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 本準備書面は，被告準備書面（１９）の主張に対する反論を行い，被告の主

張に理由がないことを明らかにするものである（ただし，第３章第２地震関係

の基準に関する主張に対する反論（６１～６８頁），及び，第３章第５の３使

用済燃料貯蔵槽内の燃料に関する主張に対する反論（１００～１０５頁）につ

いては別の準備書面で行う）。 
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第１ 第２章（新規制基準の制定過程等について） 

 １ 原子炉等規制法の体系（段階的規制） 

(1)  被告は，原子炉等規制法は，段階的安全規制の体系を採用してい

る（原子炉等規制法は，福島第一原発事故を受けて平成２４年に改正さ

れたが，この段階的安全規制の体系自体については，改正の前後を通じ

て特に変更はない）こと，段階的安全規制が設けられた趣旨は，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鑑み，このような災

害が万が一にも起こらないようにするため，原子炉施設の安全性につ

き，科学的，専門技術的見地から，多段階にわたり十分な審査を行わせ

ることにあるものと解されていると主張している（被告準備書面（１９）

２８～３０頁）。 

  (2) しかしながら，福島第一原発事故で，原子炉等規制法（基本設計等に

関する設置許可）における審査基準の根本的な欠陥が明らかになり，段

階的安全規制が機能せず，福島第一原発事故が現に発生した。 

実際に福島第一原発事故によって，基準自体の根本的な誤りが明らか

になり事故が発生した以上，段階的安全規制であることは，何ら原子炉

等規制法の体系の安全性や合理性を意味するものではない。 

    重要なのは，福島第一原発事故で根本的な誤りが明らかになった欠陥

が解消されたか否かである。 

    しかるに，既に述べてきた通り，新規制基準においては，福島第一原

発事故により明らかになった根本的な欠陥が放置されている。 

  (3) 福島第一原発事故で露呈した原発の安全審査指針類の重大な欠陥 

    ここに，福島第一原発事故で露呈した原発の安全審査指針類の重大な

欠陥が明らかになったこと，にもかかわらず，根本的な欠陥が放置され

ていることについて概説する。 

   ア 福島第一原発事故が招いた甚大な原子力災害は，原発規制のあり方

を根底から問いただすものであった。福島第一原発事故によって，従

来の原子力規制行政に根本的な欠陥があったこと，原発の安全性の担

保となっていた安全審査指針類が合理性を欠いていたことが明白に

なった。 

     すなわち，従来の原発の安全審査には，原子力安全委員会が内規と
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して定めた安全審査指針類として，「原子炉立地審査指針及びその適

用に関する判断のめやすについて」（昭和３９年５月２７日原子力委

員会決定）（以下，「立地審査指針」，甲全第８号証），「発電用軽

水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」（平成２年８月３０日原

子力安全委員会決定）（以下，「安全設計審査指針」，甲全第１１号

証），「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審

査指針」（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）（以下，「重

要度分類指針」，甲全第１３号証），「発電用原子炉施設に関する耐

震設計審査指針」（平成１８年９月１９日原子力安全委員会決定）（以

下，「耐震設計審査指針」，甲全第１４号証），「発電用軽水型原子

炉施設の安全評価に関する審査指針」（平成２年８月３０日原子力安

全委員会決定）（以下，「安全評価審査指針」，甲全第１２号証）が

用いられていたが，福島第一原発事故において，これらに重大な不備

・欠陥があること，そしてその適合性審査の過程に看過しがたい過誤，

欠落があったことが明らかとなった。 

     例えば，立地審査指針に関しては不適地への原発の立地を容認した

ことである（訴状４１～４２頁参照。「敷地周辺には被害を及ぼさな

いという結果になるように考えられたのが仮想事故」（甲全第９号証

７６～７７頁）とされているように，立地評価において想定されてい

た事故が過小であった。 

また，安全設計審査指針については，共通要因故障を仮定していな

かったことや，長時間の全電源喪失を想定しなかったこと（「長期間

にわたる全交流動力電源喪失は，送電線の復旧又は非常用電源設備の

修復が期待できるので考慮する必要はない」（解説指針２７．電源喪

失に対する設計上の考慮）（甲全第１１号証２２頁）とされていたこ

と）等である。 

安全評価審査指針については，想定する仮想事故を２つに限定し格

納容器損傷を想定しなかったこと（訴状４３～４４頁参照）等である。    

耐震設計審査指針については東北地方太平洋沖地震を想定できなか

ったこと，重要度分類指針に関しては外部電源の重要度を認めなかっ

たこと等である。 

また，過酷事故対策に至っては，福島第一原発事故前には，シビア

アクシデントは工学的には現実的に起こるとは考えられないほどの発

生の可能性が小さいものとなっているとして，第４層が原子力事業者
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の自主的な取り組みとされ，審査の対象とされず，実質的には何も行

われておらず，審査は，深層防護（５層の防護）の３層までしかない

というものであった。 

イ 国会事故調査委員会の指摘 

     安全審査指針類の重大な欠陥の問題に関して，国会事故調査委員会

（甲全第３８５号証５８２～５８３頁）は，「６．１ 原子力法規制

の抜本的見直しの必要性」において，「日本の原子力法規制では，深

層防護の確保が十分に行われていないという問題点がある。深層防護

とは，より高い安全性を求めるため，原子炉施設では，仮にいくつか

の安全対策が機能しなくなっても，全体として適切に機能するような

多層的な防護策を構成すべきとする考え方であり，設計，建設，運転

管理等を含めた全ての安全確保活動に適用されるものとして，諸外国

でも用いられている。まず，日本における原子力安全規制は，電気事

業法及び原子炉等規制法によって定められているが，基本的には，５

層からなる深層防護のうち第３層を超える事象は事実上起き得ないと

とらえられている。第４層については，…本件のような事故への対応

を可能とするための，外部事象も考慮したシビアアクシデント対策が

十分な検討を経ないまま，事業者の自主性に任されてきた。 

     次に，原子力防災体制においても，第５層の深層防護の確保に実効

性を持たせるという点において不十分であった。日本では，『防災対

策は原子炉施設の安全性確保のための措置の外側に位置し，原子炉等

規制法に基づく安全規制とは独立に準備されている行政的措置であ

る』とされてきた。すなわち，日本の原子力法規制においては，原子

炉の安全性の確保と防災対策は，関係しないものととらえられてき

た。しかし，ＩＡＥＡの第５層の防災対策を実効あるものにするには，

防災対策と安全規制の連携が必要であると思われる。」として，第５

層の防護の不備の根本的な見直しを指摘している。 

ウ 原子力委員会・日本原子力学会の指摘 

     同様の深刻な反省が，原子力を推進してきた，原子力安全委員会の平

成２３年１０月２０日付決定「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」（「今回の事故の発災により「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



- 7 - 

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」等と指摘）(甲全第３８６号

証)，日本原子力学会の「原子力安全の基本的考え方について第１編別冊 

深層防護の考え方」（甲全第３８７号証）においてすら述べられている。 

エ 福島第一原発事故の原因 

    我が国は，安全審査指針類の重大な欠陥を放置し，さらに，１９９６

年の時点ですでに国際的な基準となっていたＩＡＥＡの５層の深層防護

の国際標準を採用せず，第３層を超える事象は起きないとして，第４層

を事業者任せとし，また第５層の対策も怠っていたために，悲惨な福島

原発事故を起こしてしまった。 

  オ 日本の安全審査は，世界の３０年前の基準 

       福島原発事故当時，内閣府原子力安全委員会の委員長であった班目春

樹は，「証言班目春樹」（甲全第３８８号証）の中で，次のように述べ，

日本の安全審査は，世界の３０年前の技術水準だったと述べている。 

   （ア）原子力安全規制行政の根本的な失敗 

       「(福島原発事故の)ヘリ視察から１０日後のことですが，３月２２日

午後の参院予算委員会で，社民党の福島瑞穂党首から事故について問わ

れました。原発の安全想定に関する見通しが甘かったことは，率直に認

めるしかありません。原子力安全規制行政は根本的に失敗した。そのこ

とを原子力に取り組んできた者の一人として謝罪すると申し上げまし

た。緊急時に原子炉を冷却するための非常用電源などの手立てが，津波

で失われ，全く機能しなかった。そもそも，そんなことは起きるはずが

なかった。これまで，そういう割り切りをして，原発は設計，建設され

てきました。しかし，その割り切り方を間違ってしまった，それが今回

の失敗の本質ではないでしょうか。割り切ること自体が悪いわけではな

い。ある割り切りのもとで，津波の高さを想定しなければ，防潮堤は作

れません。しかし，津波の高さは想定を大きく上回った。これが第一の

間違いです。そして，第二の間違いは，津波の高さが想定を上回っても，

それで破局に至らないよう，次の手段を用意しておかなければいけなか

ったのに，それもしていなかった。こうした点は十分に反省しなくては

なりません。そして，最悪の経験から得られた教訓を今後の正しい割り

切り方に生かさなくてはならないと考えています。」(１０１頁) 

（イ）日本と欧米各国の差の広がり 

       「日本の規制当局や原安委(原子力安全委員会)は，この２０年，ほ
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とんど歩いていませんでした。一方，欧米各国は一生懸命歩き続けて

いたので，その差は広がるばかりでした。」(１７０頁)。 

（ウ）「立地審査指針」の改訂なし 

         「立地審査指針は，ある場所に原子力関連施設を立地してよいか判

断するためのものですが，１９６４年に制定されて以来，５０年近く

も抜本的に改訂されていません。」(１７０頁) 

（エ）スリーマイル島原発事故，チェルノブイリ原発事故に学ばず，日本

が，安全強化策の面で取り残されたこと 

     「１９７９年にスリーマイル島原発事故があり，世界では大きく『シ

ビアアクシデント対策』を規制に盛り込む方向に舵を切りました。簡

単に言うと，原発が思わぬトラブルに見舞われ，安全確保のための重

要設備が壊れたとしても，今回の福島第一原発事故のような外部に多

大な影響を及ぼす深刻な事態には至らないようにする安全強化策を義

務付けたのです。チェルノブイリ原発事故もその流れを加速させまし

たが，なぜか，日本だけは取り残されてしまいました。」(１７０頁) 

     「その後も世界では，確率論を用いた『リスク』の考え方を導入し

て，シビアアクシデント対策の効果を数字で評価・検証する動きや，

リスクを規制に導入する動きなど，より安全性を高めるための活動が

継続されていました。しかし，日本では，それを形だけ議論して，結

果的には何もせず，先送りをしてきました。」(１７２頁) 

（オ）ＩＡＥＡによる指摘の無視（先送り） 

     「こうした日本の原子力規制システムが抱える致命的な問題点は，

国際原子力機関(ＩＡＥＡ)によって，すでに２００７年に厳しく指摘

されていることでした。これは，国際的に実施されている総合的規制

評価サービス(ＩＲＲＳ）と呼ばれる相互チェックの仕組みに基づくも

のでした。規制当局の独立性に関する指摘をはじめとして，日本の独

自の考え方を世界標準にあわせるように，数多くの指摘を受けていま

す。例えば，原子力安全委員会と保安院の役割分担を明確化すること，

シビアアクシデント対策の改善を継続することなど，重要な指摘もあ

ります。全て，今回の事故で改めて明らかになった問題です。しかし，

実際には，ＩＡＥＡに指摘を受けてから４年間，日本は各指摘事項に

対して一つも改善していません。折角の重要な指摘も無視(先送り)さ

れてきました。その結果が３・１１だったのかもしれません。」(１８

３頁～) 
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  （カ）日本の安全審査は３０年前の水準 

     「繰り返しますが，世界では当然のことだったのです。日本は致命

的に遅れていた。大変な間違いでした。その意味で，日本の安全審査

は，３０年前の技術水準だったということです。」(１９０頁) 

カ 以上のように，福島第一原発事故によって，日本の原発の安全審査指

針類の重大な欠陥（原子力安全委員会委員長の班目春樹氏によれば，３

０年前の技術水準）が露呈した。福島第一原発事故の惨禍に鑑みれば，

二度と同じ過ちを繰り返さないよう，綿密な真相究明を通じた抜本的な

対策が必要不可欠であることは明らかであったが，新規制基準策定にあ

たっては，下記の通り，原発の早期再稼働が最優先された結果，原発の

安全性を何ら担保するものではなくなってしまった。 

 

 ２ 福島第一原発事故の発生と原子力規制行政の変化 

  (1) 被告は，福島第一原発事故の概要について主張した上で，福島第一原

発事故の原因について，国会事故調査報告書のみが，「安全上重要な機

器の地震による損傷はないとは確定的には言えない」としているもの

の，他の報告書は，津波によって全交流電源と直流電源を喪失し，原子

炉を安定的に冷却する機能が失われたことを，事故の直接的原因として

いる等として，国会事故調査報告書の見解は，「安全上重要な設備」の

地震による損傷の可能性を示すにとどまるものであり，「福島第一原子

力発電所が発生した直接的要因は，自然的立地条件に係る安全確保対策

（津波に関する想定）が不十分であったためであるといえる。換言すれ

ば，津波の想定を十分に行っていれば，東北地方太平洋沖地震の津波に

よる『安全上重要な設備』の共通要因故障は防ぐことができたといえ

る。」と主張している（被告準備書面(19)３１～３４頁）。被告の主張

する発想の元，新規制基準は，福島第一原発事故の原因は津波であると

決めつけてしまい，その結果，津波対策は，ある程度拡充したものの，

地震対策に関しては，従来とほぼ同じものとしてしまった。 

  (2) 福島第一原発事故地震原因説 

    しかしながら，このような新規制基準策定における決めつけは，原発

の再稼働を最優先したものであり，地震の影響を極めて過小評価するも

のであり，失当である。 

   ア 地震による事故 

          福島第一原発事故は，地震によって原発への送電鉄塔が倒壊し，送
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電線の断線・受電遮断器の損傷等により外部電源が喪失したことが原

因である上，甲全第３８９号証乃至３９４号証により，福島第一原発

１号機が地震によって事故を起こした可能性が明らかである。 

     例えば，甲全第３８９号証乃至３９２号証は，国会事故調査委員会

の委員であった田中三彦氏の論文等であるが，その中では，福島第一

原発１号機の事故に関し，地震発生後の短時間で急激に原子炉内の水

位が低下した事実，３月１１日午後２時５２分からおよそ１０分の間

に，原子炉圧力は約７ＭＰａ（約７０気圧）から約４．６ＭＰａまで

一気に２．４ＭＰａ（約２４気圧）も急降下した事実等を根拠に，冷

却材喪失事故（ＬＯＣＡ）が発生した可能性があることが指摘されて

いる。また，田中三彦氏は，新たに１号機４階内部の損傷状況に関す

る映像等を根拠に，１号機の水素爆発が４階で発生した可能性が高く，

その原因として，地震により非常用復水器の配管が損傷し，そこから

漏れた水素が自然発火した可能性があることを指摘している（甲全第

３９５号証）。そして，元国会事故調査協力調査員であり，弁護士で

ある伊藤良徳氏は，国会事故調査委員会で調査した資料及び国会事故

調査委員会解散後に判明した事実と資料（甲全第３９３号証，甲全第

３９６号証）に基づき，１号機の非常用電源喪失は１号機敷地への津

波到達（遡上）より前に発生しており，津波によるものではあり得な

いことを明らかにしている（甲全第３９７号証の１，２）。また，元

東京電力社員であり，福島第一原発において，燃料及び炉心設計管理

業務に従事し，日常的に業務として過渡現象記録装置のデータ解析を

行ってきた木村俊雄氏は，雑誌科学の論文において，地震動による配

管破損により冷却材漏洩が進行を開始し，炉心シュラウド内の自然循

環停止による原子炉内の水位の低下と水位計測の故障が発生し，燃料

の露出と炉心損傷が開始し，早い段階で放射性物質が建屋内に放出さ

れるに至ったという事故の進展についての想定が合理的で正しいと指

摘している（甲全第３９８号証）。さらに，九州工業大学名誉教授で

あり，原子核物理学を専門とする研究者である岡本良治氏は，福島第

一原発事故への地震動の影響について，福島第一原発事故の直接的原

因において，巨大な津波が非常用電源の一部又は大部分のとどめを刺

したのは事実であるが，事故の発端，事故の進展，大量の放射性物質

の放出について，地震動が主導的な役割を果たしたと評価している（甲

全第３９４号証）。 
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   イ 佐藤意見書 

       また，佐藤意見書（甲全第３９９号証１～１３頁）において，福島

原発事故に対する地震の影響は，事故発生への影響，事故進展への影

響，救助活動・避難行動への影響，収束活動への影響，復旧計画への

影響，燃料プールの事故のそれぞれについて，下記の通り指摘されて

いる。 

    （ア）事故発生への影響 

        ①東北地方太平洋沖地震は，東通，女川，福島第一，第二，東海第

二原子力発電所の所外電源系に重大な影響を及ぼした。原因は，鉄塔

の倒壊，絶縁碍子の損傷による地絡，変電施設や開閉所の故障など，

所外で生じた事象も多かったが，所内に設置されている変圧器の内部

に充填されている絶縁油が地震で揺れ，その圧力変動に反応した保護

装置(避圧弁，放圧管)の作動によって受電が遮断されたケースも多例

を数える。原子炉の安全性は，本来，所外電源には依存しないことに

なっている。しかし，福島第二は，かろうじて残った所外電源の１回

線によって福島第一同様の惨事を回避することが出来た。これは，「安

全系」に属さない機器でも，その耐震性が，状況によっては過酷事故

への転落を左右する場合がある事象として記憶されるべき出来事であ

る。 

       ②上記地震後，原発への影響として，しばしば「安全系設備」が地

震に耐えたか否か論じられ，福島事故について，「耐えた」と言う関

係者もいたが，２点注意しておきたい。 

           １点は，福島事故の場合，「安全系」のほとんどの設備が，事故直

後から今日まで実動作の機会がなく，いわば「醒めることなく死を迎

えてしまった」のであり，検証不能であるということである。地震に

よる影響というと，多くの人はひび割れや倒壊，破断のような派手な

損傷を思い浮かべるが，「安全系設備」を動かなくするには，例えば

ある半導体素子をつないでいる１カ所のハンダ付けが離れるだけで十

分なのであって，実際に起動し運転してみなければ「耐えた」ことの

証明にはならないのである。 

          もう１点は，「安全系」についての誤解である。同じ「安全系」と

いう分類の中にも，過酷事故の発生との結びつきが弱いものが含まれ

ており，逆に「安全系」には属さなくても，過酷事故の発生との結び

つきが強いものがある。「安全系」に属するか否かによらず，過酷事
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故のリスクの高低に着目した議論が「リスク・インフォ―ムド」と呼

ばれ，我が国以外では既に一般化しているのであるが，確率論的な議

論を好まない我が国は，旧来の「安全系」をベースとした議論に固執

し，その弊害として，さながら「安全系」に属さない構造物，系統，

機器であるならば，それらが損傷しても原子炉の安全性には全く問題

ないかのような誤解が浸透してしまっているのである。 

     斯くして，地震が福島事故にどのように寄与したかを厳密に述べる

ことは難しいが，いずれにしても，「安全系の機能には影響はなかっ

た」との説明は正しくない。その殆どが，出る幕のないうちに電源喪

失したことで，機能出来ていたかどうかも永久に分からなくなってし

まったからである。計測設備は直流電源の喪失によって記録を停止し

てしまい，過渡現象記録装置もその本来の機能を発揮していない。そ

のため，「津波が地震を無事に乗り切った安全系の機器を一気に喪失

させてしまった」との説明にも，その正しさを裏付ける完璧な根拠が

ある訳ではない。 

     津波の影響が福島第一にとって甚大で致命的であったことは疑いな

く，この点について異論を唱えたいとは思わないが，地震による損傷

を津波がマスキングしてしまっている可能性については，より注意深

くあるべきだと考える。 

   （イ）事故進展への影響 

      自動スクラム停止が発生する程の地震が発生した場合，原発では，

その後重要機器に対する影響調査を実施することになっており，そ

の場合の巡視ルートや機器リストが手順書に定められている。この

場合の影響調査も，ひび割れ，倒壊，破断のような顕著なものに限

られる。通路にガラスの破片が飛び散っているとか，油や水の漏れ

跡，蒸気の噴出，発煙など目立った異常がなければどんどん先に進

んでいく。しかし，中央制御室のメッシュ天井が外れて埃が舞い上

がり，手摺に掴まりながらでなければ運転員が操作できなかったと

語るほどの地震に襲われた福島第一原発事故の場合，各建屋内での

そのような巡視によってでさえ，眼につくものだらけだったのでは

ないかと推測される。当然のことながらエレベータは止まり，階段

室の照明も割れていて真っ暗だったという。余震のたびに轟音がこ

だまし，ページング(所内通話・放送システム)の声も聴こえ難かっ

たのではないだろうか。それも原因としてあったかどうかわからな
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いが，２名の運転員が，４号機タービン建屋の地階で水死してしま

った。 

      地震による所外電源の喪失は，事故進展を緩和するための活動も

困難にした。即ち，福島第一原発においては，唯一６号機用の空冷

式ディーゼル発電機だけが生き残り，これによって５，６号機の事

故は回避されたが，１～４号機に対しては，所内からも所外からも

給電する術がなく，完全な停電状態で孤立したことによって迅速な

対応の機会を失った。事故発生当時，４～６号機は計画停止中で，

発電所の構内には十分すぎるほどの人員がいたし，構内にある各業

者の倉庫や工作場には様々な工事用の資機材が保管されていた。日

没までの時間も残っていた平日で，天候も悪くはなかった。しかし，

巨大地震の襲来を受けた直後の原発では，これらの好条件も必要な

即効性を発揮するため十分ではなかった。天井が落ち，窓ガラスは

割れ，床には書棚から落ちたファイル，机の上には執務中の書類が

散乱した。余震も続く中，動揺から気を取り戻して冷静な緊急対応

に臨める体制が整うまでの間，１０００人の人員も倉庫の中の資機

材も役に立たず，全交流電源喪失(ＳＢＯ)に陥った原子炉の水位を

有効燃料長頂部(ＴＡＦ)以上に保ちながら圧力を降下させるために

は，差し当たって１号機においてはＩＣが，２，３号機においては

ＲＣＩＣが働き続けてくれる幸運を期待するしかなかった。それら

が時間を稼いでくれている間に，その後の有効な対応プランが関係

者に周知され実行されていなければならなかったのであるが，結局

失敗に終わった。即ち，ＩＣの胴部には十分な冷却水が温存されて

いたにもかかわらず，早々に隔離されてしまい，ＲＣＩＣは設計上

期待されているより遥かに長い時間にわたって運転し続けたが，や

はりその幸運を活かすことが出来なかった。 

      事故発生時，構内には３台の消防車があったが，１台は５，６号

機側で待機しており，地震による道路の損壊で，これを１～４号機

側に移動させることが出来なかった。１～４号機側の防護管理区域

のゲートは，地震による脱輪か津波による故障か定かではないが，

開門できなくなっていた。更に，津波で運ばれた巨大な重油タンク

が道を塞いだ。敷地内のマンホールの蓋は，所々吹き上げられて危

険な落とし穴となっており，十分に水が引くまでの間，足止めを余

儀なくされた。ようやく活動を開始したころには闇に覆われ，その
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後も激しい余震が頻発したため，安全確認の点呼などで作業は幾度

となく中断した。 

      以上を振り返ってみると，我が国に抽出されるべき問題点と教訓

は多い。まず，巨大地震が起因事象となって原子炉事故の瀬戸際に

ある時，休日や深夜でなくても，緊急対策室に関係者が結集して体

制を整えるまでにどの位の時間がかかるかという点を考えた場合，

そもそも中央制御室の当直チームは，そのようないつ立ち上がるか

も分からない体制からの指示待ちというわけにはいかない。とはい

え，そのような体制が一刻も早く立ち上げられ，十分な人員の動員

と資材の集積がなされ，次に向けた活動が開始されることを期待し

ないわけにもいかない。そのような場合，原子炉に対する唯一の保

護をＩＣやＲＣＩＣに任せ，マンホールの穴が危ない，まだ水が引

いていないという理由で，活動の開始を遅らせ，開始後も余震の都

度作業を中断させ安全点呼を行うことが正当かどうかという問題提

起もあるだろう。もし，緊急対応という状況下においてもそのよう

な人道的な行動上の限界や条件が適用され，今後も最優先とされる

ためには，上記体制の立ち上げまでのロスト・タイムも考慮し，そ

もそも起因事象の発生から一定時間の人的活動を期待してはなら

ず，開始後も突貫的な遂行を期待してはならないというルールが設

けられるべきである。しかし，もしそのような護身的なルールが公

衆の生命と安全を守る行動として相応しくないと判断される場合に

は，無理な人的対応に依存するのではなく，別のより高度な安全対

策が考案され，適用されなければならない。因みに，欧州の新設プ

ラント向け事業者規格(ＥＵＲ)には，人的対応への依存に関する制

限が規定されており，炉心損傷保護のための対応としては起因事象

の発生時刻から６時間，格納容器保護のための対応としては１２時

間(目標２４時間)，人的対応に期待してはならない旨規定されてい

る。そのため，ＥＵＲに適合することが認定された炉型においては，

安全設備を作動させるための動力や人的判断，活動を要しない設計

方式(パッシブ設計)が多く取り入れられている。 

      福島事故の場合，巨大地震を起因事象とした原子炉事故への対応

が人的活動一辺倒で，それでいて人道的な制限と条件を課した場合

には，将来も同じ事態を繰り返す懸念があるが，我が国は，福島事

故の教訓として引き出していないように見受けられる。 
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   （ウ）救助活動・避難行動への影響 

      所外の放送設備から流された事故の情報は聞き取り難く，多くの

住民は巡回する警察署の職員の見慣れない装備に驚き，彼らの自動

車の窓を挟んでの意味不明な呼びかけと手振りから重大性を察して

避難行動を開始したが，目的地も道路も指示されず，ＳＰＥＥＤＩ

が避難行動のために活用されることもなかった。 

      避難道路には所々に地震による地割れや陥没が生じており，その

鋭利な割れ目にタイヤの側面を擦ってバーストし，乗り捨てられた

車が渋滞の原因にもなっている。どのガソリンスタンドにも長蛇の

列ができ，停電のために動かなくなった電動ポンプに替えて従業員

が手動のポンプを回して対応したが，これも渋滞を悪化させた。近

隣の市町村に急きょ設けられた避難所には，原子炉事故からの避難

者だけではなく，地震による被災者も集まったため，どこも混雑し，

避難者の多くが高齢と病身の家族を気遣いながらいくつかの避難所

を転々とさせられた。 

      これは，地震が原子炉事故に及ぼした影響の例であるが，逆に原

子炉事故が地震後の救助活動を妨げる場面もあった。即ち，地震や

津波の被災状況の確認や救出を待っていたかもしれない被災者の捜

索が，早々に打ち切られてしまった。 

   （エ）収束活動への影響 

      地震は，福島第一原発の建屋に無数のひび割れを発生させている。

福島第一原発を含む我が国の原発は，どこもかなり低い設計地震加

速度で建てられている。カリフォルニアのディアブロ・キャニオン

が０.７５ｇ(約７３５ガル)，サン・オノフレが０.６７ｇ(約６５７

ガル)であるのに対し，福島第一原発１号機はたった０.１８ｇ(約１

７４ガル)であった。そのようなこともあり，２００５年から東日本

各地の原発でその超過が頻発し，徐々に引き上げられるようになっ

たが，それに合わせて改造や補強が隅々まで行われた訳ではない。

それが困難な代表的構造物が建屋そのものである。鉄筋コンクリー

トの床，壁，梁などに鉄骨や鉄筋を追加したりすることが現実的に

不可能だからである。建屋を剛体とみなし，建屋に設置されている

配管などの機器だけに改造や補強が行われた。その場合の問題は，

高層マンションの１区画のある住人が，室内の壁と天井に対して食

器棚をしっかり固定して耐震性を高めたと思っても，建物全体が倒
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壊してしまえば元も子もないのに似ているかもしれない。 

      地震後，福島第一原発の建屋のあちこちに目でも確認できるひび

割れが夥しい数確認された状況が報告されているが，事故の発生以

来，そのようなひび割れから地下水が流入し，その後の収束活動を

著しく困難にした可能性がある。つまり，現在，敷地内に設置され

ている１０００基以上の汚染水タンクが必要になった直接の原因が

そのようにして出来たひび割れからの流入で，それらが地震に起因

している可能性もあるということである。 

      このような地震との関連が疑われる多数のひび割れは，２００７

年の中越沖地震に見舞われた柏崎・刈羽原発でも多数確認されてい

る。ひび割れの幅は１㎜未満であるが，長さは数ｍに及ぶものが多

い。そのようなひび割れに沿って侵入する地下水によって，長年，

鉄筋が湿潤環境に曝露され続けることが鉄筋コンクリートの構造物

に好ましい筈がない。やがて pH が低下して鉄筋が酸化するようにな

れば，それが膨張することで楔効果が働き，亀裂の幅が拡大し，劣

化が加速される可能性がある。 

      結局，元々低い設計地震加速度で建てられた建屋の場合，その後

の見直しによって内部の構造物や機器に対する耐震性の強化が行わ

れても，建屋自体の強度が増したわけではなく，建屋の強度は当初

のまま取り残され，そのことが福島の汚染水問題の根本原因となっ

ている可能性がある。そして，同じ問題の潜在性は，我が国の原発

の多くに当て嵌まっており，建屋が深いほど，地下水流量が多いほ

ど，深刻な問題をもたらす可能性がある。 

   （オ）復旧計画への影響 

      地震は，福島県の浜通り地方に多い瓦葺の民家の屋根を垂直方向

に長く激しく揺らし続け，文字通り瓦礫を地面に散乱させた。そし

て，その手当に着手する間もないうちに原子炉事故が発生し，避難

が指示され，そのまま壊れた家屋は放置され，風雨による劣化にさ

らされた。後に，ブルーシートが被せられ，重石が乗せられるだけ

の簡易な処置が施されたようではあるが，殆どが風にあおられて穴

だらけになっており，雨水の侵入を防ぐ役目を果たせなかった。一

時帰宅した住民の目に入ったのは，雨で濡れ，カビだらけになった

カーペット，鼠にかじられ，その繁殖場となった寝具などだった。

やがて，これを狙って蛇も入り込み，上空には鳶が舞うようになる。  
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この様に，急速に庭も家屋も荒れていき，地域全体の衛生環境が劣

化していく様子に，戻る意欲を失った住民も少なくない。地震で傷

んだ家屋に対しては，水が使えないなどの理由もあり，除染も遅れ

た。 

      地震は，原子炉事故からの地元の復興を滞らせ，かつ，原子炉事

故による放射性物質の汚染が一般家屋や公共インフラの復旧を妨

げ，どちらか一方の場合よりも著しく状況を悪化させている。但し，

どちらがより居住環境への影響が大きかったかといえば，同じ１９

８６年に発生したサンサルバドル地震(死者１０００～１５００人，

負傷者１万人，家屋を失った住民２０万人)とチェルノブイリ事故に

ついて，今日までにそれぞれの影響を受けた地域がどのように処理

され，復旧されたかを比較すれば明らかである。 

   （カ）燃料プールの事故 

      福島事故の危機感は，４号機の原子炉建屋の爆発によってピーク

に達した。プールに保管されていた使用済燃料が気中に露出して発

熱し，水蒸気と反応して大量の水素ガスを発生させ，それが爆発し

た可能性があったからである。その後に続く現象はジルコニウム火

災で，一旦そのようなことが起こった場合には，燃料ペレットが破

砕してエアロゾル化し，それが上空に舞い上がって風で遠方まで運

ばれると懸念されたのである。 

      実際，そのような恐怖のシナリオを考えないわけにはいかない理

由もあった。４号機は，２０１０年１１月３０日，シュラウド取替

工事を主要な工程に盛り込んだ計画停止に入り，原子炉圧力容器内

から５４８体の燃料を使用済燃料プールに移しており，同プールに

収められた合計１３３１体の燃料から発せられる残留熱は２２６０

ｋＷもあった。原子炉建屋最上階には水が張られ，２０００トン前

後の荷重が追加されていた。上述したように，耐震性向上のための

補強は，使用済燃料プールを含む建屋の躯体に対してまで行われた

訳ではなく，元々は低い設計基準加速度をベースにしていた。強い

地震によって，鉄筋コンクリートの構造物にもひび割れが生じるこ

とは現に確認されている。使用済燃料プールの内張は，厚さ６㎜ほ

どのステンレス鋼板であり，過大な変形によって裂けることもあり

得る。大きな物体が落下すれば，破れる可能性もある。仮に地震に

よって使用済燃料プールが損傷し，水が抜けてしまっていたとする
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と，使用済燃料は急速に発熱する。燃料プールには水位計がなく，

実際の状況を確認したくてもテレビカメラが働かない。放射線レベ

ルの上昇は，３号機からの影響もあってよく確認することが出来な

い。９．１１の教訓として，アメリカでは，使用済燃料を市松模様

に燃料プールに配置して熱源を分散させ，ジルコニウム火災のきっ

かけとなる発火を起こり難くする対策が講じられていたが，日本で

はそのような対策は誰も知らず，ホットな使用済燃料が局所的にま

とめて保管されていた。 

      結局，懸念されたジルコニウム火災は起こらなかった。４号機の

原子炉建屋は地震に耐え，使用済燃料プールには十分な水が蓄えら

れていることが確認された。しかし，これを機に米国では使用済燃

料プールでの保管に不安を抱くようになり，ブルーリボン委員会は，

使用済燃料の乾式保管を加速させる必要性を最終報告書に盛り込ん

だが，その後，NRC が，使用済燃料プールの耐震性評価を行った結

果，ジルコニウム火災による大量放射能放出事象の発生頻度が十分

低いこと(１.１×１０-７/炉年)を示したことで，乾式保管への移行

の加速は見送られている。このような経緯が我が国にも伝わり，使

用済燃料プールの頑強さが信じ込まれるようになったが，米国と我

が国とでは前提が異なっていることを理解しなければならない。上

記 NRC の計算は，０.７g の地震の発生頻度を６万年に１回として行

ったものであるが，我が国では，６万年に１回ということはありえ

ず，６０年に１回としてもおかしくない。また，NRC の計算は，燃

料の運転サイクルを７２０日としたものであるが，我が国ではそれ

よりも短く，平均４００日くらいである。この２点を修正するだけ

でも，我が国での頻度は，２.１×１０-４/炉年まで跳ね上がる。し

かも，我が国では，上述した市松模様の配置が行われていないため，

この頻度は更に大幅に高くなる。 

  (3) 地震対策の見直し懈怠と立地審査指針無視 

    原子力規制委員会は，福島第一原発事故の原因が究明されていないに

もかかわらず，また，福島第一原発事故地震原因説等に相当の合理的理

由があるにもかかわらずこれを無視し，福島第一原発事故の原因は津波

であると決めつけてしまい，その結果，津波対策は拡充したものの，地

震対策は，被告も認めるように従来とほぼ同じものとしてしまった。 

    本件原発の周辺には複数の活断層が存在し，過去においても大規模な
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地震が頻発している地域であるため，地震対策が極めて重要であるが，

原子力規制委員会は，その地震対策の見直しを怠ってしまったのである。

しかも，後述するように，班目委員長がその不十分さを指摘していた上

記立地審査指針を見直すどころか，立地審査指針さえ無視するという暴

挙を敢行し，原子炉等規制法に違反してしまったのである。 

    地震の影響に対する過小評価は，基準地震動の想定の甘さ，地震に伴

う共通要因故障を想定しない，地震の影響を受ける可搬式設備による人

的対応に依存した過酷事故対策等，新規制基準の脆弱性に直結してしま

っている。結果的に，諸外国と異なり，地震大国である日本において，

最も厳重に警戒しなければならないはずの地震対策について，楽観的な

想定（基準地震動はまず越えることはないだろう，地震が起こっても共

通要因故障は起きないだろう，地震や津波が発生しても，可搬式設備が

有効に作動することができるであろう等）の下に，原発の再稼働が容認

されているのである。 

  

 ３ 原子力安全規制の強化（新規制基準の制定） 

  (1) 被告は，福島第一原発事故の発生及び同事故に関する調査・検討の結

果を踏まえて，原子力安全委員会及び原子力安全・保安院は，安全規制

に関する検討を行ったと主張する。 

    また，被告は，制定過程における議論と従来の規制からの変更点に関

して，福島第一原発事故の発生及び進展に関する基本的な事象は明らか

にされており（乙全第１８１号証４５頁），同事故について解明できな

い部分はあるものの，少なくとも同事故のような事故を防止するための

基準を策定することが可能な程度に事実解明が進んだものと評価されて

いると主張する（被告準備書面(19)４０頁参照）。その上で，被告は，

原子力安全委員会及び原子力安全・保安院における検討，原子力規制委

員会における議論・検討を踏まえて，新規制基準が策定されたと主張す

る。 

  (2) しかしながら，かかる被告の主張は，下記に述べるとおり，新規制基

準の合理性を何ら保証するものではない。 

   ア まず，原因究明なくして有効な対策を立てることができないことは

普遍的な真理であり，原発の規制基準に関しても，福島第一原発事故

の原因が究明されない限り，有効な規制基準の策定は到底できないこ

とは明らかである。前述（第１の１(3)）の通り，日本の安全審査指針
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類は，世界の常識から取り残された３０年前の技術水準に止まるもの

であり，福島第一原発事故により重大な欠陥が露呈し，福島第一原発

事故を招いた（甲全第３８８号証）。   

このような原子力規制の悲惨な状況を踏まえれば，福島第一原発事

故の原因究明さえなされていない状況の下，わずか１年足らずの間に

まともな基準を策定できるはずがない。 

     また，被告による議論が重ねられたとの主張に関しても，実際の状

況を踏まえれば，全く根拠のない主張と言わざるを得ない。 

     以下，被告の主張に全く理由がないことを明らかにする。 

イ 福島原発事故津波原因説に基づく策定（原因究明がなおざりにさ 

れ，安全指針類の欠陥の見直しが放置されたこと） 

（ア）原因究明なくして対策の立てようがないこと 

      原因究明なくして有効な対策を立てることができないことは普遍

的な真理であり，原発の規制基準に関しても，福島第一原発事故の

原因が究明されない限り，有効な規制基準の策定は到底できないこ

とは論を待たない。 

（イ）大津地裁仮処分決定 

      この点に関しては，大津地裁仮処分における決定も，「福島第一

原発事故の原因究明は，建屋内での調査が進んでおらず，今なお道

半ばの状態であり，本件の主張及び疎明の状況に照らせば，津波を

主たる原因として特定し得たとしてよいのかも不明である。その災

禍の甚大さに真摯に向き合い，二度と同様の事故発生を防ぐとの見

地から安全確保対策を講ずるには，原因究明を徹底的に行うことが

不可欠である」と指摘し，「この点についての債務者の主張及び疎

明は未だ不十分な状態にあるにもかかわらず，この点に意を払わな

いのであれば，そしてこのような姿勢が，債務者ひいては原子力規

制委員会の姿勢であるとするならば，そもそも新規制基準策定に向

かう姿勢に非常に不安を覚えるものといわざるを得ない。」として

いるが，福島第一原発事故の惨禍を踏まえれば，正に，正鵠を得た

指摘である。 

（ウ）ところが，下記の通り，原因究明がなおざりにされ，新規制基準

は，原因究明が進まない状況の下，福島第一原発事故の原因を津波

であるとの決めつけ（前述の通り，複数の専門家から，地震動が福

島第一原発事故に与えた影響について指摘されている）のもと，安
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全審査指針類の根本的な見直しが放置されてしまった。専門家にお

いて異論が続出している状況の下，かかる異論を封殺し，再稼働あ

りきで新規制基準を策定してしまったのである。 

    (エ) 班目委員長の証言 

       ①原子力安全委員会委員長班目春樹の証言 

           上述した内閣府原子力安全委員会の委員長であった班目春樹は，

「証言班目春樹」（甲全第３８８号証）の中で，次のように証言し，

原因究明がなおざりにされ，安全指針類の根本的な見直しがなされ

なかった経緯を赤裸々に証言している。 

     ②原因究明を阻害（経産省は再稼働を最優先） 

      「委員の皆さんとも相談して，原安委（原子力安全委員会）とし

て，３つの目標を掲げることにしました。１つ目は，福島第一原発

事故の原因究明。２つ目は，再発防止のための安全審査指針類の根

本的な見直し。３つ目は，放射性物質による汚染の対策と住民の健

康管理です。 

       これについて首相や官房長官の了解を得ようと思いました。その

ためには，まず秘書官に話を通さなくてはいけません。事故の原因

究明については，原安委として当然の責務と思いました。しかし，

経産省出身の秘書官からは，『原安委は被告席にいる。それを忘れ

るな』と怒鳴られました。トップが官邸から逃げ出した保安院と，

それを監督できなかった経産省の責任は棚に上げてか－。内心では

そう思いましたが，口にはしませんでした。 

      ２つ目の，指針類の見直しについても，やはり叱責されました。

『そんなことをすれば，指針見直しが済むまで原発が全部止まるじ

ゃないか』秘書官はえらい剣幕だったのを覚えています。この指針

類は，安全委が最も重要だと考えているものです。全部で約６０あ

り，原発のほか，原子力に関わる施設を建設したいと電力会社など

から申請があれば，これらに基づいて審査します。さらに，運転中

の原発であっても，日常から，安全性を確保するため，これらを順

守することが必須とされてきました。例えば，１９６４年に制定さ

れ８９年に改訂された『原子炉立地審査指針及びその適用に関する

判断の目安について』というものがあります。通常，『立地審査指

針』と言われているものです。原発を新設する時，その場所に建設

していいか，適地なのかを判断する基準です。その中身は，単純化
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して言うと，原発を立地するには，災害が起きそうもない場所を選

び，仮に大きな事故が起きたとしても，放射性物質の漏出で影響が

及ぶ範囲には大勢の人が住んでいないこと，というものです。私は

事故前から『これはおかしい』と思っていました。本当に安全性の

確保につながる指針かと疑っていたので，『原安委として，抜本的

に見直すべきだ』とあちこちで発言していました。電力会社は，原

発新設の前に設置許可申請書を提出しますが，その中に，『立地審

査指針が満たされている』と必ず記されている。さらに，『最悪の

場合に起きるかもしれない事故(重大事故)で放射性物質が飛散する

範囲には人は住んでおらず(非居住区域)，重大事故を超えるような，

起きるとは考えられないような事故(仮想事故)でも，放射性物質が

飛散する範囲には，ほとんど人は住んでいない(低人口地帯)』とも

書いてあります。これはつまり，『どんな事故があっても，影響は

敷地外に及ばない』という申請書なのです。どうして，最悪の重大

事故でも影響は敷地内にとどまるのかというと，影響が敷地内にと

どまるよう逆に考え事故を設定しているからです。要は『本末転倒』

ということです。しかし，実際，福島第一原発事故では，敷地を超

えて放射性物質が飛散しました。立地審査指針を満たしていれば，

こんなことは起きないはずでした。原子炉の安全設計審査指針も奇

怪です。『長期間にわたる全交流動力電源喪失は，送電線の復旧又

は非常用交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はな

い』と解説にわざわざ書いてある。国会事故調，政府事故調ともに，

この一文が今回の事故をもたらしたと指摘しています。私も『明ら

かな間違い』だと思っていました。しかし，秘書官はこうした指針

類の見直しにも否定的でした。原発の維持を最優先したのでしょう。

私は『被告』と怒鳴られたこともあり，言い返すことができません

でした。」(１４２頁～)。 

      このように福島第一原発事故により，安全審査指針類の根本的な

重大な欠陥が明らかになったにもかかわらず，再稼働を最優先する

あまり，原因究明がなおざりにされ，安全指針類の根本的な見直し

がなされなかったのである。 

   

 ４ 拙速極まりない新規制基準の策定経過 

   被告は，原子力規制委員会担当委員や多様な学問分野の外部専門家らが



- 23 - 

出席し，約８ヶ月間，回数にして１２回ないし２３回にわたる会合におい

て議論が重ねられ，その上，意見公募手続（パブリックコメント）が２度

にわたって行われた。したがって，新規制基準は，現在の科学技術水準を

踏まえた科学的合理的なものとされていると主張している（被告準備書面

(19)３８～３９頁参照）。 

しかしながら，被告による議論が重ねられたとの主張に関しても，実際

の状況を踏まえれば，全く根拠のない主張と言わざるを得ない。以下，拙

速極まりない策定経過について論じる。 

  (1) 新規制基準チーム 

   ア 会合 

     平成２４年１０月２５日に第１回会合が開催され，平成２５年６月

３日迄の間に２３回会合が開催された（甲全第４００号証）。 

   イ 骨子案の採択 

     平成２５年１月３１日に開催された第１３回会合（甲全第４０１号

証）において，「新安全基準（設計基準）骨子（案）」（甲全第４０

２号証）と「新安全基準（ＳＡ）骨子（案）」（甲全第４０３号証）

が採択された。 

     第１回会合から数えて９８日間であり，議論を尽くして採択された

ものではなく，議論が噴出する状態でありながら，スケジュールを優先

して採択されたものである（甲全第４０１号証）。 

  (2) 地震・津波チーム 

   ア 会合 

     平成２４年１１月１９日に第１回会合が開催され，平成２５年６月

６日迄の間に１３回会合が開催された（甲全第４０４号証）。 

   イ 骨子案の採択 

      平成２５年１月２９日に開催された第８回会合（甲全第４０５号証）

において，「発電用軽水型原子炉施設の地震及び津波に関わる新安全

設計基準（骨子素）」（甲全第４０６号証）が採択された。 

     第１回会合から数えて７２日間であり，議論を尽くして採択された

ものではなく，議論が噴出する状態でありながら，同様に，スケジュ

ールを優先して採択されたものである（甲全第４０５号証）。 

  (3) 平成２５年２月６日原子力規制委員会（甲全第４０７号証） 

   ア 骨子案の採択 

     平成２５年２月６日開催された原子力規制委員会において，上記３
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つの骨子案が採択された。 

   イ 議論なし 

     上記各チームの担当委員であった更田委員と島崎委員から説明があ

ったが，議論らしい議論はなく，原案通り採択された（甲全第４０７

号証１２頁～）。その際，更田委員は，新安全基準が同年７月１８日

迄に施行することが改正された法律で定められていると発言した(同

１２頁)。 

   ウ 大島発言 

     また，大島委員は，更田委員が言っているように，本来，この種の

作業は３年や５年かけてやってもおかしくないものだと思うが，法律

で７月までというデッドラインが決められているので，今さら言って

も仕方がないと発言した（甲全第４０７号証１７頁）。 

  (4) 骨子案のパブコメ 

     この骨子案は，平成２５年２月７日から同月２８日迄の２２日間，パ

ブリックコメントに掛けられ，「十分な時間をかけて丁寧に検討すべき

だ」「基準の名にふさわしくないあいまいな表現が多すぎる」等の多数

の意見が寄せられたが，顧みられることはなかった（甲全第４０８号証

５１頁）。 

  (5) 平成２５年４月１０日原子力規制委員会（甲全第４０９号証） 

     平成２５年４月１０日に開催された原子力規制委員会に，骨子案に基

づいて委員会規則などの形で条文化した新規制基準が掛けられ，全く議

論なく採択された(２１頁～)。 

   (6) 新規制基準のパブコメ 

     この新規制基準は，平成２５年４月１１日から５月１０日迄の３０日

間，パブリックコメントに掛けられた。３０００頁にも上る膨大な文書

に対し，１８００通もの意見が寄せられた。その意見にある疑問や批判

に答えることなく，同年６月１９日，原子力規制委員会は，字句等の一

部を修正しただけで，新規制基準を決定した（甲全第４０８号証５１

頁）。 

  (7) 制定と施行 

     そして，原子力規制委員会は，平成２５年６月２８日，この新規制基

準を制定し，同年７月８日，施行したのである。また，被告が，高浜３，

４号機について本件の設置変更許可申請をしたのは，正にその施行日当

日のことであった。 
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   (8) 拙速 

    上述した新規制基準チームの初会合から新規制基準の決定・制定まで

の期間は約８か月であるが，骨子案の検討期間は，新規制基準チームが

３か月余り，地震・津波チームが２か月余りに過ぎず，その後，２度の

パブコメや骨子案に基づいて委員会規則などの形で条文化する作業等が

行われたものの，新規制基準の骨格は，僅か２～３か月余りの間に策定

されたと言っても過言ではない。 

    上述した大島委員の発言にあるように，本来３～５年程度かけて策定

されるべき新規制基準が，初会合から約８か月で策定されたというだけ

でも拙速といわなければならないが，実際には，僅か２～３か月余りの

間に策定されたものに過ぎない。 

 

 ５ 佐藤暁（科学「アキレスを追いかけるカメ」）の指摘（甲全第４１０号

証） 

   上記の如く，余りに拙速な新規制基準策定の経緯に関して，下記の通り

の指摘されている。 

  (1) 拙速 

   ア 初会合から８ヶ月余りの施行 

      新規制基準は，平成２４年１０月２５日の初会合から平成２５年２

月６日の会合までの短期間に作成された(甲全第４００号証乃至甲全

４０７号証)。実に４か月に満たない超短期間である。そして，アリバ

イ作りのような短期間の形式的なパブコメを経て，同年６月２８日に

制定され，同年７月８日に施行された。初会合から８か月余りの超ハ

イスピードの施行である。 

   イ 予測を上回る拙速な作業 

     上記佐藤暁氏は，最低限の手続を最速で進めても再稼働は平成２９

年３月になってしまうであろうと予測したが，その予測は完全に外れ

てしまった(佐藤暁「アキレスを追いかけるカメ」（甲全第４１０号証

０７１３～０７１４頁）。九州電力川内原発は，２０１４年９月１０

日，新規制基準に適合したとされ，２０１５年８月１１日，１号機が

再稼働した。 

   ウ 立地審査指針の見直し等なし 

     佐藤氏は，上記予測にあたり，福島原発事故によって，かつての立

地審査指針が著しく過小評価だったことが判明したため，新規制基準
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は，これに代わる新しい立地審査の指針が盛り込まれることになるだ

ろうと予想し，また，セキュリティ対策の要件も追加になるだろうと

予想していたが，その予想は外れ，立地審査指針は無視され，セキュ

リティ対策が追加されることもなかった（甲全第４１０号証０７１４

頁）。 

  (2) 聞く耳持たず 

        佐藤氏は，パブリック・コメントの受付期間として２～３カ月は確保

されるだろう，新規制基準等の最終版には受け付けたコメントの分析結

果が反映されるだろうと予想していたが，実際のパブコメの期間は３週

間程度しかなく，しかも，字数制限つきで，受け付けはするが考慮する

わけではないというものに過ぎなかった（甲全第４１０号証０７１４

頁）。 

  (3) 審査指針の欠落 

        佐藤氏は，新規制基準を制定しても，審査の実務には，主観によらな

い統一的で整合性のある審査を行うための指針が必要になるだろう。従

って，新規制基準の制定の次には，これに対応した審査指針の制定作業

が続き，これも原案の作成，パブコメの受付，最終化という段階を踏ん

で進められると，この作業にも１年半はかかるだろうと予想していたが，

審査指針は策定されず，審査指針なしの審査が始まってしまった（甲全

第４１０号証０７１４頁）。 

  (4) 施行当日の申請書の提出 

    佐藤氏は，事業者が原子力規制委員会の審査を受けるための申請書を

作成するのは，少なくとも審査指針の形が見えて来てからで，作成から

提出までには半年はかかるだろうと予想していたが，被告らが申請書を

提出したのは，新規制基準施行日当日であった（甲全第４１０号証０７

１４～０７１５頁）。 

 

 ６ 「原子力規制委員会の独立性・中立性」の欠如について 

(1) 被告は，あたかも，原子力規制委員会が，独立性・中立性を有した組織

であることを当然の前提としているが，原子力規制委員会の独立性・中立

性に関しては，発足当初より重大な疑義が呈されてきたところであり，現

実の運用の中で，原発再稼働にひた走る姿勢が顕著で，その独立性や中立

性に強い疑問が呈されている。 

  (2) 原子力規制委員会の考え方及びこれに対する反論 
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  ア 原子力規制委員会の見解 

        原子力規制委員会は，「原子力規制委員会における組織としての独立

性，中立性はどのように保たれているのか。」との質問に対し，概要以

下のように述べる（乙全第１８１号証１～４頁）。 

    すなわち，同委員会は国家行政組織法第 3 条 2 項に基づいて設置され

る委員会であって，委員長及び委員は，両議院の同意を得て内閣総理大

臣が任命するものとされ（設置法７条１項），委員長及び委員は，独立

してその職権を行うものと規定されている（設置法５条）。 

    これらの規定により，原子力規制委員会は内閣の個別的な指揮監督権

を排除し，委員長及び委員の任免を国会同意人事とすることにより，任

期中は任命権者の一存で委員長及び委員を罷免することができなくな

り，身分保障の観点からも独立性が高められている。また，委員会は独

自の規則制定権を有している。 

    こういったことから，原子力規制委員会はその委員長及び委員が専門

的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使することが可能と

なり，ＩＡＥＡ安全基準においても求められている原子力規制機関とし

て必要な独立性，中立性が保たれている，とする。  

    原子力規制委員会がわざわざ，自らの独立性や中立性について弁解し

ているのは，下記に述べる通り，選任過程において，独立性や中立性を

著しく損なわれる人選や手続がなされ，発足当初から，原発推進機関で

あるとの強い疑問が呈されてきたからに他ならない。 

イ 反論①‐委員の選任過程に問題があること‐ 

  （ア）はじめに 

     以上のように，原子力規制委員会の「考え方」（乙全第１８１号証）

では，法律上，規制委員会自体が内閣等国の機関や推進側から独立し

ていることが強調されている。 

      しかし，規制委員会の委員たる人間の選任過程において十分な独立

性，中立性が保たれなければ，その組織が法律上独立性，中立性を保

っていたとしても，その実質的な独立性，中立性が損なわれることは

いうまでもない。 

（イ）独立性が求められる趣旨 

    ① 「考え方」（乙全第１８１号証）にも記載されているとおり，政

府の福島第一原発事故の調査・検証委員会（通称：政府事故調）の

報告書において，「原子力安全規制機関は，原子力安全関連の意思
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決定を実効的に独立して行うことができ，意思決定に不当な影響を

及ぼす可能性のある組織から機能面で分離されていなければならな

い。これは，ＩＡＥＡの基本安全原則も強調するところである。新

たな規制機関は，このような独立性と透明性を確保することが必要

である」旨の提言がされている。 

      また，福島第一原発事故に関する国会事故調査報告書は，福島第

一原発事故の根本的原因として，地震及び津波対策の未実施並びに

シビアアクシデント対策の不備を挙げ，これらは，規制当局と事業

者との間で，「原発はもともと安全が確保されている」という大前

提が共有され，既設炉の安全性，過去の規制の正当性を否定するよ

うな意見や知見，それを反映した規制，指針の施行が回避，緩和，

先送りされるように落としどころを探り合う中で生じたものであ

ることを指摘している（甲全第４１１号証１０～１２頁参照）。こ

のように規制当局が規制の先送りや事業者の自主対応を許すこと

で，事業者の利益を図るなど，規制当局の推進官庁及び事業者から

の独立性が形骸化していた結果，福島第一原発事故が発生したので

ある。 

この点に関して，国会事故調査報告書は，深刻な災害が万が一に

も起こらないよう原子力事業者を規制すべきであった我が国の規制

当局は事業者の「虜」となっており，福島原発事故は起こるべくし

て起こった「人災」であって，本来は避けることが出来た旨指摘し，

原子力法規制の在り方について猛省を促した（甲全第４１１号証１

２頁）。 

      更に，国会事故調査報告書は，新たな規制組織の独立性について

「①政府内の推進組織からの独立性，②事業者からの独立性，③政

治からの独立性を実現し，監督機能を強化するための指揮命令系統，

責任権限及びその業務プロセスを確立する」ものとし，その委員の

選定に当たっては，「第三者機関に１次選定として，相当数の候補

者の選定を行わせた上で，その中から国会同意人事として国会が最

終決定するといった透明なプロセスを設定する」とされていた（甲

全第４１１号証２１頁）。 

      このように，福島第一原発事故の政府事故調・国会事故調査報告

書は，規制当局が事業者の「虜」となっていたと称されるような，

極めて問題のある我が国の原子力規制行政のあり方が福島第一原発
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事故を引き起こしたという反省も踏まえ，規制機関の独立性と中立

性を強く求めているのである。 

    ② また，「考え方」（乙全第１８１号証）にも指摘のあるように，

IAEA も規制機関の独立性を重要な原則として捉え「政府，法律及び

規制の安全に対する枠組み」（ＧＳＲ Ｐａｒｔ１（Ｒｅｖ．１））

においては，その中の要件４において，規制機関の独立性について

いくつもの規定が置かれている。 

      例えば，「２．８． 実効的に独立しているためには，規制機関

は，割り当てられた責任を適切に果たすのに十分な権限及び十分な

職員を持たねばならず，また，十分な財的資源を利用できなければ

ならない。」， 

      「２．１０． 規制機関の職員は，規制目的に必要な利害を超え

て，施設及び活動又は許認可取得団体と直接的又は間接的な利害を

有してはならない」， 

      さらには，「規制機関は，その意思決定に対する不当な影響から

実効的に独立しているためには，政治環境又は経済条件に関係する

圧力，又は政府各部門，許認可取得団体若しくは他の組織からの如

何なる圧力にも左右されてはならないとしている。」， 

     といった規定が置かれ，規制機関の実質的な独立が重視されている。 

   （ウ）選任に関する法の規定等  

    ① 以上のような実効的な規制機関の独立性や中立性を確保するため

には，組織も結局は人間の集まりであることから，規制機関を統括

する人間，すなわち原子力規制委員会委員の選任においても十分な

独立性・中立性が保たれなければならないことはいうまでもない。 

      しかし，委員長及び委員の任命を定めた原子力規制委員会設置法

7 条は，その欠格要件について，同 7 項において下記のように定め

るのみである。 

        記 

     次の各号のいずれかに該当する者は，委員長又は委員となることが

できない。 

   一  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

   二  禁錮以上の刑に処せられた者 

   三  原子力に係る製錬，加工，貯蔵，再処理若しくは廃棄の事業を行う

者，原子炉を設置する者，外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせ
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る者若しくは核原料物質若しくは核燃料物質の使用を行う者又はこ

れらの者が法人であるときはその役員（いかなる名称によるかを問

わず，これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）若し

くはこれらの者の使用人その他の従業者 

   四  前号に掲げる者の団体の役員（いかなる名称によるかを問わず，こ

れと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）又は使用人そ

の他の従業者 

 

     このように，原子力規制委員会設置法７条７項は，破産者や禁錮以

上の刑に処せられた者以外では，原子力事業に現に関わっている原子

力事業者及びその団体の役員，従業者である者しか排除していないの

である。 

     これは，上述の「政府，法律及び規制の安全に対する枠組み」（Ｇ

ＳＲ Ｐａｒｔ１（Ｒｅｖ．１））要件４内における「２．１０． 規

制機関の職員は，規制目的に必要な利害を超えて，施設及び活動又は

許認可取得団体と直接的又は間接的な利害を有してはならない」とす

る規定からすれば極めて不十分なものであると言わざるを得ない。 

   ② この点，原子力規制委員会が設置される２ヶ月ほど前の平成２４年

７月３日付け，内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室による「原

子力規制委員会委員長及び委員の要件について」という文書（甲全第

４１２号証）において，「以下の事項を法律上の欠格要件に加えて要

件として追加することとします」とした上で，以下の要件が定められ

た。 

    ２．委員長及び委員の要件の考え方 

    （１）中立公正性確保に関する法律上の欠格要件 

       原子力事業者及びその団体の役員，従業者である者 

    （２）法律上の欠格要件に加えて欠格要件とする事項 

      ①就任前直近３年間に，原子力事業者等及びその団体の役員，従

業者等であった者 

      ② 就任前直近３年間に，同一の原子力事業者等から，個人として，

一定額以上の報酬等を受領していた者 

    （３）任命に際して情報公開を求める事項 

      ① 個人の研究及び所属する研究室等に対する原子力事業者等か

らの寄附について，寄附者及び寄附金額（就任前直近３年間） 
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      ② 所属する研究室等を卒業した学生が就職した原子力事業者等

の名称及び就職者数（就任前直近３年間） 

       この追加の選任要件は，前述のＩＡＥＡの安全基準中，「規制

機関は，その意思決定に対する不当な影響から実効的に独立して

いるためには，政治環境又は経済条件に関係する圧力，又は政府

各部門，許認可取得団体若しくは他の組織からの如何なる圧力に

も左右されてはならないとしている。」との説明を具体化したも

のに他ならない。 

       この追加の選任要件については，少なくとも法の不十分な欠格

要件を補充するものとして，当然の要請であるが，直近３年間に

限定している点は疑問が残るところである。 

       さらに，政府は，後述のとおり，明らかに上記の「委員長及び

委員の要件の考え方」に抵触する委員や抵触の疑いの極めて高い

委員の選任を強行しており，自らが定めた要件を事実上無視する

人選がまかり通る事態となっている。 

       現行のような法の欠格規定のみでは，委員長及び委員の選定に

おいて独立性，中立性が保たれているとは到底いえず，「考え方」

に述べられているような単なる形式上の法整備のみでは，なんら

実効性が保障されるとはいえないのである。 

       そして，上記の「原子力規制委員会委員長及び委員の要件につ

いて」の要件が，ＩＡＥＡの安全基準の説明にある「経済的な条

件に関係する」要件であることからすれば，ＩＡＥＡ安全基準に

おいて求められている原子力規制機関として必要な独立性，中立

性が保たれているとは到底いえないのである。 

   （エ）実際の選任に厳しい批判が寄せられていること 

      実際，原子力規制委員会設置法のもとで選任された委員について

は，その独立性・中立性に問題があるのではないかとの批判がなさ

れてきた。 

      発足当初から委員長となった田中俊一氏に対しては，独立行政法

人日本原子力研究開発機構（旧動燃）副理事長，原子力委員会委員

長代理，原子力学会会長を歴任した人物であり，いわゆる「原子力

ムラ」の中心人物ではないかと批判がなされた。 

      また，発足当初から委員となった更田豊志氏（現在は委員長代理）

は，選任直前まで独立行政法人日本原子力研究開発機構の副部門長
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であった。 

同機構は，高速増殖炉もんじゅを設置し，東海再処理工場を保有

する原子力事業者であり，設置法第７条第７項第３号の定める再処

理事業者と原子炉設置者に該当すると考えられたが，選任がなされ

た。 

      また，発足当初委員であった中村佳代子氏は，公益社団法人日本

アイソトープ協会のプロジェクトチーム主査であった。同協会は，

研究系・医療系の放射性廃棄物の集荷・貯蔵・処理を行っており，

「原子力に係る貯蔵・廃棄」の事業を行う者であり，設置法の施行

後は原子力規制委員会による規制・監督に服することになるのであ

って，設置法第７条第７項第３号の定める原子力事業者等に該当す

ると考えられたが，同氏についても選任がなされた。 

      こういった人事については，極めて不十分な設置法第７条第７項

の欠格要件すら形骸化させる不当なものであり，国民からの批判が

相次いだ。日弁連も，平成２４年８月３日付けで「原子力規制委員

会委員の人事案の見直しを求める会長声明」を公表し，こういった

政府の人事を厳しく批判している（甲全第４１３号証）。 

      更には，こういった人事案に対して「人事案撤回」の世論が日増

しに強まり，野党議員はもとより与党議員の中からも委員長・委員

候補の適格性と選任の適法性への疑問が強く提起される中，国会で

は結局議決を経ることができず，平成２４年９月８日に国会は閉会

した。 

      しかるに，政府は原子力規制委員会設置法附則第２条３項の定め

る原子力緊急事態宣言がされている場合の特例を根拠として，国会

の同意なしに委員長と委員の任命を同年９月１９日に行った。 

      しかし，国会事故調の報告書が作成され，国会における与野党の

議論に基づいて原子力規制委員会設置法も制定されたのであり，政

府が人事案を国会に提案した後１か月以上国会で議論しても同意が

得られなかったような場合に，附則を使用することは，原子力規制

委員会の独立性を確保するためその委員長・委員の選任に国会を関

与させようとした法の趣旨の軽視というほかない。 

      このように唯一民主的なプロセスとして予定された国会の関与で

すらないがしろにされて，委員の選任は行われたのである。 

      この点については，平成２４年１０月１日付けで日弁連も「国会
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同意を経ない原子力規制委員会人事決定に関する会長声明」を出し，

このような対応を強く批判している（甲全第４１４号証）。 

      また，平成２６年９月からの役員の改選に関しても，厳しい批判

が寄せられた。 

      例えば田中知氏に対しては，同氏が日本原子力産業協会役員（平

成２３年～２４年），エネルギー総合工学研究所役員（平成２６年

４月時点）等の経歴があり，また，三菱ＦＢＲシステムズ「アドバ

イザリー・コミッティー」（平成２６年６月まで）及び日本原燃「ガ

ラス固化技術研究評価委員会委員長」（同３月まで）を有報酬で務

めていたこと，更に，「１年度あたり５０万円以上の報酬等の受領」

として東電記念財団（平成２３年度），寄附の受領として日立ＧＥ

ニュークリア・エナジー（平成２３年度・６０万円），太平洋コン

サルタント（同・５０万円）といった寄付を受け取っていたこと等

から，委員として極めて問題が大きいとの指摘が，衆参国会議員６

６名が参加する「原発ゼロの会」からなされている（甲全第４１５

号証，甲全第４１６号証） 

   （オ）小括 

      以上のように，原子力規制委員会という組織の中心となる委員の

選任については，法の欠格要件に関する規定は極めて不十分であり，

実際の人選においても極めて問題がある。 

      このように独立性・中立性の保たれた委員を選任する過程が失わ

れたことで，福島第一原発事故の教訓から強く要求されたはずの原

子力規制機関としての実質的な独立性・中立性は，もはや損なわれ

たと評価せざるを得ない。 

   ウ 反論②‐原子力規制委員会が事務方である原子力規制庁の監督を行

えていないこと‐ 

         更に，原子力規制委員会は，上記のような独立性・中立性が損なわ

れた人選がされていることに加え，事務方であるはずの原子力規制庁

の提示した案や試算等に対する能力的な限界があり，実質的な監督を

行うことができていない点が指摘できる。 

         例えば，平成２８（２０１６）年４月１４日に発生した熊本地震を

契機とした島崎邦彦前原子力規制委員会委員長代理（東京大学名誉教

授）による現在の原発の基準地震動が過小評価されているとの指摘に

関する問題について，次のような原子力規制委員会の問題点を露呈し



- 34 - 

た（甲全第４１７号証）。 

         島崎元委員長代理は，大飯原発の基準地震動について被告が採用す

る式（入倉・三宅式）では一定の条件では地震動を小さく評価すると

指摘したが，それに対して，原子力規制委員会は，別の計算式で地震

動を再計算した結果，被告が出した地震動より小さな値となったこと

から，規制委員会は「評価方法を見直す必要はない」と判断した。と

ころが，その後，再計算は事務方（原子力規制庁）が入力値を「工夫」

して再計算したことが判明し式を入れ替えただけでは矛盾が生じるこ

とが明らかとなり，事実上，議論がやり直されることとなった。この

問題では，規制委員会は，規制庁が行った地震動の計算を鵜呑みにし

ていたものであり，検証する能力だけでなく，被告の計算値と一致し

なかったにもかかわらず，疑問を指摘することすら出来なかったので

ある。島崎元委員長代理が指摘しなれば，そのまま間違いに気づくこ

ともなく，この問題はやり過ごされていたといえるのである。 

         このように規制委員会には，事務方である原子力規制庁からの意見

や提案を検証する能力に非常に乏しく，原子力規制庁からの意見や提

案がそのまま規制委員会の意見等とされている事実が明らかになった

ことからも，その能力不足については原子力規制機関のあるべき姿に

は程遠いと言わざるを得ない。 

エ 反論③‐独自財源の確保に問題があること‐ 

         ＩＡＥＡの安全基準においても，各国の規制機関は，その責任を果

たすために十分な財政的資源が確保されなければならないとされてい

る（上記「政府，法律及び規制の安全に対する枠組み」（ＧＳＲ Ｐａ

ｒｔ１（Ｒｅｖ．１））要件４内における「２．８． 実効的に独立

しているためには，規制機関は，割り当てられた責任を適切に果たす

のに十分な権限及び十分な職員を持たねばならず，また，十分な財的

資源を利用できなければならない。」）。 

         しかし，原子力規制委員会の現状は独自の財源を有しておらず，会

計も国と分離されていない。 

         このように，財源の面でも原子力規制委員会は実質的な独立性・中

立性を確保されていないと言わざるを得ない。 

    

第２ 第３章（原告らの主張に対する反論）について 

 １ 新規制基準に適合することは安全を意味するものではないと原子力規制
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委員会が繰り返し認めているとの主張(被告準備書面（１９）５９～６１頁）に

対する反論 

   被告は，原告らが，原子力規制委員会の田中委員長の，「規制の適合性

は見ていますけれども，安全だと言うことは，私は申し上げません」等の

発言を引用し，新規制基準に適合したからといって，本件各原発の安全性

が確保されていることを意味するものではないことは，原子力規制委員会

が繰り返し認めていると主張していること（原告ら準備書面６，４頁，準

備書面１１，７～８頁）に対して，田中委員長の発言の趣旨や真意を正し

く理解していないと反論している。 

   しかしながら，新規制基準において，従来とは異なり「安全基準」とい

う言葉を使用せず敢えて「規制基準」と題することにしたのは，基準さえ

満たせば安全だという誤解を呼ぶことがあってはならないとの認識に基づ

くものであり（甲全第１６７号証），原告らは，発言の趣旨や背景事情を

正確に指摘しているに過ぎず，被告の反論は失当である。 

 

 ２ 原子力規制委員会の依拠する「相対的安全性」の不当性 

ここに，原子力規制委員会は，「考え方」（乙全第１８１号証）におい

て，新規制基準が依拠する「相対的安全性」について触れている。 

   原子力規制委員会の依拠する「相対的安全性」の考え方から，新規制基

準が，「福島第一原発事故のような深刻な災害を二度と起こさない」とい

う原子力関連法規制の改正趣旨からかけ離れた極めて不十分な基準である

ことが明らかとなる。以下，概説する。 

   (1) 原子力規制委員会の考え方の要旨 

ア 原子力規制委員会は，乙全第１８１号証の５～８頁において，原子

力規制委員会の専門技術裁量と安全性に対する考え方について，「原

子力規制委員会が設置許可基準規則を策定するにあたり，裁量が認め

られるのか，認められる場合，その内容はどのようなものか。」との

質問に対し，概要以下のように述べる。 

     イ 設置許可基準規則の策定については，発電用原子炉施設の安全性に

関する審査の特質を考慮し，原子力利用における安全の確保に関する

各専門分野の学識経験者等を擁する原子力規制委員会の科学的，専門

技術的知見に基づく合理的な判断に委ねる趣旨と解するのが相当であ

るとする。 

     ウ そして，原子力規制委員会に専門技術的裁量が認められることを指
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摘した上で，当該裁量の内容について，相対的安全性の考え方が当て

はまるとしている。 

       すなわち，まず，科学技術分野における一般的な安全性の考え方に

ついて，絶対的に災害発生の危険がないといった「絶対的な安全性」

というものは要求されておらず，危険性が社会通念上容認できる水準

以下であると考えられる場合に，又はその危険性の相当程度が人間に

よって管理できると考えられる場合に，その危険性の程度と科学技術

の利用により得られる利益の大きさとの比較衡量の上で，これを一応

安全なものであるといえるかという「相対的安全性」の考え方が妥当

すると指摘する。 

エ その上で，原発も科学技術を利用する点において他の科学技術と異

なるところはないという理由のみで，原発についても「相対的安全性」

の考え方が妥当すると指摘する。 

       それゆえ，原子炉等規制法４３条の３の６第 1 項４号にいう「災害

の防止上支障がないもの」とは，相対的安全性を前提とした安全性を

備えていることをいうものと解するのが相当であり，具体的な水準と

しては，原子力規制委員会が，時々の科学技術水準に従い，かつ，社

会がどの程度の危険までを容認するかなどの事情をも見定めて，専門

技術的裁量により選び取るほかはなく，原子力規制委員会にはこの選

択も委ねられていると解すべきとする。 

(2) 反論①‐福島第一原発事故後の原子力関連法規制の改正趣旨が全く考

慮されていないこと‐ 

ア 原子力規制委員会の考え方は，原子力規制委員会の科学的，専門技

術的知見に基づく「合理的な判断に委ねる趣旨」と解するのが相当で

ある，原発も科学技術を利用する点において他の科学技術と異なると

ころはないという理由のみをもって，原発についても，他の科学技術

に要求されるとする「相対的安全性」の考え方が妥当するとしている。 

     原子力規制委員会の考え方は，原発についても，他の科学技術と同

様に「相対的安全性」を備えていれば運転が許容されるというもので

あり，そこで思考がストップしている。 

イ このような考え方については，福島第一原発事故により現実のもの

となってしまった原発事故被害の特殊性，他の科学技術とは明らかに

異なる原発技術の特殊性が一切考慮されておらず，妥当でない。 

問題は，「相対的安全性」の中で，どこまで厳しい安全性が求めら
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れるかである。そして，福島第一原発事故を踏まえて，より高い安全

性を求める社会通念の変化を背景として，法律が日本の原発に求める

安全性のレベルは変わった。原子力基本法の改正，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，「原子炉等規制法」と

いう）の改正，原子力規制委員会設置法である。 

     まず，原子力基本法は，我が国の原子力政策の基本法であり，福島

第一原発事故当時，その第２条（基本方針）において，原子力の研究，

開発及び利用は「安全の確保を旨として」行う旨が定められていた。

しかし，福島第一原発事故後，同条に第２項が新たに設けられ，「前

項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，行うものとする。」と定められた。 

また，原子炉等規制法の第１条（目的）も改められ，「核原料物質，

核燃料物質及び原子炉による災害」の例示として「原子力施設におい

て重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施

設を設置する工場又は事業所の外へ放出されること」と定められたほ

か，「大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想

定した必要な規制を行う」ことが付記され，更に，規制の目的として，

「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」が明記された。 

さらに，新規立法である原子力規制委員会設置法は，第１条（目的）

において，原子力規制委員会の職務を「原子力利用における事故の発

生を常に想定し，その防止に最善かつ最大の努力をしなければならな

いという認識に立って，確立された国際的な基準を踏まえて原子力利

用における安全の確保を図るため必要な施策を策定」することである

と定めた。 

これらの法改正や法制定の趣旨に鑑みれば，福島第一原発事故後の

我が国の法律は，原発の安全規制については，国民の生命，健康及び

財産の保護，環境の保全等を目的として最善かつ最大の努力に基づく

万全の体制がとられるべきであり，その基準は，国際的な基準を踏ま

え，いわゆる過酷事故の発生の可能性があることも認め，大規模な自

然災害やテロリズム，その他の犯罪行為の発生をも想定したものであ

ることを求めているというべきである。 

         福島第一原発事故後の原子力関連法規制の改正趣旨は，「福島第一
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原発事故のような深刻な災害を二度と起こさない」という点にある。

福島第一原発事故を経験した現在においては，原子力規制委員会の

「合理的な判断に委ねる趣旨」であるとはおよそ解することは出来

ず，また，原発について「相対的安全性」で足りるなどということは

到底許容されるものではない。 

ウ 依って立つ論拠自体が誤りであること 

   （ア）ここに，原子力規制委員会は，科学技術を利用した各種の機械，

装置等は，絶対に安全というものではなく，常に何らかの程度の事

故発生等の危険性を伴っているものであるが，その危険性が社会通

念上容認できる水準以下であると考えられる場合，又は，その危険

性の相当程度が人間によって管理できると考えられる場合に，その

危険性と科学技術の利用により得られる利益の大きさとの比較衡量

の上で，これを一応安全なものであるとして利用しているのであり，

このような相対的安全性の考え方が従来から行われて来た安全性に

ついての一般的な考え方である。こうした危険性をも秘めた科学技

術の利用は，エネルギーの利用，巨大な建築物，自動車，航空機等

の交通機関，医療技術，衣料品の製造利用等，世のすみずみに及び，

我々の生活を支え，利便と富をもたらしている。 

結論として，原子力規制委員会が，時々の科学技術水準に従い，

かつ，社会がどの程度の危険までを容認するかなどの事情をも見定

めて，専門技術的裁量により選び取るほかはなく，原子力規制委員

会にはこの選択も委ねられているとするものである。 

（イ）しかしながら，原子力規制委員会が新規制基準に関する上記考え

方の依って立つ論拠自体が誤りである。 

      すなわち，原発の危険性，チェルノブイリ事故や福島第一原発事

故の惨禍に鑑みれば，原発の危険性が社会通念上容認できる水準以

下であると考える余地は全くない。 

      また，チェルノブイリ事故，福島第一原発事故において，原発の

制御が不能であること，事故の収束が極めて困難であること，原状

回復が不可能であることが明らかになり，さらには，原発のゴミで

ある高レベル放射性廃棄物（１０万年の保管が必要とされている）

の処理の問題が全く目処が立たない状況に鑑みれば，危険性の相当

程度が人間によって管理出来ると考える余地も乏しい。 

   （ウ）自動車，航空機等の交通機関，医療技術などが利便と富をもたら
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しているのは事実であるが，原発に関しては，数ある発電技術の一

つにすぎず，原発が停止しても電力供給にも影響がないことが明ら

かになっており，また，その危険性と莫大な管理コスト故に，ドイ

ツをはじめとして世界が脱原発にシフトしつつある現時点におい

て，社会一般にとっての利益は皆無である（むしろ，最終処分の見

込みのない核のゴミの脅威にさらされることが確実である）。原発

のもたらす利益は，原発によって，国民や社会一般の負担，犠牲の

下，利益を享受せんとする被告ら電力事業者と原発に群がる関連企

業の利益に過ぎない（これを社会一般の利益と同視すること等論外

である）。 

      社会が受忍すべきリスクは，公益性との相関関係によって決まる

ところ，社会的に必要不可欠な科学技術であれば，社会はその科学

技術の活用に伴って生じるリスクを一定程度受け入れる必要がある

と解する余地はあるが，原発のように社会的に必要がないもののリ

スクを社会が受け入れる理由は全くない。 

エ また，原発技術には，他の科学技術とは質的に異なる危険性がある。 

         第１に，原発技術の特性として，放出されるエネルギーが極めて膨

大で，しかも直ちにその発生を停止することができない，という点が

挙げられる。このため，他の科学技術の利用に伴う事故の場合には，

運転を停止することによりそれ以上の被害の発生を食い止められる

のに対し，原発事故の場合には，即座に制御棒を挿入して運転を停止

したとしても，その後も崩壊熱を発生し続け，冷却水を循環させるな

どして冷却を継続できなければ，「冷やす」機能が喪失して燃料棒が

溶解し，炉心溶融（メルトダウン）などに至る危険性を内包する。 

         また，放射性物質の拡散を防ぐいわゆる五重の壁（燃料ペレット，

燃料被覆管，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び原子炉建屋）が破

られ，「閉じ込める」機能が喪失すると，後述するように，極めて広

範囲に放射性物質が拡散され，事態の進展に伴ってますます放出が拡

大する危険性が存する。 

         このように，原発事故は，複数の対策を綱渡りのように成功させな

ければ収束に向かわず，一つでも失敗すれば被害が拡大して破滅的な

事故につながりかねないという，他の科学技術の利用に伴う事故とは

質的に異なる特性がある。 

オ 原発事故による被害の特殊性としては，①甚大性（生命や身体に対
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して深刻な影響を与えること），②広範囲性（地球規模で放射能汚染

が拡散すること），③コミュニティそのものを破壊すること，④長期

継続性（数万年単位で汚染すること），⑤不可逆性（遺伝子を傷つけ，

元に戻らないこと）等という，他の科学技術の利用に伴う被害とは質

的に異なる特徴があることから，かかる原発による被害の特殊性につ

いても十分に考慮されなければならない。 

  新規制基準においては，他の科学技術との異質性や原発の被害の特

殊性の視点が全く欠けており，失当である。 

カ 具体的には，原発に求められる安全性は，福島第一原発事故のよう

な過酷事故については絶対に起こさないという意味での「限定的」絶

対的安全性，あるいは，絶対的安全性に準じる極めて高度な安全性（＝

深刻な災害が万が一にも起こらない程度の安全性）と解すべきである。

このように解さないと，「福島第一原発事故のような過酷事故につい

ては絶対に起こさない」という法改正の趣旨が全く骨抜きになるから

である。 

       このように解する場合には，原子力規制委員会の「合理的な判断に

委ねる」という裁量の幅を広く捉えるような趣旨に解することはでき

ない。 

         福島第一原発事故以前の原発訴訟においては，上述のような事故被

害の特殊性が正しく認識されないまま，原発の安全性について，絶対

的安全を要求すれば科学技術の利用そのものを否定することになりか

ねないという点で，他の科学技術と同様である，という論理が用いら

れてきたように思われる。「考え方」（乙全第１８１号証）で述べら

れている原子力規制委員会の説明は，なんら福島第一原発事故の被害

を考慮することなく，従前の安全性に対する考え方となんら変わると

ころはなく，失当である。 

         しかし，原発技術にはそもそも他の科学技術とは質的に異なる上述

のような特異性が存在するのであり，他の科学技術と同列に扱うこと

は許されない。原発技術の持つ特殊性・危険性を正しく踏まえ，それ

に応じた司法判断の在り方が求められるのである。 

  (3) 反論②‐社会通念を踏まえて判断する相対的安全性の危険性‐ 

   ア 原子力規制委員会の考え方は，発電用原子炉施設の位置，構造及び

設備が相対的安全性を前提とした安全性を備えていることと解し，こ

の安全性を具体的な水準として捉えようとするならば，原子力規制委
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員会が，時々の最新の科学技術水準に従い，かつ，社会がどの程度の

危険までを容認するかなどの事情をも見定めて，専門技術的裁量によ

り選び取るほかはない，としている。 

     イ しかしながら，そもそも社会通念という言葉は，一義的でなく，判

断する者の恣意的な判断や，追従的な判断を可能とするものである。

また，「社会がどの程度の危険までを容認するか」などという判断は

社会性に関わるものであり，科学的，専門技術的知見に基づく判断と

は質的に異なるものである。 

よって，原子力規制委員会には，社会通念を判断する能力はない。

「原発運転に伴うリスクを社会がどこまでなら許容するか」という社

会通念の所在の探求は，原子力工学等の専門家が答えを出せる問題で

はなく，これは優れて，哲学的，社会学的，歴史学的，倫理的判断で

ある。ドイツがした脱原発の決定に大きな影響を与えた「ドイツ脱原

発倫理委員会」には，原子力の専門家はおらず，同委員会は，宗教や

哲学，経済，社会学者，化学メーカーなどさまざまな分野の人で構成

されていたことが想起されるべきである。 

さらには，既述のとおり，原子力規制委員会の委員長及び委員の選

任については疑義があるなど独立性，中立性が確保されておらず，社

会性に関わる判断を委ねる基礎がない。 

     それゆえ，社会通念を踏まえて判断する相対的安全性の考え方は，

原発という，ひとたび事故が起これば，甚大性，広範囲性，長期間性，

不可逆性を有し，コミュニティそのものの破壊も伴う損害が発生する

施設の安全性を判断するにあたっては，極めて不適切であるというべ

きである。 

また，原子力規制委員会にその前提となる社会通念を判断する専門

性を有しない以上，その判断に専門技術的裁量を認めるべき根拠がな

い。もとより，政策的裁量が認められる理由もないから，結局，原子

力規制委員会がした「我が国の原発が備えるべき安全性」，すなわち，

「わが国の社会がどこまでのリスクであれば受容するか」の判断は，

全面的に司法審査の対象になるのである。 

   ウ 社会は，新規制基準の下での再稼働を許容していないこと 

なお，社会がどの程度の危険までを許容するかという観点からすれ

ば，各種世論調査の結果，原発の再稼働に対しては，反対の意見が大

半を占めているのが実情である。例えば，ＮＨＫが平成２８年８月に
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放送した「何処に向かう日本の原子力政策」（解説スタジアム）の中

でも，解説委員のほとんどが，上記に述べた原発の安全性，使用済核

燃料の処理等に問題があることを指摘している。この放映中のアンケ

ートでは，再稼働に賛成が２５．４％，反対が６７．３％，どちらと

も言えないが７．３％であった。また，この放送の中で，各種世論調

査でも，再稼働反対が賛成を大きく上回っていることが報道されてい

る（甲全第４１８号証，甲全第４１９号証）。原発の安全性，使用済

燃料の処理等の問題が放置され，避難計画の実効性が確保されていな

い状況の下，又，地震列島（大地震や巨大津波の危険が高い）におけ

る原発の存続自体に否定的である。 

     このことは，現状の新規制基準の下で，社会が，原発の危険性を容

認する状況からはほど遠い状況を示している。 

     そもそも，原子力規制委員会の述べるこの発想自体は，原子力規制

法に示されたものではなく，原子力規制委員会の独自の見解に過ぎな

い（このような，安易な原子力規制のあり方が，福島第一原発事故の

惨禍を踏まえて策定された原子力規制法の趣旨，すなわち，「福島第

一原発事故のような深刻な災害を二度と起こさない」という趣旨に沿

うものとは到底考え難い）。 

(4) 以上により，新規制基準策定にあたって依って立つ考え方自体が，原

発事故が現実化する前の旧態依然としたものであり，費用やコストとの関

係での妥協の産物に過ぎず，何ら，原発の安全性を担保するものではあり

得ないのである。福島第一原発事故の惨禍や教訓の無視甚だしいものと言

わざるを得ない。 

 

 ３ 被告の安全設計及び安全設計評価の基準に関する主張（被告準備書面(１

９)６８頁～）について 

  (1)  被告の主張 

    被告は，被告準備書面（１９）「第３」６８頁以下において，本件各

発電所の安全性を確保するために重要な役割を果たす「安全上重要な設

備」は，自然的立地条件に係る安全確保対策により，地震，津波等の自

然力によって一斉に機能を喪失すること（共通要因故障）が防止され，

その上で，事故防止に係る安全確保対策においては，設備の偶発的な故

障によるトラブルや事故に備えて，多重性又は多様性及び独立性を確保

するなどして「安全上重要な設備」が格段に高い信頼性を有するように
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していると主張し，安全設計評価の手法として単一故障を仮定する解析

手法で足り，地震，津波等といった自然現象を含む外部事象に起因する

共通要因故障を想定する必要はないとする。 

    また被告は，「考え方」（乙全第１８１号証）を引用し，「外部事象

に起因する共通要因故障については，その原因となり得る外部事象によ

って安全機能を喪失することのないように設計することで防止する（例

えば，地震による共通要因故障は，基準地震動による地震力に対して安

全機能を維持できるように設計することで防止する）」，「仮に，設計

上の想定を上回る地震，津波等の外部事象によって，共通要因故障に至

ることが懸念されるのであれば，それは，その外部事象に係る設計上の

想定（地震であれば基準地震動，津波であれば基準津波等）が不十分で

あることに他ならないのであるから，設計上の想定を見直すべきであ

り，地震，津波等の外部事象によって共通要因故障が発生することを設

計基準として考慮すべきということにはならない」旨主張し（被告準備

書面（１９）７５頁），原告らの主張は，新規制基準の規定や原子力発

電所の安全設計の考え方を正解せず，独自の見解を述べるものに過ぎな

いなどと批判する。 

(2)  外部事象に係る設計上の想定が不十分であること  

    しかしながら，被告の主張は，あらためて福島第一原発事故の教訓を

無視するものであることを露呈するものである。 

    すなわち，新規制基準，被告の引用する「考え方」及びこれに基づく

被告の主張は，結局のところ，外部事象に係る設計上の想定（基準地震

動，基準津波等）が十分であり，共通要因故障を防止できることを前提

とするものであるが，そのこと自体が大きな誤りである。 

    これまで繰り返し主張してきたように，基準地震動及び基準津波の策

定方法は極めて不合理であって，新規制基準における設計上の想定は不

十分であることが明らかである。 

    したがって，そもそも新規制基準に基づく設計では，共通要因故障を

防止することはできないのであって，共通要因故障を防止できることを

前提とする被告の主張は全く理由がない。 

(3)  共通要因故障の発生を考慮することは必須であること 

ア 東京電力は，福島第一原発事故の原因の一つが外的事象を起因とす

る共通要因故障防止への設計上の配慮が足りなかったことにあること

を認めていた（甲全第４２０号証）。 
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   イ また，ＩＡＥＡ安全基準「原子力発電所の安全：設計」（ＳＳＲ－

２／１）の「５ 全般的発電所設計」「要件２４ 共通原因故障」は，

「設備の設計は，多様性，多重性，物理的分離及び機能の独立性の概

念が，必要とされる信頼性を達成するためにどのように適用されなけ

ればならないかを判断するため，安全上重要な機器等の共通原因故障

の可能性について十分に考慮しなければならない」と規定しており，

国際的にも設計において共通要因故障を考慮することが求められてい

る。 

   ウ さらに，原子力規制委員会（以下，「規制委員会」という。）の発

電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チームにおいて，第２回

会合で配布された資料２－３「設置許可基準（シビアアクシデント対

策規制に係るものを除く）の策定に向けた検討について別紙個表」（甲

全第４２１号証）の④要求事項の抽出に向けた整理（信頼性，試験可

能性）では，福島原発事故の教訓として， 

・設計上の想定を超える津波により機器等の共通要因故障が発生 

・非常用交流電源の冷却方式，水源，格納容器の除熱機能，事故後の

最終ヒートシンク，使用済燃料プールの冷却・給水機能の多様性の不

足 

が指摘され，設計基準で検討すべき論点として，現行の「多重性又は

多様性」としている要求の「多様性」への変更の要否の検討が掲げら

れていた。 

     そして，同検討チーム第４回会合において配布された資料２－３「多

様性の適用について」における「多様性の適用に係る考え方の整理案」

（甲全第４２２号証）では，以下のように整理されていた。 

・これまで，多重性又は多様性が要求される重要度の特に高い安全機

能を有する系統は，基本的に多重化による対応がとられていると考え

られる。 

・東京電力福島第一原子力発電所事故から，設計基準を超える津波に

対する最終ヒートシンクの喪失等の特定の機能喪失モードに対して

は，位置的分散による独立性の確保だけでは不十分であり，代替電源

設備（空冷ガスタービン発電機），代替ヒートシンク設備（フィルタ

ーベント）などといった多様性を備えた代替手段を要求する必要があ

る。 

・したがって，多重性又は多様性を選択する際に，共通要因による機
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能喪失が，独立性のみで防止出来る場合を除き，その共通要因による

機能の喪失モードを特定し，多様性を求めることを明確にする。 

このように，規制委員会の発電用軽水型原子炉の新安全基準に関す

る検討チームにおいては，設計基準対象施設について，共通要因を考

察し，多様性を必要とするものには多様性を求めることと整理されて

いたのである。 

エ 以上のとおり，東京電力は，福島第一原発事故の原因の一つが共通

要因故障防止への設計上の配慮が足りなかったことにあると認めてい

たうえに，ＩＡＥＡ安全基準においても，さらには福島第一原発事故

の教訓を踏まえて新規制基準の検討を行っていた検討チームにおいて

も，設計基準について共通要因故障を考慮することを求めていた。 

(4)  小活 

    したがって，新規制基準は，設計段階において，共通要因故障が発生

した場合をも想定する基準とならなければならなかった。 

    ところが，新規制基準では，共通要因故障の発生が防止できると想定

し（しかも，設計上の想定は極めて不十分であることは前述のとおりで

ある），共通要因故障が発生する場合を想定した基準とはなっていない。 

このままでは，設計上の想定を超える地震等が発生すれば，設計段階

において全く想定していない共通要因故障が発生し，過酷事故が発生す

る。 

    このような新規制基準の規制上の要求が，極めて不十分なものである

ことは明らかであり，新規制基準は福島第一原発事故の教訓が全く生か

されていない不合理な基準というべきである。 

    被告の主張は，結局のところ，新規制基準の定めに沿うものであるか

ら問題がないとするものであるが，そもそも新規制基準の規制上の要求

が不十分なのであって，これでは本件各原発の安全が確保されないこと

は明らかである。 

   

 ４ 電源設備の基準に関する主張（電源設備の不備）について 

(1) 被告の主張 

   被告は，被告準備書面（１９）「第４の１（１）～（５）」７６頁から

８４頁において，「考え方」（乙全第１８１号証１６３頁～１６９頁）を

引用し，新規制基準では福島第一原発事故の教訓を踏まえて電源に係る規

制要求が強化されていると主張する。 



- 46 - 

   しかしながら，新規制基準は，福島第一原発事故の教訓を踏まえて外部

電源に係る規制要求を強化したものとは到底認められず，被告が引用する

「考え方」（乙全第１８１号証）も，外部電源の耐震重要度分類がＣクラ

スのままであることを正当化する根拠となるものではない。 

(2) 共通要因故障を考慮していない 

   ア 被告は，「考え方」を引用し，新規制基準は福島第一原発事故の教訓

を踏まえた規制要求として，「(ｱ)設計基準対象施設の共通要因故障を

防止すること（設置許可基準規則３～９条）」（被告準備書面（１９）

７９頁）が要求されているとする。 

   イ しかしながら，そもそも共通要因故障が防止できるとすること自体が

不合理であることは前述のとおりである。 

   福島第一原発事故の教訓を踏まえるならば，共通要因故障が発生するこ

とを想定した規制でなければならないのであり，この点を根拠に電源に係

る規制が強化されたということはできない。 

 (3) 非常用電源設備の不備 

  ア また，被告は，「考え方」を引用し，新規制基準においては，福島第

一原発事故の教訓を踏まえて，「(ｲ)発電用原子炉施設に非常用電源設

備を設けること（同規則３３条２項）」「(ｳ)非常用電源設備及びその

附属設備は多重性又は多様性を確保し，及び独立性を確保し，その系統

を構成する機械等の単一故障が発生した場合であっても，事故等に対処

するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有すること

（同規則３３条７項）」が規定されており，規制要求が強化されている

とする（被告準備書面（１９）７９頁ないし８０頁）。そして，ここで

いう「十分な容量」とは，７日間連続で非常用ディーゼル発電機等を運

転するのに必要とする電力を供給できることをいうとされている（設置

許可基準規則の解釈３３条７項）。 

  イ しかしながら，そもそも非常用電源設備は，これまでに多数の故障を

起こしていて，外部電源が機能しない場合に必ず非常用電源が機能する

といえるほどの信頼性はない（甲全第３３８号証，甲全第１６０号証） 

  ウ また，設置許可基準規則の解釈第３３条７項では，上記のとおり，「十

分な容量」について，「７日間の外部電源喪失を仮定しても，非常用デ

ィーゼル発電機等の連続運転により必要とする電力を供給できること

をいう。非常用ディーゼル発電機等の燃料を貯蔵する設備（耐震重要度

分類Ｓクラス）は，７日分の連続運転に必要な容量以上を敷地内に貯蔵
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できるものであること。」と規定する。 

    しかしながら，福島第一原発事故には，以下のとおり，外部電源が喪

失した３月１１日から復旧までに最短でも３月２０日までの９日間を

要した。 

    東電原子力線は，東北電力に依頼し３月１５日に予備変電所内の断路

器まで充電後，順次設備の健全性を確認し，その後，予備変電所から，

１，２号仮設メタクラまでの約１．５㎞のケーブルを敷設し，２０日に

１，２号機所内電源系に供給を開始した。 

    送電設備の復旧工事は猪苗代電力所浜通り電力所を中心に進められ，

大熊線３Ｌは，３月１５日夜の森線１Ｌと送電鉄塔上で接続，その後，

受電側の移動用ミニクラッド（工務部門設置）に接続し，１８日に充電

し，多回路開閉器（配電部門設置）及び仮設ケーブルを経由し，２２日

に３，４号機所内電源系に供給を開始した。 

    また，夜の森線２Ｌは，倒壊した№２７鉄塔の代わりに双葉線№２鉄

塔を経由した新たな送電ルートで復旧作業を進めるとともに，本設機器

（起動用変圧器，遮断機等）の健全性確認ならびにケーブル敷設を行い，

３月２０日に起動用変圧器まで充電し，２１日に５，６号機所内電源系

に供給を開始した（甲全第４２３号証）。 

    非常用電源は，外部電源が喪失した場合に機能を発揮し続けなければ

ならないものであるから，福島第一原発事故の教訓を踏まえるならば，

外部電源喪失は少なくとも９日間以上を仮定し，非常用電源の容量は９

日分以上を備えることが要求されなければならない。７日分では明らか

に不足している。 

    設置許可基準規則第３３条７項及び同規則の解釈は，外部電源喪失の

場合に非常用電源が必ず機能する前提で規定されているが，非常用電源

の信頼性が乏しい現実を踏まえれば，非常用電源の容量は７日分では不

足しており，非常用電源の信頼性を向上させるための規制が必要である

ところ，その規制はない。 

    非常用電源は，外部電源が喪失した場合に機能を発揮し続けなければ

ならないものであるから，福島第一原発事故の教訓を踏まえるならば，

外部電源喪失期間を９日間以上の期間と仮定して，所要燃料の貯蔵を要

求しなければならないことは明らかである。 

    したがって，７日分では不足していることが明らかであり，福島第一

原発事故の教訓を踏まえておらず，設置許可基準規則第３３条７項は安
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全性を欠く不合理な基準であるというべきである。 

    繰り返し主張してきたが，現状は，次のとおり，極めて危険な状況に

ある。すなわち，外部電源の耐震重要度分類はＣクラスであるため，外

部電源は地震動の影響によって容易に全滅することが想定される。その

場合，非常用電源だけが頼りになるが，その非常用電源についても，必

ず機能するといえるほどの信頼性はない。また，万が一，非常用電源が

健全であったとしても，非常用電源の容量は不足しており，外部電源が

復旧しないうちに非常用電源が喪失してしまうおそれがあり，そうなれ

ば全交流電源喪失となる。その結果，炉心損傷に至り，重大な被害を及

ぼすおそれがあるのである。 

    以上のとおり，設置許可基準規則第３３条７項は，福島第一原発事故

の教訓を踏まえた規制要求であるとはいえず，安全性を欠いている。 

(4) 外部電源の不備 

  ア 被告は，新規制基準は，「(ｴ)原子力発電所の設計基準対象施設に接続

する電線路のうち少なくとも２回線は，それぞれ互いに独立したもので

あって，当該設計基準対象施設において受電可能なものであり，かつ，

それにより当該設計基準対象施設を電力系統に連系すること（設置許可

基準規則３３条４項）」（被告準備書面（１９）８０頁以下）を要求し

ているとし，独立した２回線以上の送電線への接続と，回線の物理的分

離を要求していることから，福島第一原発事故の教訓を踏まえて規制要

求が強化されているとする。 

  イ しかしながら，外部電源２回線に独立性を要求しても，耐震性を高め

なければ，２回線とも地震により同時損傷する事態を防ぐことはできな

いことは自明である。 

    また，上記規定は，福島第一原発事故の教訓を踏まえた規定とは到底

いうことができない。 

  ウ 例えば，新規制基準検討チーム第２回会合（甲全第４２１号証）にお

いて指摘された変電所遮断機故障への対応（技術的知見等），地崩れ等

による鉄塔倒壊，開閉所設備故障による送電停止への対応（技術的知見

等），開閉所設備故障による送電停止について，これらの対策が設置許

可基準に規定されていない。 

    原子力安全委員会の「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）」

においては，「５．１．２外部電源系」の項において，「外部電源系は，
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現行の重要度分類指針においては，異常発生防止系のクラス３（ＰＳ－

３）に分類され，一般産業施設と同等以上の信頼性を確保し，かつ，維

持することのみが求められており，今般の事故を踏まえれば，高い水準

の信頼性の維持，向上に取り組むことが望まれる」とされ，現行の外部

電源系に関する重要度分類指針の分類の変更の必要性が指摘されてい

た（甲全第１５６号証１１頁） 

  エ また，「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（平成２４年３月２８日原子力・安全保安院）（甲全４２４号証）

も，以下のように記述して，外部電源系の信頼性の向上，耐震性の強化

を要求していた。 

    すなわち，東通，女川，福島第一，福島第二，東海第二の外部電源２

２回線のうち，地震後に電力供給できたのは女川，福島第二の３回線に

過ぎず，他の１９回線は（工事中，作業中で停止していた２回線も含め）

系統中の電気設備のどこかに地震による損傷が生じ電力供給が停止し

た。 

    外部電源が喪失した原因は，①変電所における地震動による断路器，

避雷器等の損傷，開閉所設備において民間規格の設計基準を上回ったこ

とや地震動により損傷した機器の荷重が電線により接続されている機

器に加わったことなどにより損傷した，②送電鉄塔が近傍の盛土の崩壊

に巻き込まれて倒壊した，③電線の長幹支持碍子の損壊が多数発生し

た，④地震動による避雷器の損傷，一時的な短絡・地絡等によるトリッ

プと考えられる。 

    対策として１．外部電源系統の信頼性向上，２．変電所設備の耐震性

向上，３．開閉所設備の耐震性向上が挙げられる（同８～１２頁）。 

   オ しかるに，新規制基準において，外部電源系は相変わらずＰＳ－３（一

般産業施設と同等以上の信頼性の確保）のままであり，耐震重要度分類

もＣクラスのままである。 

    外部電源をＰＳ－３のままに止め置く重要度分類指針及び耐震重要度

分類をＣクラスに止め置く設置許可基準規則４条の解釈別記２第４条

２項は，具体的審査基準として明らかに不合理であり，当該審査基準に

基づいてなされる設置変更許可処分も設置許可基準規則３３条及び同

規則４条に反するものであり違法である。 

(5) 全交流動力電源喪失時の対策の不備 

  ア また被告は，新規制基準では，「(ｵ)発電用原子炉施設には，全交流動
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力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交

流動力電源設備から開始されるまでの間，原子炉を停止し，炉心の冷却

や原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することがで

きるよう，これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池等の電源設

備を設けること（設置許可基準規則１４条）」を要求していることから，

福島第一原発事故の教訓を踏まえて規制が強化されたとする（被告準備

書面（１９）８１頁ないし８２頁）。 

イ しかしながら，設置許可基準規則１４条や規則解釈１４条には，非常

用所内直流電源の「必要な十分な容量」について具体的定めはない。 

    「必要な十分な容量」が確保されなければ非常用直流電源を備えると

いっても名ばかりとなり，短時間の全交流電源喪失しか想定しない事故

前の不合理な基準と変わりがないこととなる。 

    全交流電源喪失時には，非常用直流電源が唯一の電源であり，非常用

直流電源による電力の確保は欠かせない。 

    例えば，福島第一原発３号機は，３月１１日１５時４１分に全交流電

源を喪失したが，直流電源盤が浸水を免れ，３月１３日２時４２分まで

３５時間以上直流電源が維持されていた（甲全第４２５号証）。ただし，

それでも福島第一原発事故を防ぐことが出来なかった。）。 

    設置許可基準規則１４条及び同規則の解釈には，非常用直流電源の具

体的な時間の規定がなく，福島第一原発事故を踏まえた最低の必要時間

を規定すべきであり，不十分な基準であって，不合理な基準であること

は明らかである。 

(6) 所内常設直流電源設備に関する猶予期間について 

  ア 被告は，設置許可基準規則５７条２項及びその解釈では，前項の電源

が喪失した場合に備えて所内常設直流電源設備（３系統目）を設けるこ

とと規定しておきながら，「更なる信頼性向上」のためであるので，そ

の設置を新規制基準の施行日から５年間猶予するものとされていると

しても，安全性は十分に確保されているとする（被告準備書面（１９）

８８頁）。 

  イ しかしながら，この３系統目は，必要な電源の多重性として議論され，

要求事項にされたものである。 

    それにもかかわらず５年間の猶予を認めることは，それが出来るまで

は，その電気系統分の安全性が不足していることを自認するものという

ほかない。 
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       福島第一原発事故と同様，多くの電源設備が同時に失われる状況にな

った場合，現状ではバックアップの直流電源がないため，やはり全電源

喪失になってしまい，短時間のうちに炉心損傷に至るおそれがあるとい

うべきである。 

(7) 外部電源の耐震重要度分類について 

ア 被告の主張 

    被告は，相変わらず，外部電源の耐震重要度分類がＳクラスとされて

いないのは，重要度に応じて要求の程度を変化させるグレーディッドア

プローチの方法を踏まえて，事故時には発電所外部の電源に依存せず発

電所内に信頼できる非常用電源を確保するとの設計思想の下，非常用デ

ィーゼル発電機に高い耐震性を持たせているのであって，経済的観点に

よるものではない旨主張する（被告主張書面（１９）「第４の１」（６），

同（７）８５頁ないし８７頁）。 

    しかしながら，被告の主張は詭弁に過ぎない。 

イ 外部電源の重要度が高いことは明らかであること 

    耐震重要度分類Ｓクラスは，「地震により発生するおそれがある事象

に対して，原子炉を停止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施

設，自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しており

その機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，こ

れらの施設の機能喪失による事故に至った場合の影響を緩和し，放射線

による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれ

らの重要な安全機能を支援するために必要となる施設，並びに地震に伴

って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するため

に必要なる施設であって，その影響が大きいものをいう」（乙全第１８

１号証１７５頁）とされている。 

    福島第一原発事故において全交流電源喪失という事態を招いた原因

は，外部電源と非常用電源の両方を喪失したことにあり，外部電源を喪

失した原因は，地震の揺れによる送電ケーブルの損傷，送電鉄塔の倒壊

等により，外部電源を構成する設備が損壊したことにあった。 

    言うまでもなく，非常用電源が喪失したとしても外部電源が維持され

ていれば全交流電源喪失という事態を招くことはなかった。また，福島

第二原発も高さ９メートルの津波によって非常用電源をすべて喪失し

ていたが，福島第二原発が爆発を避けることができたのは，奇跡的に外

部電源が１回線だけ生き残っていたからであり，耐震Ｓクラスの非常用
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電源がすべてダウンする中で，奇跡的に耐震Ｃクラスの外部電源が生き

残っていたために，福島第二原発は最悪の事態を避けることができたの

である。  

    このような経験からも，事故時における電源を確保して，重要な安全

機能を喪失させないため，外部電源が極めて重要な設備であることは明

らかであり，重要度に応じた分類をするとすれば，外部電源は耐震重要

度分類Ｓクラスに分類されなければならないことは自明である。  

    被告は，外部電源に耐震重要度分類Ｓクラスに相応しい耐震性を備え

させることになれば，膨大なコストがかかることから，グレーディッド

アプローチなる方法を都合良く解釈し，不合理な設計思想を強弁するも

のに過ぎない。 

    忘れてはならないことは，福島第一原発事故の経験から，原発の安全

性を確保するにあたっては外部電源を確保することが極めて重要であ

り，そのためには外部電源に耐震Ｓクラスに位置づけ，多重防護におけ

る堅固な第１陣としての役割を与えることが必須であるということで

ある。  

    仮に膨大なコストがかかるとしても，外部電源に耐震Ｓクラスの耐震

性を備えさせることは決して不可能ではない。それにも拘わらず，被告

は，上述のとおり極めて不合理な理由によって外部電源を耐震重要度分

類Ｓクラスに分類されていないことを正当化しており，被告の主張が不

合理である。 

(8) 被告の引用する「考え方」の見解も不合理であること 

   被告は，その主張の根拠として，「考え方」において，外部電源系によ

る電力供給は遠く離れた外の発電所等から供給されるものであるが，長大

な電線路や経由する変電所全てについて高い信頼性を確保することは不可

能であり，また電力系統の運用状況によりその信頼性が影響を受け，原子

力発電所側から管理できない事等から，事故発生時には外部電源系による

電力供給は期待すべきではないとされている（乙全第１８１号証１７６頁）

ことをあげている。 

   しかしながら，電線路や変電所全てについて高い信頼性を確保すること

が不可能であると断定する根拠が全く不明であり，被告及び「考え方」を

作成した原子力規制委員会の決めつけに過ぎない。  

   いかに電線路が長大であり，また送電鉄塔や変電所の数が膨大であった

としても，外部電源系を耐震重要度分類Ｓクラスにする場合は，設置場所
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の調査確認，基礎工事及び移設等に相当の費用と時間がかかるというに過

ぎず，外部電源に耐震重要度分類Ｓクラスに相応しい耐震性を備えさせる

ことは技術的・物理的に可能である。  

   確かに，延々と続く電線路の設備をすべて耐震Ｓクラスにするには相当

な費用がかかるであろう。しかし，現在東京電力が苦しんでいる福島第一

原発の廃炉費用，福島原発事故の損害賠償費用（２０兆円を超すとも言わ

れている）に比べれば，はるかに安価にできるものである。  

   更に言えば，仮に，すべての外部電源設備を耐震Ｓクラスに向上させる

ことは直ちには困難であっても，原子力発電所周辺だけでも実現すること

は容易であるはずである。原発が基準地震動に近い，あるいはそれを超え

るような強震動に襲われるとき，倒壊等による被害を受ける外部電源設備

は原発近くのものであることが通常であり，数十キロも離れた外部電源設

備が損傷することは，通常考え難い。  

   すなわち，原発敷地内周辺の外部電源設備の耐震性を強化するだけでも，

原発の安全性は相当高まるのであり，そのことに困難があるとは考え難い。

このような困難でない対策さえ放棄するのは，福島第一原発事故の教訓を

全く活かしていないと評価する他ない。  

   また，外部電源は電力系統の運用状況によりその信頼性が影響を受け，

原子力発電所側から管理できない事等から，事故発生時には外部電源系に

よる電力供給は期待すべきではないなどとする点も全く不合理である。  

   電力系統の運用状況とはいかなる意味か全く不明であるが，いずれにし

ても安定的に外部電源から電力供給できるようにして，事故発生時におい

ても外部電源系による電力供給を期待できるようにすれば足りるから，被

告の主張は外部電源を耐震Ｓクラスに分類しないことの理由にはならな

い。  

   福井地裁判決は，「第一陣の備えが貧弱なため，いきなり背水の陣とな

るような備えの在り方は多重防護の意義からはずれる」と看破したが，原

子力規制委員会は，そもそも事故時の外部電源は多重防護の一翼を担うも

のとも位置付けておらず，多重防護の思想に乏しいと言わざるを得ない。 

   したがって，被告が外部電源を耐震重要度分類Ｃクラスに位置づけるこ

とを正当化する根拠は極めて不合理である。  

(9) 小括 

   以上のとおり，電源設備に関する新規制基準は，福島第一原発事故の教

訓を踏まえて外部電源に係る規制要求を強化したものとは到底認められ
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ず，被告が引用する「考え方」（乙全第１８１号証）も，外部電源の耐震

重要度分類がＣクラスのままであることを正当化する根拠となるものでは

ない。したがって，電源設備に関する新規制基準は，不合理極まりない基

準というべきである。 

 

 ５ 重大事故等対策（過酷事故対策）関係の基準に関する主張について 

(1)  可搬型設備について 

ア 被告は，可搬型設備は，運用の柔軟性，優れた耐震上の特性が認め

られるなどの利点を有するため，可搬型設備を「付け焼き刃的」で不

十分とする原告らの上記主張は，こうした可搬型設備の利点をおよそ

理解せずになされたものであるとか，新規制基準は，可搬型設備と常

設設備とを適切に組み合わせることを要求することで信頼性を高め

ている旨主張する（被告準備書面（１９）９３頁～９５頁）。 

しかしながら，これまで原告らが再三指摘してきたように，可搬型

設備は人力の介在を必要とするのでその効果は不確実である。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１回会合の資料２

「外部事象に対する安全対策の考え方について（案）」の３．（２）

安全機能を有する構築物等の安全機能喪失への対処において，「信頼

性を高めるため，設計基準を超える外部事象のうち，相対的に頻度が

高い事象について，一定程度の想定をした事態に，より確実に対処で

きるよう恒設設備を中心とした対策をとる」と記載しており，確実性

は恒設設備の方があることは間違いない。以下において，可搬型設備

は不安定極まりないものであることを整理する。 

（ア）可搬設備に過度に依存すべきではない 

重大事故発生時に，可搬式電源設備を利用するには，それが利用

できるまでに「移動」という作業ステップが必要で，移動のために

は人手，道路，安全な作業環境が揃っている必要があり，タイムロ

スも生じる。一方で，常設（恒設）電源設備は，少ない対応要員で

設備の動作が可能で，事故後短時間で投入可能であるから，事象進

展が早い場合には可搬式設備よりも優れている（甲全第４２６号

証）。 

本来は，重大事故等対処施設として，中央制御室等の安全な場所

からスイッチを入れるだけで始動できる信頼性が高い常設電源設備

の設置を義務付け，補助的に可搬式設備の整備を求めるべきなので



- 55 - 

あるから，新規制基準は制度設計自体を誤っている。 

（イ）人的対応に依存すべきではない 

また，生身の人間が可搬設備を操作して重大事故対応を迫られる

ということの過酷さや不確実性を考慮すれば，可搬設備に頼った新

規制基準が不合理であることは明白である（甲全第４２７号証）。 

特に大規模な自然現象との複合災害時には，福島第一原発事故の

際にもみられたように，爆発，激しい余震，放射線量の上昇等によ

り，物理的に現場に接近することや，作業の完遂までの必要時間に

わたって現場に滞在できない場合もあり得る。また，異常事象の影

響下にあっては，建物の倒壊・爆発などによる対応要員の負傷，激

しい余震などが対応要員に恐怖感を与える。所外からの支援も滞り，

孤立無援に陥る可能性があり，飲食物の困窮，冷暖房の停止，医療

支援の欠乏，家族の安否確認もできないといった様々な要素が，対

応要員の精神的面に追い打ちをかける。 

さらに，人的対応の場合には，タイムロスが生じることも考慮す

る必要がある。作業に先立ち，対応要員の集合を待ち，対応内容と

状況によっては過酷な環境下での作業となることから参加するメン

バーの意思確認も必要となり，その後，作業手順の確認を行って必

要な防護具の点検と装着を完了する必要があるから，それだけでか

なりの時間を失うことになる。設計段階の想定を超えて状況が悪化

し続けている重大事故が発生下で，このようなタイムロスが生じて

しまうことは，人的対応の深刻な問題点である。 

新規制基準では，テロが発生した場合も想定されているが，施設

がテロリストの支配下に置かれた場合や大型航空機の意図的な衝突

により大規模な火災が発生した場合は，より一層，人的対応が困難

になることも考えられる。 

（ウ）小括 

重大事故時対応としては，上記に述べた要素を想定すべきなので

ある。規制委員会は，平常時に準備された可搬式設備による人的対

応が，重大事故時にも事前のマニュアルに従って理路整然と完遂さ

れることを期待しているのであるが，それは机上の空論にすぎな

い。そのような楽観的な想定が誤りであることは，福島第一原発事

故において「徴候ベースの事故時運転操作手順書」から逸脱した事
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故対応がなされていること 1等から明らかである。 

より保守的に重大事故発生時の事態の進展を見据えて重大事故

対策を想定・準備しなければ，全電源喪失という事態を招き再び福

島第一原発事故と同様，もしくはそれ以上の重大事故の発生を許し

てしまう。 

イ さらに，電源喪失を引き起こすような事態が，例えば，地震，津波

等の大規模な自然災害によるものであった場合，原発の安全性確保を

人の積極的活動に期待することは，自然災害を回避することに必死に

なっている状況では困難であることが容易に想定される。東北地方太

平洋沖地震による福島第一原発事故，中越沖地震による柏崎刈羽原発

事故は現実に発生したその具体的な例である。 

      人の行動を必要とするマニュアルアクションは，事前の想定通りに

行かない場合が生じることはよくあることであり，福島第一原発事故

におけるベント操作の失敗，ＩＣ操作の失敗は，その教訓として十分

汲み取る必要がある。津波や地震で敷地や施設が損壊し，さらに何波

も津波，何回もの余震が襲う状況下で，電源が失われた夜に，電源車

を電源供給口まで移動させ，接続することが如何に困難であるかは容

易に想像できる。可搬型電源設備は，福島第一原発事故の教訓を踏ま

えれば，重大事故等対処施設としての主たる電源とはなりえない。 

ウ 安全性を求めるならば，そのような大規模自然災害の場合を想定し

て必要な代替電源は自動的に起動するパッシブな常設の代替電源と

するべきである。国際的な基準として，ＥＵＲ（ヨーロッパ電力要求）

では，炉心損傷の兆候後６時間，格納容器損傷の兆候後２４時間は可

搬設備に期待しない設計としなければならないとしている。国際的な

基準を踏まえるならば，代替電源設備については可搬型設備ではな

く，一次的には常設型設備を要求すべきである。常設型の設備を十分

に要求することなく，初めから可搬型でよいとしている設置許可基準

規則の解釈５７条１項は，不合理なものというほかない。かかる審査

基準に基づきなされる設置変更許可処分は，同規則５７条１項に反す

るものであり，違法である。 

      このままでは，もし大規模自然災害等で電源が危機的状況となる

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1 齊藤誠『震災復興の政治経済学――津波震被災と原発危機の分離と交錯』２

０１５年  日本評論者 第７章「福島第一原発事故とは何だったのか」  
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と，福島第一原発の時と同様，容易に全電源喪失，炉心損傷に至り，

人々に重大な被害を及ぼしてその権利を侵害するおそれがある。 

(2) 「可搬型設備と常設設備とを適切に組み合わせる」という被告の主張

について 

     被告は，新規制基準において，可搬型設備と常設設備とを適切に組み

合わせることを要求することで，重大事故等対策の信頼性を高めている

旨主張している（被告準備書面（１９）９４頁，９５頁）。 

福島原発事故により，原発の「安全神話」は崩壊し，従前の規制基準

では，原子力発電所を「止められない，冷やせない，閉じ込められない」

ことが明らかになった。本来，異常が発生した際に，原子力発電所を「止

める，冷やす，閉じ込める」ためには，福島原発事故で露呈した設備の

不備等を真摯に反省して，設計面で根本的な改善に取り組むことが必要

不可欠である。しかしながら，新規制基準は，設計の不備等設計面を根

本的に見直すことなく，既存の原発に付け焼き刃的な過酷事故対策を施

すことでよしとしており，極めて不十分な基準であるといわなければな

らない。設計面レベルでの改善が求められているのにもかかわらず，可

搬型設備と常設設備などいった後付けの設備で足りるとした点に根本

的な問題が認められる。被告の指摘する常設設備なるものは全て，設計

面での改善を伴わないものである。言い換えれば，原子力発電所を「止

められない，冷やせない，閉じ込められない」ことを所与の前提として，

過酷事故が発生した後に，後付けの付け焼き刃的な安全装置で被害を緩

和させようとする（これらの安全装置では被害を充分に緩和できないこ

とは後述するとおり）だけのものであることには何ら変わりない。この

点に根本的な発想の誤りがある。これまで原告が主張してきたように，

新規制基準は，コストをかけない改修で既存の原子炉をパスさせること

ができるような代物なのである。 

(3)  実用発電用原子炉の炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等

に係る有効性評価の方法について 

ア 被告は，新規制基準では，重大事故等対策について，重大事故等が

発生した場合における環境条件下での有効性の確認を要求しており，

可搬型設備による対応についても，地震発生時に想定される事態も考

慮された上で，その有効性の確認が行われるとして，設置許可基準規

則３７条等を挙げ，可搬型設備による重大事故等対策が有効である旨

主張する（被告準備書面（１９）９７頁～９８頁）。 
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  しかしながら，以下述べるとおり，かかる有効性の評価自体が不十

分であり，被告の上記主張は誤りである。 

イ そもそも原子力規制委員会の重大事故等の想定自体が甘いものと 

いわざるをえない。原子力規制委員会が指定した「大破断ＬＯＣＡ＋

ＳＢＯ＋全ＥＣＣＳ喪失」という過酷事故の想定は，一見厳しい想定

のように見えるが，実際には，巨大地震のような単一事象によって起

こりうる一群の併発・誘発事象に過ぎない。しかも，その過酷事故が，

仮設と可搬装置を使った人的対応に多くを依存していながら，限られ

た時間内に成功を収めるというシナリオであって，失敗した場合を想

定しない，不合理な余りにも楽観的なシナリオに過ぎない。本件各原

発のような加圧式軽水炉（ＰＷＲ）のナイトメアシナリオとして，原

子炉容器内での水素爆発，不用意な海水注入によるＴＩ－ＳＧＴＲ（空

焚きになった原子炉容器からの高温ガスが，蒸気発生器の細管を対流

するうちに高温クリープによる破損を起こさせ，二次系に流出した放

射能ガスが，開固着した主蒸気逃し安全弁の排気管から外部環境に放

出されるという現象）等，いくらでも考えられるが，そのような事故

は全く想定されていない。このような過酷事故の想定は，ＮＲＣが平

成２４年１月に発効した最新の解析書（ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－７１１０ 

タイトルの略語「ＳＯＡＲＣＡ」）が行った伊方３号機と同じウエス

ティングハウス製のサリー原発の過酷事故進展シナリオと対比した

時，その想定が非現実的で，楽観的すぎることが明白であって，国際

基準のレベルに遙かに及ばない。 

ウ また同規則３７条１項の解釈では，これまでの研究の成果等を踏ま

え，有意な炉心損傷頻度をもたらす様々な事故シーケンスを概ね網羅

すると考えられる事故シーケンスグループを「必ず想定する事故シー

ケンスグループ」として定めている。他方，プラント毎の設計等の違

いもあることから，個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク

評価（以下「ＰＲＡ」という）及び外部事象に関する適用可能なＰＲ

Ａ又はそれに代わる方法で評価を実施し，「必ず想定する事故シーケ

ンスグループ」には含まれないものの，有意な頻度又は影響をもたら

す事故シーケンスグループが抽出された場合には，「想定する事故シ

ーケンスグループ」に追加することを求めているとされている。すな

わち，「必ず想定する事故シーケンスグループ」と，「想定する事故

シーケンスグループ」に区別しているのである。 
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         しかし，「有意な炉心損傷頻度をもたらす様々な事故シーケンスを

概ね網羅すると考えられる事故シーケンスグループ」を見いだせる研

究がなされたという証拠が見出し得ない。福島原発事故後，初めてシ

ビアアクシデント対策を要求する規制を作ったのであるから，概ね網

羅する事故シーケンスグル―プを見出し得る研究成果があるというに

は時間的に短すぎる。 

        ＩＡＥＡの前記安全基準（甲全第４２８号証の１，２）は，以下の

とおり，設置許可基準規則３７条とは異なるものである。 

         「３．１ 事故防止管理指針は，設計基準を超えて起こり得る事故

事象の全範囲（full spectrm）を取り扱うものであるべきである。す

なわち，可能性のある発端事象に基づいて起こり得るすべての事象，

並びに事態の進展中に追加的に起こる機械設備の故障，人的過誤及び

／ 又 は 外 部 か ら の 事 象 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ 得 る 憎 悪 事 象

（complications）である。」 

        すわわち，可能性のある発端事象に基づいて起こり得るすべての事

象と事態の進展中の追加的に起こる事象を扱うべきとしており，いく

つかの事故シーケンスグループで概ね網羅しているなどという見解は

とっていない。 

エ  「３．３ 事故管理指針は，過酷事故により核分裂生成物の存在

範囲に対して起こり得る問題（challenges）の全範囲を取り扱うもの

であるべきである。すなわち，機械設備の多重故障，人的過誤及び／

又は外部からの事象，並びに過酷事故の進展中に起こり得る物理的現

象（水蒸気爆発，格納容器の直接加熱及び水素燃焼など）に起因する

ものを含むべきである。この過程においては，解析では考慮されない

ことが多い問題，すなわち追加的に起こる極めて可能性の低い設備の

故障及び異常動作をも考慮されるべきである。」 

規則３７条で，必ず想定する事故シーケンスグループにおいて想定

されていない水蒸気爆発も扱うべきであるとＩＡＥＡは要求してい

る。また，極めて起こりそうもない設備の故障等も考慮されるべきで

あるといっている。規則３７条は，そのような要求が規定されておら

ず，国際的基準に反するものである。 

オ 「必ず想定する事故シーケンスグループ」は，事故等の発生後，設

計基準事故対処設備が多重故障を起こすような重大事故に至るおそれ

のある事故であることから，発生頻度は低いと考えられる。２つの「必



- 60 - 

ず想定する事故シーケンスグループ」が重畳する場合とは，それらの

発生頻度を掛け合わせた極めて低い頻度になると想定されることか

ら，そのような重畳までは考えないとしている。 

        しかし，発生頻度について何ら検討もせずに，「発生頻度は低いと

考えられる」と述べるのは無責任であり，何らの根拠にもならない。 

        また，ＩＡＥＡの前記安全基準には次のような記述がある。「３．

５起こり得る事象を画定することは本来的に不確かなものであること

に鑑み，ＰＳＡは，過酷事故管理の指針の策定において，事故のシナ

リオを除外するために先験的に用いられるべきではない。」 

        極めて発生頻度が低いと想定されるなどという感覚的な話で，事故

の重畳を否定することは許されないと言うべきである。 

カ アクシデントマネジメント計画の策定にかかる全般的な提言とし

て，ＩＡＥＡの前記安全基準に以下のように規定されている。「３．

４ メカニズム上の問題（Challenge mechanisms）の全範囲を画定す

るためには，確率論的安全評価（PSA）レベル２（利用可能であれば），

又は他の発電所における類似の研究，及び過酷事故に関する研究から

得られた知見から，有用な指針を得ることが可能である。しかしなが

ら，生じうるメカニズム上の問題の特定は，たとえ事故の進展が PSA

ではとてもありそうにない過程（path）で構成されるものであったと

しても，十分に包括的であって，あらゆる特定の状況下において発電

所職員のための指針の根拠を与えるものであるべきである。」 

        ＰＲＡを使用できるとしても，それだけで十分ではなく，ＰＲＡで

除外されかねない脅威も包含できるようなものでなければならない。

なお，ＰＳＡとは確率論的安全評価のことを指すところ，その意味す

るところは，基本的にはＰＲＡと同一である。 

 

６ テロ対策に関する主張について 

(1)  テロ対策の必要性 

福島第一原発事故においては，４号機建屋が爆発して使用済燃料ピッ

トが非常に危険な状態になり，使用済燃料ピットの脆弱性が明らかにな

り，テロの具体的な標的になる危険性が格段に高まったとも考えられ

る。 

特に９・１１のような航空機による自爆テロの場合には，標的を外し

た時のために，第１標的，第２標的，・・・，というように標的を何重
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にも定めて攻撃することが考えられる。とすると，必然，標的が近接し

て集中しているところが攻撃地点として選択されるということが当然

に予想される。したがって，複数の原発が集中している状況にある若狭

湾に存在する，特に本件原発は，格好の標的となる。 

そして，同原発に近接して，関西空港をはじめとする国際空港，国内

空港が存在することに留意すべきである。 

使用済燃料ピットは，原子炉格納容器のような堅牢な容器がなく，燃

料取扱建屋のみによってしか囲われていないため，外部からの衝撃等に

弱く，特に，屋根及び区画壁が弱いため，竜巻による飛来物が貫通し，

飛来物が使用済燃料ピットに侵入してしまう。 

したがって，使用済核燃料ピットが故意による大型航空機のハイジャ

ックによる自爆テロ等の航空機落下，ミサイル等爆弾テロの標的になっ

たときは，大規模火災が発生し，使用済燃料が破損し，または，冷却設

備等の破壊によって使用済燃料の冷却に失敗するなどして使用済燃料

の放射性物質が環境中に放出される危険性が極めて高い。 

特に，ハイジャックによるテロの場合には，ハイジャックという緊急

事態に加えて，放射能汚染の恐怖という複数の事象によって公衆の恐怖

心とパニックは極限状態となっているはずであり，情報不足という事情

も加わって，避難が適切に実行されるとは到底考えられない。国民の生

命，健康，財産が危殆に瀕することになる。 

(2)  福島第一原発事故とは異なる状況 

       「最悪のシナリオ」が言及するように，４号機プール及び他の号機の

使用済燃料プールの燃料棒破損・放射性物質の放出によって，可能性と

して，半径１７０キロ圏以遠にも強制移住地域が生じ，２５０ｋｍ以遠

には任意避難地域が生じるという事態は，当然に本件原発の事故時の使

用済燃料プールの場合にも当てはまる。このような事態は，日本の国家

的危機であるということについては誰も否定できない。 

       特に，大飯，高浜，美浜の各原発事故の場合には，以下に述べるよう

に，福島第一原発事故の場合とは異なる事情があることから，いったん

事故が現実となった場合には極めて深刻な事態が予想される。 

(3)  若狭湾という狭い地域に多数の原子炉が集中している 

     日本列島という狭い国土の地理的中間地点に位置し，原子炉が数多く

集中し，原発銀座と揶揄されている若狭湾に位置する本件原発を直撃す

る地震が発生した際には，福島第一原発事故と同程度あるいはそれ以上
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の被害を及ぼすことは火を見るよりも明らかである。 

    大飯原発４基，高浜原発４基，美浜原発３基の合計１１基の他に，も

んじゅ，ふげん，敦賀原発２基の各原発プラントが集中し合計１５基が

乱立している状況にあるが，これは，原子炉の数だけ使用済燃料ピット

が存在することを意味する。 

(4)  本件原発は大都市圏に近接している 

      福島第一原発の事故と若狭湾に位置する本件原発との大きな違いは，

若狭湾の近傍には京都，大阪，神戸という大都市圏が近接し人口密度の

極めて高い地域が密集していることである。 

 

        上の図は，ある新聞社の web サイト*2からの引用であるが，若狭湾の

本件原発をはじめとする大飯，美浜の各原発からの半径１００ｋｍの地

域を示すために作成された地図である。１００ｋｍ半径の圏内には，福

井県，京都府，滋賀県は完全に含まれ，大阪，兵庫，三重，奈良，岐阜

の各県の多くの地域が含まれる。福島第一原発の４号機プールの最悪の

シナリオをこれに当てはめて１７０ｋｍ圏を強制移住地域とした場合

には，大阪，兵庫，奈良，三重の各県の大部分の地域の住民が強制移住

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*2

 http://www.kyoto-minpo.net/archives/images1104/2011-04-03-01.pdf 

http://www.kyoto-minpo.net/archives/images1104/2011-04-03-01.pdf
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の対象となる蓋然性が極めて高い。 

(5)  甚大な損害が発生する危険があること 

         本件原発がテロの標的にあった結果，燃料破損・放射性物質放出に至

った場合には，予測不可能の大混乱とパニック，地域住民の生命・健康

への深刻な打撃，莫大な財産の損害等で国家的規模の損失が発生するの

であり，その損害は計り知れない。このような国家的危機が予想されて

いる状況においてさえも原発を稼働しなければならないという理由を

見出すことは到底不可能である。 

       また，上記の強制移住地域には琵琶湖がすっぽり含まれる。 

       琵琶湖を主たる水源とする淀川は，宇治川，木津川，桂川という 3 つ

の川が合流した河川で，大阪市をはじめ近畿 1400 万人の水道水源とし

て，人々の生活や都市活動を支えている *3。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*3 以下の説明と絵は，大阪市水道局のサイトから。
http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000014782.html 
「我が国最大の湖である琵琶湖をその主たる水源とする淀川は，宇治川，木津

川，桂川というそれぞれ特性をもつ 3 つの川が合流した，我が国では比較的流

況の安定した河川で，大阪市をはじめ近畿 1，400 万人の水道水源として，人々

の生活や都市活動を支えています。淀川上流の三流域は，琵琶湖流域の融雪期，

桂川流域の梅雨期，木津川流域の台風期にそれぞれ流出が多く，互いに補いあ

い，なかでも琵琶湖流域の融雪期の安定した水量によって淀川の流況の安定に

寄与しています。そのうえ，淀川は上流に琵琶湖という面積約 674 平方キロメ

ートル，貯水量約 275 億立方メートルの日本最大の湖を有しているため，淀川

の流量調節に大きな役割を果たしています。」 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000014782.html
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ところが，琵琶湖が強制移住地域に含まれるということは，琵琶湖が

放射能汚染を受けるということを意味する。のみならず，淀川の上流を

形成する宇治川，木津川，桂川という 3 つの川の上流も同地域に含まれ

るから，やはりこの 3 つの川の水も汚染されることを意味する。 

琵琶湖と上記河川が放射能で汚染された場合，その水で生命を維持し

ている近畿１４００万人の生命，健康，生活，都市活動が破壊されると

いうことである。 

    放射能で汚染された場合に，近畿 1400 万人の人々が飲用する莫大な水

をどこから調達できるというのであろうか。飲料水の汚染は，緊急性と

いう意味では，直接の身体被曝と同等又はそれ以上の被害をもたらすこ

とが明らかである。再稼働による代償はあまりにも莫大な危険と損害で

あって，到底比較の対象とならない。 

(6)  被告は，テロ対策に関する規制の法令全体の中での位置付け及び国

際的水準に照らせば，新規制基準におけるテロ対策に関する規制が不十

分であるとはいえず，原告らの主張は失当である旨主張する（被告準備

書面（１９）１０５頁～１１１頁）。 

    しかしながら，被告の上記主張については，法律や規則を挙げるのみ

で，具体的にどのような対策が講じられており，しかもそれらの対策が
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有効に機能し，原告らが指摘している危険な事態の発生をいかに防止で

きるのかについて，何ら具体的な主張立証を伴わない。また，被告は本

件各発電所を管理・運営し，それにより経済的利益を得ている立場にあ

って，航空機落下やミサイル等爆弾テロに対する対策を真剣に検討し，

かかる対策を原子炉や格納容器の設計面に組み込む等の対策を講じな

ければならないはずである。しかしながら，被告が指摘する建屋をコン

クリート壁等の障壁による外部との遮断，その周囲にフェンスや侵入検

知装置等の設置その他の対策で，テロリズムが予防できるはずがない。 

    訴状５３頁以下でも指摘したとおり，重大事故対策に，ミサイル攻撃

を考慮していないのは欠陥というよりほかないし，原発施設以外の関連

施設にテロリズム対策を講じる必要があり，それがなされていない新規

制基準は，テロリズム対策としては不十分である。 

(7)  特定重大事故等対処施設について 

ア 被告は，新規制基準におけるテロ対策に関する規制が不十分とはい

えない理由の一つとして，特定重大事故等対処施設を設置することが

要求されていることも挙げている（被告準備書面（１９）１０７頁）。

しかしながら，以下述べるとおり，特定重大事故等対処施設について

も，不十分といわざるを得ない。 

イ 特定重大事故等対処施設に係る要求事項として，設置許可基準規則

４２条の解釈では，「原子炉建屋及び特定重大事故等対処施設が同時

に破損することを防ぐために必要な離隔距離（例えば１００ｍ以上）

を確保すること，又は故意による大型航空機の衝突に対して頑健な建

屋に収納すること」とされている。また，特定重大事故等対処施設に

つき，原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ム発生後，発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの間，

使用出来るものであることが求められるところ，それを少なくとも７

日間，必要な設備が機能するに十分な容量を有するよう設計を行うこ

とを求められている。 

        この点，原子力規制委員会は，必要な離隔距離について，１００メ

ートルというのは，一般的な航空機の翼幅等から導かれた例示に過ぎ

ないので，各プラントの地理的特徴を考慮して距離を定めるべきであ

り，７日間の備蓄を要求していることについては，福島原発事故では，

免震重要棟のガスタービン発電機の燃料供給に３日程度を要したた

め，保守的に７日間と設定したと述べている。 
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ウ しかし，東京電力の平成２４年６月２０日福島原子力事故調査報告

書に記載された福島原発事故の外部電源復旧に要した日数は以下のと

おり９日であり，それを踏まえれば，７日分でも不足している。 

         「東電原子力線は，東北電力に依頼し３月１５日に予備変電所内の

断路器まで充電後，順次設備の健全性を確認し，その後，予備変電所

から，１，２号仮設メタクラまでの約１．５㎞のケーブルを敷設し，

２０日に１，２号機所内電源系に供給を開始した。 

         送電設備の復旧工事は猪苗代電力所浜通り電力所を中心に進めら

れ，大熊線３Ｌは，３月１５日夜の森線１Ｌと送電鉄塔上で接続，そ

の後，受電側の移動用ミニクラッド（工務部門設置）に接続し，１８

日に充電し，多回路開閉器（配電部門設置）及び仮設ケーブルを経由

し，２２日に３，４号機所内電源系に供給を開始した。 

          また，夜の森線２Ｌは，倒壊した№２７鉄塔の代わりに双葉線№２

鉄塔を経由した新たな送電ルートで復旧作業を進めるとともに，本設

機器（起動用変圧器，遮断機等）の健全性確認ならびにケーブル敷設

を行い，３月２０日に起動用変圧器まで充電し，２１日に５，６号機

所内電源系に供給を開始した（９４，９５頁）。」 

          すなわち，これらによれば，外部電源が喪失した３月１１日から復

旧までに最短でも３月２０日までの９日間を要したのである。 

(8)  大規模損壊における対策について 

    大規模損壊のうち，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による大規模な損壊については，特定重大事故等対処施設が規制要求さ

れている。基準検討チームにおいて，当初は，大規模自然災害も一緒に

対応する設備が検討されていたが，大規模自然災害は除外された。大規

模自然災害については，具体的な規定は皆無である。 

    大規模損壊に対する規制として以下の２か所がある。 

    「①保全計画の策定 ②要員の配置 ③教育，訓練 ④電源車，消防

自動車，消火ホース等資材の備え ⑤緩和対策等を定め要員に守らせ

る」（実用発電用原子炉の設置，運転に関する規則８６条）。 

    「１ 可搬設備等による対応 ①手順書が適切に整備されているか，

又は整備される方針が適切に示されていること ②手順書による活動

体制及び資機材が適切に整備されているか，又は整備される方針が適

切に示されていること   

２ 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備 ①
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体制が適切に整備されているか，又は整備される方針が適切に示され

ていること」（実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事

故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力に係る審査基準）。 

     しかし，これらの基準はあまりにも抽象的で，大規模損壊時に，何

を要求し，そのことによって何を防止，緩和できるのか全く不明であ

る。これでは，周辺公衆の被害を防止するために具体的に何がなされ

るならば許可されるのか全く不明であり，大規模損壊時に，周辺公衆

の被害を防止するための基準はないと言うに等しい。 

     大規模な自然災害はシミュレートすることが可能であるから，具体

的に大規模な自然現象を想定し，それに基づき大規模な自然災害を考

え，具体的対策を検討すべきであるが，それが全くなされていない。 

 

 ７ 立地審査指針に関する主張に対する反論（１１２～１２１頁）について 

  (1) 被告は，立地審査指針については，設置許可基準規則解釈において引

用されていないこと，また，安全評価審査指針には立地審査指針に基づ

く評価の条件等も記載されているが，設置許可基準解釈においては，こ

の記載に係る評価は求められていない（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故に対する解析及び評価が求められているだけである）。した

がって，これらは，新規制基準の下では，規制体系の構成要素となって

いないことを認めている（被告準備書面（１９）１１６頁）。 

    その一方で，立地審査指針の記載の要求事項については，設置許可基準

規則等の現在の規制体系において考慮，判断されている等と主張してい

る。 

  (2) 被告は，立地審査指針が新規制基準に採用・引用されておらず，審査

基準として使用されていない事実を認めた上で，その理由として，基本的

目標ａ（原則的立地条件②と関係）は，改正原子炉等規制法によって重大

事故対策が新たに規制要求事項として追加する等したことにより適切に

「災害の防止上支障がないこと」について判断できると評価したとし，ま

た，基本的目標ｂ（原則的立地条件③に関係）は，立地審査指針の「低人

口地帯」は既許可の原子力施設では発電所敷地内に収まっていたこと，原

子力災害対策については，原子力災害対策特別措置法等により大幅に強化

されていることから，その役割を終えたと判断し，さらに，基本的目標ｃ

（原則的立地条件③に関係）について，集団線量ではなく，半減期の長い



- 68 - 

放射性物質の総放出量という観点から規制を行うことが合理的である等

と主張する。 

    その上で，立地審査指針が，新規制基準の規制体系に取り込まれなかっ

たのは，同指針による規制目的ないし要求事項については，他の法令や規

制によって，より実効的な対処等を求めるのが合理的であると判断された

ためであるとして，立地審査指針の見直し・組入が欠如している点は問題

ないと主張している。 

    しかしながら，被告の上記主張は，立地審査指針の重要性を看過し，重

大事故対策の有効性を過大評価するものであり，失当である。 

    ア 基本的目標ａについて 

   （ア）まず，被告は，新規制基準制定前は，安全設計審査指針により，

原子炉施設を構成する「安全上重要な設備」の信頼性が担保され，安

全評価審査指針により，原子炉施設全体としての安全設計の適切性が

担保されていたと主張している（被告準備書面（１９）１１６頁）。 

     しかしながら，前提として，福島第一原発事故において，安全設計

審査指針及び安全評価審査指針の重大な欠陥が明らかとなったのであ

り，安全設計の適切性が担保されていたとの前提事実自体が完全な誤

りである。 

   （イ）また，被告は，基本的目標ａは，設計上の想定を越えて最悪の場

合には起こるかもしれないと考えられる大きな事故が発生しても，周

辺の公衆に放射線障害を与えないようにするために，原子炉施設と公

衆との間に一定の離隔（非居住区域）を確保することを求めるもので

あるところ，原子力事業者の自主的な取組に委ねられていた重大事故

等対策が規制上義務づけられることとなり，設計上の想定を越える事

象に対する新たな対策が要求されることになったこと，改正原子炉等

規制法によって重大事故対策が新たに規制要求事項として追加する等

したことにより，より適切に「災害の防止上支障がないこと」につい

て判断できると評価された等として，大きな事故による周辺公衆への

放射線障害の防止については，設計許可基準規則等により，より厳し

い条件を設定した上で，より厳しい基準を達成できることを要求して

いるとされる等と主張している。 

     しかし，「災害の防止上支障がない」と評価するにあたって，新規

制基準においては，重大事故等の想定において，基準地震動・基準津

波を前提とした評価を行っており，かかる想定を越える，基準地震動
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を越える地震動及び基準津波を越える津波が生じた場合には，設備面

でも重大事故等対策についても，有効に機能することを何ら保証しな

いものである。例えば，重大事故等対処施設に関する要求事項（設置

許可基準規則３８条から４２条）では，自然的条件で重大事故等対処

施設の機能が損なわれないことを要求しているとされているが，地震，

津波に対しては，基準地震動による地震動及び基準津波により機能が

損なわれないことを要求しているのみである。 

     したがって，新規制基準でいうところの事故想定は，基準地震動を

越えない地震・津波に過ぎない。万が一にも放射線被害を生じないた

め重要なのは，立地審査指針においても明記されているように，想定

を越えた地震動や津波が生じた場合であっても，放射線被害を防止で

きるか否かである。 

   （ウ）また，被告は，立地審査指針の「(旧)重大事故」，「(旧)仮想事

故」は，原子炉格納容器は健全であること（破損しないこと）を前提

にした上，事故の具体的シナリオなどを考慮していなかったのに対し，

改正原子炉等規制法，設置許可基準規則の「重大事故」は，炉心の著

しい損傷に至る恐れがある事故について，格納容器の破損を防止する

ため具体的な事故シナリオを検討する等大幅に厳しい対策を要求して

いるとして，立地審査指針よりも重大事故対策が厳しくなったと主張

する。 

     しかし，既に繰り返し述べてきた通り，立地審査指針の重大事故，

仮想事故が，指針本来の定義を離れて，発電所敷地内に収まる事故に

矮小化されて運用されていたことが問題なのであって，これを改めて，

より厳しい事故想定をすべきところ，矮小化されたままの事故想定を

前提に，改正原子炉等規制法，設置許可基準規則の「重大事故」の方

が想定が厳しいとして立地審査指針を用いない理由とするのは，本末

転倒であり，我田引水の誹りを免れない。 

   （エ）さらに，被告は，重大事故発生時における周辺公衆への放射線の

影響低減は，公衆との離隔距離の確保にあるのではなく，重大事故等

対策を適切に講じるという考え方を採用することにした等と主張する

（被告準備書面（１９）１１７頁）。 

     しかしながら，重大事故等対策を適切に講じることは当たり前であ

るが，ここで問題とされるのは，万が一の事故（立地審査指針でいう，

重大事故や仮想事故）を想定した場合であっても，周辺公衆の放射線
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被害を防止できるかどうかである。既に繰り返し述べてきた通り，福

島第一原発事故により，立地審査指針の運用にあたっては，想定すべ

き事故を過小評価していたこと（矮小化された重大事故を前提にして

いたこと）が明らかになったのであるから，まずは，適切に想定され

る事故を想定した上で，立地審査指針を充足するか吟味されなければ

ならない。重大事故等対策の有効性を評価するためにも，立地審査指

針による審査がなければ，公衆の放射線被害を防止できると判断出来

ないからである。 

     そもそも，立地審査指針の「原則的立地条件」は，原子炉が「事故

を起こさないように設計，建設，運転及び保守を行わなければならな

いことは当然のこと」と前置きをした上で，「なお万一の事故に備え，

公衆の安全を確保するために」設けられている条件である（立地審査

指針１．１柱書参照）。つまり，「原則的立地条件」は，原子炉に万

全の損傷防止策等が施されていることを前提にして，なお立地の観点

から周辺住民の安全を図るべきとする考え方である。立地の問題を損

傷防止策や重大事故対策に置き換えるという考え方は，「原則的立地

条件」の基本的な理念に整合しない。立地の問題を損傷防止策に置き

換えるという考え方は，いかなる自然現象などが起きたとしても原子

炉の損傷防止策は必ず存するという虚構を前提としており，失当であ

る。 

     ここに，被告は，準備書面（１９）の１１７頁下から４行目以下に

おいて，田中委員長の国会での答弁として，セシウムに関して１００

分の１以下ぐらいまでの放射能放出量まで抑えることを要求するとい

う記載を引用しているが，その評価にあたって想定される事故は，あ

くまでも基準地震動や基準津波を越えない事故であり，重大事故や仮

想事故を過小評価した上で算定されるものに過ぎない（立地審査指針

で想定されるべきであった，仮想事故や重大事故より遙かに矮小化さ

れた事故である）。また，セシウム１３７の放出量の評価だけで足り

るとするものであるが，実際には，ヨウ素１３１，クリプトン８５，

キセノン２３５等の放射性物質が放出されるにもかかわらず，新規制

基準では評価対象とされていない点でも不合理である。 

   イ 基本的目標ｂについて 

   （ア）また，被告は，基本的目標ｂについて，原子力防災対策そのもの

を要求しているわけではなく，また，低人口地帯を評価した結果，そ
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の範囲は発電所敷地内に収まっていて，敷地外が低人口地帯である必

要はなく，現実には具体的な防災の実行とは結びついていなかったと

されているとし，他方，原子力防災対策については，５０年以上前の

立地審査指針の策定時と比較して大幅に強化されたことから，基本的

目標ｂによる要求については，その意義を失っており，立地審査指針

はその役割を終えていると評価されていると主張する（乙全第１８１

号証３００～３０３頁）。 

   （イ）しかしながら，まず，低人口地帯の範囲は発電所敷地内に収まっ

ていたというのは，これまで何度も述べてきた通り，想定する重大事

故及び仮想事故を，発電所敷地内に収まる事故に矮小化し運用されて

いたという重大な過誤に基づくものであり，敷地内に収まっていると

の判断自体が致命的な誤りである。仮想事故の想定が甘かったため立

地審査指針が有効に機能しなかったというのであれば，事故想定の甘

さを是正して然るべきであり，立地審査指針を事実上廃止する理由に

はならない。 

原発の「位置」が災害の防止上支障がないものであることを審査す

る基準の策定を義務づける原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号

の文言からしても，確立した国際的な基準を踏まえるべき事を規定し

た原子力基本法２条２項からしても，当該原発の立地が防災計画の支

障とならないかどうかを審査すべき義務が，原子力規制委員会にはあ

る。 

   （ウ）また，従来，敷地外は低人口地帯である必要はないとの判断のも

と，現実には具体的な防災の実行とは結びついていなかった（すなわ

ち，敷地内に止まるので，避難計画を考える必要がないとしていた）

という状況の下，原子力防災計画が強化される余地は全くなかった（こ

のことは，現実におこった福島第一原発事故において，情報自体が隠

匿され，避難における重大な欠陥を露呈したことからも明らかであ

る）。 

そして，従来の立地審査指針が具体的な防災の実行と結びついてい

なかったのは，そもそも誤った甘い事故想定をしていたことが原因な

のであって，原子力防災のことを考慮した立地審査を行おうとする立

地審査指針の合理性を損ねるものではない。 

（エ）さらに，立地審査指針が役割を終えたとの主張の根拠とする，原

子力防災計画（避難計画）に関しては，その実効性を審査する仕組み
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が新規制基準に欠如している上に，実際の避難計画は全く現実味のな

い机上の空論にすぎず，立地審査指針を排除する根拠は全く見出しが

たい。 

     立地審査もしない，避難計画の実効性も審査しないという新規制基

準では，福島第一原発事故に対する教訓が全く活かされていないと評

価する他ない。いくら言葉巧みに誤魔化しを図ろうと，新規制基準は，

立地審査指針における重大事故及び仮想事故を正しく運用すれば，既

存原発がいずれも立地不適合になるため，立地審査指針を排除したと

いう他ない。 

     立地審査指針も適用しない，避難計画の実効性を審査しない，新規

制基準は，周辺公衆の放射線被害の防止を何ら保証するものではない。 

   （オ）福島第一原発事故の教訓を踏まえれば，本来の立地審査指針が求

めるような，技術的見地からは起こるとは考えられない事故（＝仮想

事故）を真摯に想定し，真に実効性のある緊急時計画を策定しておく

ことは極めて重要である。そして，とりわけ周辺住民の避難について

は，形式的な避難計画などではなく，真に実効性のある万全の措置が

講じられるべきであり，立地審査を前提として始めて効果的な対策が

できるというべきである。 

     従来，国と電力会社が一体となって安全神話を喧伝してきた結果，

各原発の周辺には相当数の住民が居住しているため，現在の原子力災

害対策指針はＰＡＺとＵＰＺという複雑な概念を満ちだしておよそ実

現が不可能な段階的避難計画を各自治体に立てさせているが，立地審

査指針にあるように，原子力緊急事態に避難を必要とする範囲内の住

民を少人数とすれば，実現困難な計画を立てさせずに済む。 

     したがって，被告の主張する基本的目標ｂによる要求については意

義を失っている等という主張には全く理由がない。 

   ウ 基本的目標ｃについて（３６頁） 

   （ア）さらに，被告は，基本的目標ｃについて，国際放射線防護委員会

の２００７年勧告を引用して，立地審査指針が考慮した集団線量が

社会的影響の考慮としては不適切であり，福島原発事故を踏まえ，

半減期の長い放射性物質の総放出量という観点から規制を行うこと

が合理的である等と主張する。 

   （イ）しかしながら，集団線量は原子炉に起因する社会的リスクを把握

するための指標で，疫学研究の手段として意図された指標ではなく，
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原子炉の立地審査や核実験による放射性降下物や原子力事故などの

重大事故の評価等に使われている。上記２００７年勧告は，疫学調

査に用いるのは不適切であるとし，特にごく微量な線量に被曝した

大集団について癌発生数を求めるために用いてはならないとしたも

のに過ぎず，原子炉に起因する社会的リスクの把握に用いてはなら

ないとしたものではない。 

      また，離隔要件としての立地審査を原子炉の総排出量規制という

事故対策の問題に置き換えている点で失当である。 

      さらに，福島第一原発事故の際，大量のヨウ素１３１が環境に放

出され，現に多数の子供達が甲状腺癌に罹患しているが，半減期が

８日に過ぎないヨウ素１３１を評価しなくて良い理由は何一つとし

てない。なお，被告は，原子力規制委員会の委員長による，セシウ

ムの総放出量が，基本的に福島事故の１００分の１以下ぐらいの放

出量（１００テラベクレル以下）という目安に関する答弁を引用し

ている（乙全第２４９号証）が，同物質の総放出量を１００テラベ

クレル以下に抑えられるのはあくまでも事故対策が奏功した場合だ

けであって，これよりも大量にセシウムを放出する事故の可能性は

原子力規制委員会も否定していない。 

      立地審査指針が考慮した集団線量は，原子炉施設の社会的リスク

を評価し，原子炉の立地審査に用いるのに有用な指標であって，こ

れを不適切とし，セシウム１３７の放出量の評価だけで足りるとす

る被告の主張の誤りは明白である。 

(3) 改定の必要性が指摘されていたこと 

    上記の通り，新規制基準においては，立地審査指針は無視されてしま

っている。 

    しかしながら，福島第一原発事故により，立地審査指針の根本的な問

題が明らかになったため，その改定の必要性は当然のこととされ，次の

ように言われていた。 

   ア (旧)原子力安全委員会委員長班目春樹氏（甲全第３８８号証） 

         原子力安全委員会委員長班目春樹氏は，立地審査指針の運用の致命

的な誤り（影響が敷地内にとどまるように逆に事故を設定していた）

を指摘するとともに，今度，原子力基本法が改正になれば，その考え

方に則って全面的な見直しがなされてしかるべきものだと述べ，改定

の必要性を指摘していた（甲全第３８８号証１４２頁～）。 
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   イ 原子力規制委員会委員長田中俊一氏(平成２４年１１月１４日原子

力規制委員会記者会見録（甲全第４２９号証１６頁～） 

         立地審査指針について，当初，田中委員長は，次のように述べ，立

地審査指針を改定すると言っていた。 

 

○記者 日経新聞のカワイと申します。 

 先ほどの質問に続いてなのですけれども，立地指針の方で仮想事故の

話が出たと思うのですけれども，仮想事故で周辺住民に線量の被ばくの

限度みたいなものが決まっていて，その住民の人数かける被ばく線量を

基準として，それが立地の基準になっていたと思うのですけれども，先

ほどおっしゃったのは，福島のような事故を仮想事故として想定する

と，それを超えてしまうような原発がいろいろ出てくるというような，

そういうお話という認識でよろしいのでしょうか。 

○田中委員長 立地指針は，今，御指摘いただいた集団線量の評価もあ

りますけれども，敷地境界で外部線量だと，今，年間２５０ｍ㏜ですね。

そういったところも決まっていますので，今，福島の事故で言うと，境

界のところで，正確にはわかりませんが，多分，今回のシミュレーショ

ンの結果では，１㎞より近いところは計算できていませんけれども，か

なり高いレベルになっていますので，そういう意味で立地指針の趣旨か

ら言うと，福島のような放出を仮定すると，なかなか立地条件が合わな

くなってくるということは言えるのではないかと，そんな風に，今，思

っています。 

○記者 そうなると，立地指針の改定みたいなものも視野に入れていら

っしゃるということですか。 

○田中委員長 今，立地指針は敷地境界で２５０(ｍ㏜)と言っています

けれども，実質的に今１００ｍ㏜にすべきというのが ICRP(国際放射線

防護委員会)とかいろんなあれが出ていて，運用上は１００ｍ㏜ぐらい

になっていますから，そういった点での指針の改定も今後必要になると

思っています。 

○記者 それの既存原発への遡及的な適用というのもあり得るのでし

ょうか。 

○田中委員長 それはあり得ると思います。そうしないと，シビアアク

シデントマネジメントというか，そういう点でバックフィットというの

が意味をなさなくなりますから，そういうことになると思います。 
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 ただ，これまででも特に福島のような状況が起こるということは想定

していなかったところがありますので，そうなると，２５０(ｍ㏜)でな

くても１００(ｍ㏜)でも十分皆さんクリアできていたのですが，実際に

は，そこのところが今回の事故でそういうことが守れない状況もあり得

るということが明らかになりましたから，そこはちゃんとした評価をし

て対策を取って頂くようにしたいと思っています。 

○記者 最後にします。確認ですが，今おっしゃったのは１００m ㏜等

の，もし新しい基準ができたとしたら，それに当てはまらない原発は再

稼働ができないということでしょうか。 

○田中委員長 そうですね。 

 

(4)  田中委員長らの変節 

     ところが，その後，田中委員長らは，立地審査指針を廃止はしないが

適用はしないと言明するようになり(平成２５年４月２４日原子力規制

委員会記者会見録（甲全第４３０号証）平成２７年３月１０日原発立地

審査指針に関する国会質疑応答資料（甲全第４３１号証），結局，改定

しないだけでなく，立地審査指針を無視してしまった。しかも，立地審

査指針を適用した場合には，許可できなくなってしまうという全く理由

にならない理由で無視してしまった（甲全第４３１号証３頁）のであっ

て，この瑕疵は致命的に重大である。 

  (5) 立地審査指針無視の致命的瑕疵 

    立地審査指針は，唯一の立地基準として，その改定や運用によって，地

震・津波・火山等の大事故の誘因となる事象が考えられる所への原発の立

地を規制し，重大事故や仮想事故の適切な想定によって公衆の放射線災害

を防ぐことを保証するものであった。 

    しかるに，原子力規制委員会は，改定を行わないだけでなく，立地審査

指針を適用した場合には，許可できなくなってしまうという全く理由にな

らない理由で無視してしまったものであって，この致命的瑕疵は治癒不能

である。 

(6) 立地基準の不存在 

    原子力規制委員会が公表した「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考

え方について」（乙全第１８１号証）（以下，「考え方」という。）も記

述するように，立地審査指針は，「陸上にて定置する原子炉の設置に先立

って行う安全審査の際，万一の事故に関連して，その立地条件の適否を判
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断するためのもの」であった（乙全第１８１号証２８２頁）。その唯一の

立地基準であった立地審査指針が，個別規定や重大事故等対策とは異なる

存在価値を有していたことは明らかであって，被告の主張する理由が全く

理由たり得ないことは明白である。そして，「低人口地帯」が発電所敷地

内に収まっていたことについては，仮想事故や重大事故を過小評価すると

いう誤った運用の結果であり，立地審査指針の改定によって本来の仮想事

故を想定し直すことで対応すべきであって，不備を改定しないまま不備を

理由に役割を終えたとするのは言語道断である。 

ＩＡＥＡの安全基準「原子炉等の施設の立地評価」（№ＮＳ－Ｒ－３）

を挙げるまでもなく，立地基準は不可欠であって，その不存在は新規制基

準の致命的欠陥であるといわなければならない。 

(7) 原子炉等規制法違反 

    改正原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号は，「発電用原子炉施設

の位置，構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染され

た物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力

規制委員会規則で定める基準に適合するものであること」と規定している

が，新規制基準は，「位置」についての原子力規制委員会規則を欠いてお

り，同法の明文の規定に明らかに違反している（詳細につき下記(9)参照）。 

(8) 被告は，立地審査指針の「(旧)重大事故」，「(旧)仮想事故」は，原

子炉格納容器は破損しないことを前提にした上，事故の具体的シナリオな

どを考慮していなかったのに対し，改正原子炉等規制法，設置許可基準規

則の「重大事故」は，炉心の著しい損傷に至る恐れがある事故について，

格納容器の破損を防止するため具体的な事故シナリオを検討する等，大幅

に厳しい対策を要求しているとして，立地審査指針よりも重大事故対策が

厳しくなったと我田引水の記述をしている。 

    しかし，上述したように，立地審査指針の重大事故，仮想事故が，指

針本来の定義を離れて，発電所敷地内に収まる事故に矮小化されて運用

されていたことが問題なのであって，これを改めて，より厳しい事故想

定をすべきところ，矮小化されたままの事故想定を前提に，改正原子炉

等規制法，設置許可基準規則の「重大事故」の方が，想定が厳しいとし

て立地審査指針を用いない理由とするのは，本末転倒である。 

  (9) 被告や原子力規制委員会の「考え方」（乙全第１８１号証）に示され

ている，過酷事故対策や原子力防災の強化によって立地審査指針が不要

となったとする考え方は，法や国際基準とも整合しない。 
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  ア 原子炉等規制法違反 

すなわち，立地審査指針の根幹は，万が一であっても過酷事故が起き

て周辺に放射線被害が生じる可能性があることを前提に，原子炉そのも

のの安全性とは別個の問題として，周辺住民の安全を確保するために原

子炉施設と周辺住民の離隔要件を設ける点にある。 

    「考え方」６－１－１（乙全第１８１号証２８２頁）にあるとおり，

改正前の原子炉等規制法２４条１項４号は，原子炉の「位置」が「災害

の防止上支障がないものであること」を求めており，その具体的基準と

なっていたのが立地審査指針であった。そして，その立地審査指針は，

「原則的立地条件」の中で，原子炉と周辺住民の「離隔」を明確に求め

ていた。 

その後，福島第一原発事故の教訓を踏まえ平成２４年に原子炉等規制

法が改正された際も，原子炉が災害の防止上支障がないものであるかど

うかの適合性審査の考慮要素の中の「位置」の文言は削除されなかった

（同法第４３条の３の６・１項４号）。 

福島第一原発事故で我々は，原子炉そのものの事故対策が功を奏さず，

放射性物質が原子炉敷地を超えて広範囲に飛散する現実を目の当たり

にした。その上で，改正原子炉等規制法は，従前離隔要件として解され

ていた「位置」の文言を削除しなかったのであるから，改正原子炉等規

制法は，従前通り原子炉と周辺住民の離隔を考慮すべきことを求めてい

ると考えるのが自然である。福島第一原発事故の教訓を踏まえるのであ

れば，国民の生命・身体の安全確保を図るという理念の下，従来の恣意

的な事故想定を正して少なくとも福島第一原発事故の現実を踏まえた

想定によって立地を審査する規則を策定することを原子力規制委員会

に義務付けているというのが素直な法解釈である。 

しかるに，新規制基準は，「位置」についての原子力規制委員会規則

を欠いており，同法の明文の規定に明らかに違反している。 

イ 国際基準違反 

また，ＩＡＥＡ安全基準では，「個別安全要件」として，「原子力発

電所の安全」とは別個に，「原子炉等施設の立地評価」が求められてお

り，「安全要件」（Safety Requirements）として，「原子炉等施設の

立地評価」（Site Evaluation for Nuclear Installations）（ＮＳ－
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Ｒ－３（Rev.1））4が策定されている。その 2.26 以下では「人口と緊急

時計画の考慮についての基準」（CRITERIA DERIVED FROM CONSIDERATIONS 

OF POPULATION AND EMERGENCY）が規定され，立地の際には人口分布や

複合災害時を含む緊急時対応計画の実現可能性が考慮されるべきこと

が規定されている（甲全第１０１号証）。 

すなわち，放射性被害からの安全の確保は，施設そのものの防護のみ

で図られるのではなく，その前段階としての「立地評価」においても図

られるべきものであるという視点を提示している。 

  ウ  さ ら に ， ア メ リ カ の 原 子 力 規 制 委 員 会 （ Nuclear Regulatory 

Commission）では，原子炉の立地要件として，「１０ＣＦＲ ＰＡＲＴ

１００」5が定められている（ＣＦＲ＝Code of Federal Regulations（連

邦規則））。 

「１０ＣＦＲ ＰＡＲＴ１００」は，「11.Determination of exclusion 

area， low population zone and population center distance」（立

ち入り禁止区域，低人口地帯と人口密集地までの距離の決定）において，

原子炉施設と周辺住民との間の一定の離隔を求めている。 

  エ 改正原子力基本法２条（基本方針）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…」と規定し，又，原子力規制委員会設

置法第１条も，「…確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用にお

ける安全の確保を図るため必要な施策を策定…」とし，安全確保の上で

確立した国際的な基準を踏まえるべきことを規定しているところ，前記

の国際基準から考えれば，立地審査は現在の原子力規制においても必要

とされているものであり，立地審査を廃止することが積極的に肯定され

る法的根拠は見受けられない。 

  オ したがって，立地審査指針を欠如した新規制基準は，国際基準に違反

していると考える他ない。 

(10) 田中俊一委員長も，原子力規制委員会発足から間もない頃は，立地審

査指針を最新のＩＣＲＰ基準に合わせて改訂する意向を示し，既設炉へ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4
「原子炉等施設の立地評価」（Site Evaluation for Nuclear Installations）（ＮＳ－Ｒ－３

（Rev.1））  

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1709web-84170892.pdf  
5
 １０ＣＦＲ ＰＡＲＴ１００  

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part100/  

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1709web-84170892.pdf
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part100/
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の遡及的適用があり得ると述べていた 6（甲全第４２９号証１６頁～）。 

しかし，現在まで原子力規制委員会は，立地審査指針を厳格化するど

ころか，立地審査指針の離隔要件についての審査を事実上廃止してしま

っている。 

     「考え方」（乙全第１８１号証）があえてこのような方向性を示してい

る理由は，福島第一原発事故の教訓を取り入れた厳格な立地審査を実施

しようとすれば，既存の原子炉が廃炉ないし移転を迫られる事態になる

ことを懸念しているからであると考えざるを得ない。田中委員長も，国

会において，「立地指針を適用するということが実態に合わない，要す

るに福島のようなことになりますので」「今回の福島の事故では，そう

いったことができないということがわかりましたので，その指針に基づ

かないで適合性審査をするというふうに切りかえています」等と述べて

いる7（甲全第４３１号証）。 

    立地審査指針に関する原子力規制委員会の「考え方」（乙全第１８１

号証）には，周辺住民の安全よりも既存の原子炉の維持を優先させよう

とする原子力規制委員会の姿勢が顕著に現れている。 

そもそも，立地審査指針がある限り，本来はいかなる最悪の事故が起

きても周辺公衆に危険が及ぶ懸念はほとんど不要なはずであり，日本で

はその前提の上で地域社会に原発が受け入れられてきたはずである。 

    福島第一原発事故が起きた後，立地審査指針を潜脱するような恣意的

な安全審査の実態が明らかになると，今度は実態と合わないという理由

で離隔要件についての立地審査を廃止してしまうのでは，幾ら重大事故

対策や原子力防災を強化したところで，そもそもの前提が違ってしまっ

ており，周辺住民との関係での信義則に反するというべきである。 

 

 ８ 汚染水対策に関する主張（被告準備書面（１９）１２２～１２３頁）に

対する反論 

  (1) 福島第一原発事故では，深刻な汚染水問題が発生している。原発の過

酷事故後に発生する放射能汚染水により生命・身体に対する重大な危険

が生じることが明らかになっている。 

かかる福島第一原発事故の教訓を踏まえれば，汚染水対策に関する考

察と実効性ある対策の可否を審査することが必要不可欠である。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6「原子力規制委員会記者会見録」2012．11．14１７頁 http://www.nsr.go.jp/data/000068540.pdf  
7「原発立地審査指針に関する国会質疑応答資料」１頁  

http://www.nsr.go.jp/data/000068540.pdf
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しかるに，新規制基準においては，汚染水対策の問題について一切触

れられていない。なお，とりわけ高浜原発は，山と海に挟まれた狭い敷

地に建設されており，汚染水対策を行う上で不可欠な大量の放射能汚染

水を貯蔵するための貯水設備を設置することができない状況が看取さ

れるところであり，本件各原発において，実効性のある汚染水対策を構

築できる目処は全くない。 

福島第一原発事故後，深刻な問題となっている，汚染水対策に関する

考察を全く欠いた新規制基準は，極めて不十分な基準と言わざるを得な

い。 

(2) これに対して，被告は，福島第一原子力発電所における汚染水のよう

な事象については，これを発生させないことが重要なのであり，新規制

基準は，原子力発電所から放射性物質が異常放出される事態を防ぐため

の対策を要求している等と主張し，原告らの主張は新規制基準の考え方

を理解しないものであり，理由がないと主張する（被告準備書面（１９）

１２２～１２３頁参照）。 

  (3) しかしながら，深層防護の思想からすれば，避難計画の問題と同様に，

実際に発生した場合の対策を講じることが必要不可欠であり，発生させ

ない場合の対策を講じているから，汚染水対策に関する考察と実効性あ

る対策の可否に関する基準が欠けていることを正当化することは，正

に，深層防護の思想に反するものである。 

                                 以上 


