表 

H18（2008）年 8月  JNES 津波 PSA の概要版「津波解析コードの整備及び津波伝播のパラメトリッ

ク解析【概要版】」を公開 

H18（2008）年 9月  耐震設計審査指針の改訂 「残余のリスク」についての定量的評価を明記 ま

た「地震随伴事象に対する考慮」として津波に関するリスク評価を明示 

H19（2007）年１月  保安院「B.5.b」入手 

H19（2007）年 3月  北陸電力志賀原発にて設計基準を超える地震動（能登半島沖地震） 

H19（2007）年 4月  JNES 前兆事象評価において外部電源喪失と最終熱除去系の損傷による炉心

損傷確率を公表「安全情報の分析・評価−前兆事象評価の適用−」 

H19（2007）年 7月  東京電力柏崎刈羽原発にて設計基準を超える地震動（新潟中越沖地震） 

H19（2007）年 12月  IAEA の総合的規制評価サービス（IRRS)報告 シビアアクシデント対策の法規

制化，確率論的安全評価の利用を指摘する 
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２ 結果回避可能性  

（１）結果回避の方法（準備書面第１０） 

ア 結果回避措置の骨子 

 原告が主張するシビアアクシデント対策の不作為の過失の予見対象となる起

因事象は「全交流電源喪失」および「崩壊熱除去系」（の損傷）であり，そこから

導かれる回避措置は直流電源，交流電源の復旧，及び，崩壊熱除去系の復旧であ

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

とが可能であった（甲 A７の３頁「赤矢印」が示すシナリオ）。 

 

イ 電源対策 

 （ア）本件事故後に整備された対策 

 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。 

 

 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）。 

 

（イ）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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 これらはいずれも，平成１４年段階で実施可能な対策である。 

     

ウ 崩壊熱除去系とは（甲 A2：政府事故調中間報告１２〜１３） 

 （ア）崩壊熱除去系 

 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
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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 CS２

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もので，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として利用でき

るようになっている。 

 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。
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海への熱排出の仕組みを「最終ヒートシンク」という。 

 

（イ）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。 

 

（ウ）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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（エ）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）。 

 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）。 

 

エ 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。 

 

（２）失敗学会報告書に基づく回避措置 

「福島原発における津波対策研究会・報告書」（甲 A１６，甲 B８６57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２０１

５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

                                            
57 甲 B８６は甲 A１７に「マイナーな補足を加えたもの」（甲 B８７）である。 
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ものである。 

 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58及び SA 対策に共通する回避措置である。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。   

 

３ 国の規制権限不行使    

（１）規制権限（法令） 

 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

                                            
58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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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。 

 

（２）省令制定権限の不行使 

ア 省令制定権限不行使 

 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・
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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。 

 

イ 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，ＮＵＲＥＧ－１

１５０も，その検討対象とされていた。 

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
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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。 

 

ウ IAEA 安全基準及び IAEA の指摘 

（ア）IAEA 安全基準とは 

 国際原子力機関（IAEA）は，原子力施設及び活動の安全に関する共通の基盤を

加盟国に提供することを目的として，国際的合意を得た調和のとれた安全基準を整

備し，「IAEA 安全基準シリーズ」として発行している。 

   

（イ）IAEA 安全基準は国際的慣行である 

 IAEA 安全基準は，法的拘束力を有するものではないが，その一方で，「加盟各

国がその活動に応じてそれぞれの判断により，国の規制に取り入れるもの」であり，

「IAEA 自身の活動及び IAEA によって支援された活動については，安全基準の適

用が義務付けられている」（甲 C63「No.NS-R-1」ⅲ頁）。また，以下の理由によ

り，加盟各国の原子力安全規制 の妥当性評価の一つの指標と見なされる。  

 ①WTO／TBT 協定（貿易の技術的障害に関する協定）は，規格を制定する際に，

原則として「関連する国際規格に準拠すること，規格及び適合性評価手続きを内外

無差別かつ最恵国待遇で他の締約国の産品に適用すること，及び，規格及び適合性

評価手続きの透明性を確保すること」等が規定されている。ここでいう国際規格と

は，IAEA 安全基準であり，日本においても原子力規制にかかる法令等の制定，改
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訂時には参照する必要がある。（甲 C64−６-３頁，同 1−1 頁：「平成２１年度 原

子力施設の国際安全基準に係る調査に関する報告書」，甲 C65-1：「IAEA 安全基

準の位置付け及び構成」）  

 ②原子力の安全に関する条約59（甲 C66）は，日本を含む６０カ国をこえる条約

締結国の安全確保状況の妥当性確認のベースとして安全基準シリーズを準用する

（甲 C64−１−１）。 

 したがって，IAEA 安全基準の適用は「国際的慣行」であり，かつ，加盟国であ

る日本は当該基準の国内法適用を要請されていた。 

 

（ウ）IAEA 安全基準シリーズ 

a  NS−R−1：「原子力発電所の安全：設計」 

 ２０００（平成１２）年公開の安全要件 NS-R-1：「原子力発電所の安全：設計」

は，５層の深層防護概念を前提に，所外に起因する事象（外的事象）を含む防護策

の具備を加盟国に要請した（甲 C63—５）。そして，設計基準事故を越える事象（深

層防護第 4 層）に対し，「工学的判断と確率論的手法の組み合わせを用いて，合理

的で実効可能な発生防止策及び影響緩和策を特定するため事象推移を決定しなけ

ればならない」「確率論的手法，決定論的手法及び適切な工学的判断を組み合わせ

て，シビアアクシデントに至る重要な事象推移を同定しなければならない」とする。

これは，原告の主張する，確率論的評価，事故シーケンスの同定を指すものである。 

 また，「選定された事象の発生頻度を減らすか，または，起きた場合の影響を緩

和できる可能性のある設計変更や手順について評価し，合理的に実行可能であれば

実施しなければならない」として，事故発生防止のための対策を義務付けている。

確率論的手法の説明においては，「外的危険事象，特に発電所の敷地に特有なもの

の発生確率及び影響を評価する」こと，「シビアアクシデントの発生確率を低減で

                                            
59平成八年十月十八日政令第十一号 発効日:H08.10.24(H08.10.18 外務省告示 513) 
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きるか，または，その影響を緩和できる設計改善又は運転手順の変更が可能な系統

を明らかにする」こと等を目的として「発電所の確率論的安全解析が実施されなけ

ればならない」としている（甲 C63−27,28）。 

 更に，発電所に対する外部事象の例等については，安全シリーズ No.50-C-S に

委ねられている（甲 C63−51 附属書Ⅰ−12）。安全シリーズ No.50-C-S は，安全要

件 NS-R−3「原子炉等施設の立地評価」（甲 C68−１：2003（平成１５）年刊行）に

よってブラッシュアップされた。 

 

ｂ NS-R−3：「原子炉等施設の立地評価」 

 NS-R−3：「原子炉等施設の立地評価」（甲 C68：2003（平成１５）年刊行 安全

要件 ２０１０年１１月 JNES が翻訳）は，外部事象として，「地震に起因する水

波」すなわち津波を挙げ，「有史以前及び歴史上のデータの収集」して確率論的安

全評価を行うことを要請している。 

      (以下，甲 C68−7 頁，13 頁) 

2.18 主要な外部現象に関連する危険性を決定するために適切な手法を採用しなけ

ればならない。これらの手法は，最新のもので，当該地域の特徴に合致したもの

であるという点から正当化されなければならない。適用可能な確率論的手法につ

いては特別な考慮が払われるべきである。外部事象に対する確率論的安全評価を

行う際には，一般に，確率論的ハザード曲線が必要となることに注意すべきであ

る。 

地震もしくはその他の地質学上の現象に起因する水波 

3.24 立地地点の原子炉等施設の安全に影響を及ぼすような津波や水面振動の可

能性を決定するために，当該地域の評価を行わなければならない。 

3.25 可能性があるとわかった場合は，立地地点周辺の海岸領域に影響を与える津

波あるいは水面振動に関連した有史以前及び歴史上のデータを収集し，立地

地点の評価への関連性とその信頼性に関して注意深く評価しなければならな
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い。  

3.2当該地域に対する入手可能な有史以前及び歴史上のデータに基づくとともに，

これらの現象に関してよく調査されてきた類似の地域と比較することにより，

地域的な津波や水面振動の発生頻度，大きさ及び高さを算定し，また立地地

点での海岸構造によるいかなる増幅をも考慮した津波や静振に関する危険性

を決定するのに利用しなければならない。  

 

c NS-G2.15：「原子力発電所のシビアアクシデントマネジメント計画」 

 さらに，IAEA は２００９（平成２１）年に，NS-G2.15：「原子力発電所のシ

ビアアクシデントマネジメント計画」（安全指針 甲 C16）を作成し，洪水を含む

外部事象設計基準を越える事故の PSA 評価を推奨した。さらに，「外部事象によ

り提起される具体的な脅威」として，「電源喪失，制御室や電源開閉装置室の喪失」

を挙げている。被告国は同基準の作成に関与しており，２００５（平成１７）年

に同基準の草案を知り得た（原告準備書面⑻ 第３,２⑵参照）。 

 

d  被告国の主張 

 被告国は，佐竹健治氏の発言を根拠として，津波に関する国際慣行の不存在を

主張しているが（丙 B６２の２，４１頁），そもそも佐竹氏は地震乃至地震予知に

関する専門家であっても，原子力行政，原子力規制の専門家ではないため，この

部分に関する信用性は低い。 

 実際に，上記の通り平成１５年には津波に関する IAEA 安全基準シリーズが公

刊されているのであり，佐竹教授は単にこの基準を知らなかっただけであると考

えられる（翻訳は２０１０年である）。 

 

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

 平成１９（２００７）年，IAEA の総合的規制評価サービス（IRRS）報告は，日
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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，事故後に公刊された IAEA の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）は６１頁以下において，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

ト及び安全文化に関連する規制である。定期安全レビューは，許認可取得者と規制

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，また外

部ハザードの再検討を要求していなかったことから「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（原告準備書面（２３）にて詳述）。 

 被告国は，「福島第一原子力発電所事故事務局長報告書」が日本の法規制が「国

際的慣行」と一致していないとする指摘に対して，反論している。しかしながら，

被告国の機関である，原子力安全保安院は，事故後の事故調査報告書「東京電力株

式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について」（甲 A7）において，アク

シデントマネジメント策に関し「規制機関として安全確保に取り組む上で反省すべ

き点」と題する項目において，以下の通り述べている。 

 確率論的安全評価(PSA)においても，我が国は取組が遅れていると言わざ
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るを得ない。原子炉施設に残るリスク(残余のリスク)を直視し，そのリスク

低減のための効果的な安全対策の立案に PSA を活用する必要がある。」（甲

A7-49 頁） 

（「国際的整合性の向上」という小項目において）「上述のとおり，シビアア

クシデント対策を中心として，日本の原子力安全規制は，海外と比べて遅れ

ていたと言わざるを得ない。IAEA の基本安全原則，安全基準及び海外の安

全規制を参考にし，国際的な整合性を高めて行かなければならない。」（甲

A7-51 頁） 

と述べ，国際的な整合性を問題視しているのであって，被告国の主張は矛盾してい

る。 

 

エ 省令制定権限の不行使が違法となる時期（準備書面２５）  

（ア）IAEA 安全基準等の成立時期 

 原告らが準備書面（２５）で詳述した，IAEA 基準等の成立時期を整理すれば以下

のとおりとなる。 

①2000（平成 12）年 外部事象に対する確率論的評価を含む SA 対策を規制要件

化すべき根拠となる IAEA 基準が公刊（GS-R-1，NS-R-1,2） 

②2003（平成 15）年 NS-R-3 公刊 

10 月 日本国内において 10 年間隔の定期安全レビューが法

制化される（甲 A２−426） 

③2007（平成 19）年 IRRS レビューが被告国に対し，外部事象に対する確率論的

評価の規制要件化を助言 

④2009（平成 21）年 NS-G2.15 公刊（国は，2005 年同基準の草案を知り得た） 

 

（イ）省令制定権限の不行使が違法となる時期 

 以上より，外部事象に対する確率論的評価を含む SA 対策を規制要件化すべき根
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拠となる IAEA 安全基準が公刊されていた平成１２年，もしくは，（遅くとも）日

本において NS-R-3,定期安全レビューが法制化された平成１５年には，被告国は外

部事象の確率論的評価を含むシビアアクシデント対策を規制要件とする省令を制

定すべきであったのであり，この時期以降の不作為は違法状態と評価できる。 

 なお，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。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，いわゆる新規制基

準を設けシビアアクシデント対策を要求している（甲 B２７,甲 B２８）。原子力規

制委員会は発足後わずか９か月間で規則を制定しているのであり，被告国が早急に

着手すれば同程度で省令改正が可能であったといえる。 

 

オ 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を認識していた。

また，IAEA から国際的慣行からの遅れを指摘されていた。 

したがって，被告国は，速やかに，電気事業法に基づく省令制定権限を適時かつ

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うべきであった。 

 

（３）行政指導権限の不行使の違法 

ア 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，
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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。 

 

イ 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60。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61。 

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（１９

８１）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

                                            
60 被告国提出の山口彰氏の意見書も規制当局がシビアアクシデント対策に関する行政指導を行

い，電気事業者がこれに応じて対策を行ってきたことを自認する（丙 C１５−１３,１４頁）。 
61 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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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（被告国第１８準備書面は同旨を述べる）。 

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，
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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）。 

 

（イ）「残余のリスク」（設計基準外事象）に対する規制 

 被告国は，前述の通り平成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
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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。 

 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，でシビアアクシデント対策に

関する行政指導を行い，被告東電はこれに積極的に従っていた。 

 

（ウ）規制的行政指導による運転の停止 

 平成１９年（２００７年）７月に新潟県中越沖地震により，柏崎刈羽原発は全面停

止したが，経済産業省は耐震バックチェックで安全性が確認できるまで，原子炉の運

転を再開しないよう指示を出した（甲 A２—３９７，乙 B３−１ １３頁）。これは，

被告国が規制的行政指導により運転を停止させた例であるといえる。 

 

（エ）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。 
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［原告準備書面⑻より］ 

 

また，前述の通り，平成１８年１月，原子力安全・保安院主催の溢水勉強会に

おいて，平成１８年５月〜６月を目処とした津波 PSA の実施を提示されたとこ

ろ，被告東電はこれに応じて平成１８年５月に，津波ハザード解析を行っている。

これは，行政指導により電気事業者に報告をさせたと評価できる。 

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
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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。すなわち，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ものである。 

 

ウ 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，通達等により発出され，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。 

 

エ 本件事故を避けることのできた行政指導 

被告国は電気事業者に対し，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），SBO 及び崩壊熱除去系に対する対策・規

制の必要性について予見可能であった。 

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。 

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。 


