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第１．仮処分申請書の訂正 

１ P.15 の下から 11 行目について，｢「発電用・・・審査指針等の｣

とあるのを，｢「発電用・・・審査指針」等の｣と訂正する。 

２ P.19 の 5 行目について，「係属」とあるのを「継続」と訂正する。 

３ P.21 の下から 13 行目について，「ECCS（緊急炉心冷却装置―シ

ャワー―強弱の複数あり）」を「ECCS（緊急炉心冷却装置―高圧注

水系，低圧注水系等複数系統あり）」と訂正する。 

４ P.21 の下から 12 行目について，「（DG―強弱の複数あり）」を

「（DG―発電容量の大小複数台あり）｣と訂正する。 

５ P.21 の下から 6 行目について「DG に強，中，弱」とあるのを「DG

の発電容量の大，中，小」と訂正する。 

６ P.21 の下から 5 行目について，「DG の 強のもの一個」とある

のを「 大容量の DG 一台」と訂正する。 

７ P.24 の下から 9 行目について，「高圧汚水系」とあるのを「高圧

注水系」と訂正する。 

 

第２．債権者らの主張のうち，「本件各原発が法律上要求される定期検査

を受けたとはいえない」との主張の位置づけについて 

１ 本件申立の被保全権利は，申立書に記載したように，人格権に基づ

く妨害予防請求権としての再稼動差止め請求権である。 

  債権者らに上記被保全権利が発生するのは，本件各原発を再稼動す

れば，過酷事故が起き，債権者らの生命・身体・健康等の人格権が侵

害される具体的危険があるからである。 

２ 第１の位置づけ 

(１) 人格権は，絶対的権利であるから，侵害行為が外形的には法律上

必要とされる手続を経て行われる行為であっても，人格権が侵害さ

れる具体的危険がある以上，その被害者は，侵害行為の差止めを求

めることができる。もっとも，その行為が法律上必要とされる手続

を経ている以上，その差止めを求める債権者側としては，人格権侵

害の蓋然性を立証する必要があるだろう。 
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   他方，侵害行為が法律上必要とされる手続すら経ていない行為で

あれば，そもそも我が国の法秩序においてその行為に及ぶことが手

続的にも許されないのであるから，債権者側の立証の負担も軽減さ

れ，人格権侵害のおおよその可能性を立証すれば足りると解せられ

る。 

(２) 本件においては，安全審査指針及び技術基準が法的にも実態的に

も失効している以上，債務者が本件各原発について許可をうけたと

きの審査指針であった現行の安全審査指針及び技術基準を前提と

する定期検査を受けても適法な定期検査を受けたことにはならな

いから，その状態で再稼動することは，法律上必要な手続すら経て

いない行為ということになる。したがって，本件においては，債権

者らが本件各原発の再稼動によって人格権侵害のおおよその可能

性があることさえ立証すれば，被保全権利が立証されたことになる

のである。 

３ 第２の位置づけ 

 債権者は，本件各原発を再稼動させたときは，過酷事故が発生する

おおよその危険性があることを主張疎明する。これに対し，債務者は，

「定期検査において，本件各原発が現行の安全審査指針及び技術基準

に適合していることが確認されたから，過酷事故発生の危険性はなく，

安全に運転できる。」と主張することが予想される。 

 債権者らの，現行の安全審査指針及び技術基準が失効したという主

張は，本件各原発が現行の指針，基準に適合しているとしても，何ら

安全であることの根拠にならないという意味の主張であって，予想さ

れる債務者の主張に対し，前もって反論をしておくという意味がある

のである。 

４ 立証責任について 

(１) 高裁判所は，平成４年１０月２９日，伊方原発１号機の設置許

可処分取消訴訟上告審判決（民集４６巻７号１１７４頁）において，

「被告行政庁がした右判断に不合理な点があることの主張，立証責

任は，本来，原告が負うべきものと解されるが，当該原子炉施設の
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安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持しているこ

となどの点を考慮すると，被告行政庁の側において，まず，その依

拠した前記の具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等，被
、

告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
資料に基づ
、、、、、

き主張
、、、

，
、
立証する必要があり
、、、、、、、、、

，
、
被告行政庁が右主張
、、、、、、、、、

，
、
立証を尽くさ
、、、、、、

ない場合には
、、、、、、

，
、
被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

事
、
実上推認されるものというべきである
、、、、、、、、、、、、、、、、、

。」と述べた。 

(２) 上記の考え方は，事業者を被告（債務者）とする原発運転差止請

求訴訟や仮処分においても参照されるべきであり，当該原子炉施設

の安全性に関する資料をすべて事業者が保持していること，事業者

は，本来，極めて危険な放射性物質を大量に生み出す原発について，

安全に運転できると標榜して運転していることに照らすと，本件に

おいては，債権者側が，過酷事故発生の可能性について一応の立証

をすれば，事業者である債務者において，それにもかかわらず，過

酷事故発生の可能性又は蓋然性がないことを立証すべきであり，そ

れができない場合には，裁判所は，過酷事故発生の蓋然性があるも

のと推認するべきである（金沢地裁平成１８年３月２４日判決・判

例タイムズ１２７７号３１７頁参照）。 

 

第３. 定期検査の重要性について 

１ はじめに 

 本件仮処分は，東北地方太平洋沖地震と津波による過酷事故の発生

によって失効した安全指針等が，将来原因調査の結果を踏まえて新た

に策定され，それを技術的基準とする定期検査が完了するまでの間，

原発を稼働してはならないと請求するものである。 

 原発は，法律等によって定期検査が義務づけられている。 

 定期検査が完了，つまりパスしないと原発は運転してはいけない。 

 原発に限らず，我々の身の回りには危険性のある機械，施設，建築，

工作物で検査にパスしないと運転してはいけないものが多くある。 

 航空機，船舶，鉄道車両及び自動車，建築確認等がそうである。 
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２ 自動車の車検と原発の定期検査を対比すると， 

  我々の日常生活に不可欠な自動車の車検と対比させながら原発の定

期検査の重要性について概観する。 

  原発と自動車は用途が大きく異なる。 

  原発は，原子炉でつくった高温高圧の水蒸気で発電機のタービンを

回して電気をつくる為の機械であり，自動車は人や荷物を運ぶ為の機

械であるから，両者の用途が自ずと異なる。 

  しかしながら，両者は，その効用に一応の社会的有用性があること

から，人命，身体及び財産等に対する高度の危険性を内包した機械で

あるにもかかわらず，一定の要件を満たせば私人が所有し，使用する

ことが許されているという点において共通している。 

  数年前まで日本では交通事故の死者が年間１万人を超えていたとい

う事実，チェルノブイリ原発の事故によって少なく見積もっても数十

万人以上の人が被災したという報告の存在等がこれらの機械の危険

性を端的に物語っている。 

  そうはいっても，その利便性，経済的有用性などからいずれも手放

せないでいるのが今日の我々の住んでいる社会である。 

３ 検査制度の目的等 

  上記の如き危険性を少しでも減少させる為の方策の一つとして検査

制度が導入されている。 

  法律等で一定の安全指針や技術的な基準等（道路運送車両法では「保

安基準」）を予め定めておいて，それに適合しているか否かを許可し，

建設後には定期検査をし，合格しなければ許可しないという制度がそ

れである。 

  通常，設計，製造，設置及び使用等の各段階においてそれぞれ検査

内容等が定められているが，ここでは主に継続使用の場合を想定して

論を進める。 

(１) 自動車の車検 

 自動車の車検とは，法律によって自動車や自動二輪車が保安基準

に適合しているか否かを確認する為の制度である。 
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 自動車の所有権を公証する為の登録制度と一体化されており自動

車検査登録制度と称されいる。 

 運転をしなくても乗用車を買えば，新車の場合初回は３年後，そ

の後は２年間隔で義務付けられている継続車検がある。 

 道路運送車両法は，新規検査（同法第５８条），継続検査（同法第

６２条）及び構造等変更検査（同法第６７条）の３種類を定めてい

る。 

 通常，新車を買う場合，新規検査は殆ど販売店が代行しているの

で，大部分の人は車検といえば継続検査と認識している。 

 車検の方法には，定期点検整備を含めて検査をディーラーや整備

業者に任せる「整備車検」，利用者自らが行う「ユーザー車検」，検

査を業者に代行してもらう「代行車検」の３種類がある。 

 車検の点検項目は十数項目程度であるが，その中でも「人命にか

かわる項目」と「他の車に迷惑をかけない為の項目」は必須点検項

目とされている。 

 具体的には，ハンドルを真っ直ぐ保った状態で直進した場合に横

滑りをする量を計る「サイドスリップ検査」，前輪と後輪のブレーキ

が確実にきくかどうかを試す「フットブレーキ検査」，スピードメー

ターが正確に作動していることを確認する「スピード検査」，方向指

示器その他の保安機器等の機能が正確であることを確認する検査が

それらに該当する。 

 例えば，運転中ハンドルを直進の位置に保持しているのに車体が

横滑りしたり，危険を察知して踏んだブレーキがきかなかったり，

実際の速度よりもスピードメーターの表示が速かったり遅かったり

するような整備不良の自動車を運転することの危険性は明らかであ

る。 

 国土の隅々まで張りめぐらされた道路網，高度かつ複雑に構成さ

れた高速道路，しかも国民の半数以上が運転免許を所持していると

いう今日の日本の道路交通の現実を直視すれば，交通事故の発生を

減少させて人命や財産を守るために車検制度が有用であり，必要不
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可欠であることは明らかである。 

(２) 原子力発電所の定期検査 

 ① 原子力発電所の定期検査は，電気事業法第５４条施行規則９

０条等の規定等に基づいて実施が義務づけられている。 

   定期検査の目的は，原子炉とその付属施設，蒸気タービン設

備等の発電の用に供する電気工作物の事故や故障の未然防止及

び拡大防止を図り，電気供給に著しい支障を及ぼさないように

するためであるとされている。 

   検査の時期については，自民党の小泉政権の頃に緩和される

までは，原子炉とその付属設備については１年プラスマイナス

１ケ月を超えない時期と定められていた。 

   つまり，１３ケ月に１回の割合での実施が義務付けられてい

たが，初期の頃は１０ケ月程度に一回の割合で更に早期に実施

されていたとのことである。 

   検査には平均３ケ月程かかることから， 近では毎年１２基

を超える原発が定期検査の為に全国で停止していたという計算

になる。 

   上述の自動車の車検が３年又は２年に１回の割合であり，実

際の検査が数時間程度の作業で完了することと比べると原発の

定期検査が相当に大変な作業であることがこの平均３ケ月とい

う期間の長さからも良く分かる。 

   このような大変さの理由は，改めて言うまでもないことであ

るが，スリーマイル島，チェルノブイリ及び福島第１等の原発

の過酷事故によって既に明らかになっているように，一度大事

故を起こせば国境を遙に超えた甚大な環境汚染が生じ，長期間

にわたって多大な人的，物的被害をもたらすからである。 

   核分裂を核爆弾のように連鎖反応をさせずに臨界状態で維持

し，高温高圧の水蒸気を発生させてタービンを回すという複雑

で不安定な制御が要求される原子炉という恐ろしく危険な装置

が対象になっているからである。 
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   自動車の場合であれば，運転中にブレーキが故障して利かな

いまま高速道路を走行することになっても，アクセルから足を

離せば減速してやがて止まるし，アクセルも同時に故障して減

速させることが出来なくなった場合でも，ガソリンが無くなれ

ばエンジンが止まってやはり停止することから，その間，衝突

事故を起こさないようにハンドル操作をすれば乗員も車も無傷

で済む。 

   更に，舵取り装置等が同時に故障し，ハンドル操作によるコ

ントロールを失った場合でも，側壁，中央分離帯または他の自

動車等に衝突して破損又は大破する可能性はあるもののやはり

停止するから，自動車の損壊，乗員の怪我，あるいは 悪の場

合でも乗員全員の死亡（これはこれで大変な事態であるが）に

よって事故は収束する。 

   しかも，一般道等で歩行者の集団に突入してしまったといっ

たようなケースでもないかぎり死傷者は運行の利益を享受して

いる自動車の所有者や利用者であり，事故の影響も通常は局所

的で一時的なものである。 

   ところが，原発の場合，自動車のブレーキに相当する制御棒

や冷却系の設備に重大な故障が生じた場合，原発やその周辺が

無傷のままで停止するということはまずあり得ない。 

   地震が起こって制御棒が脱落，折損又は湾曲する等して挿入

出来なければ中性子を遮断することが出来ず，核分裂を止めら

れないという悲惨な状況になる。 

   また，ポンプの故障，配管の破断あるいは圧力容器の損傷等

で冷却水のほぼ全てを失った場合，仮に制御棒が挿入出来て核

分裂を停止させることが出来たとしても，その後に発生し続け

る崩壊熱を除去することが出来ないことから空焚き状態になる

からである。 

   その結果，福島第１原発の事故のように燃料棒を覆っている

ジルコニウム合金が融点を超えて溶け，同時に燃料も溶け落ち
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て所謂メルトダウンが生じ，３０００度もの高温のマグマのよ

うな状態になったウラン燃料，金属及び大量の放射性生成物等

の入り混じった物体が圧力容器の底，更には格納容器の底を順

次溶かして穴をあけ，原子炉の外部にまで放射性物質が漏れ出

してしまうという恐ろしい事態に至ることになる。 

   福島原発では，溶けたジルコニウム合金，あるいは放射能と

水等が反応して発生した水素の爆発により原子炉建屋等が無残

に吹き飛ばされ，莫大な量の放射性物質が環境中にまき散らさ

れてしまった。 

   このように，交通事故の被害等とはおよそ比較にならない程

の凄まじい大災害を発生させる危険性のある機械の保守や整備

の為の点検であることを考えれば，３ケ月以上の期間がかるの

も至極当然だと言わざるを得ない。 

 ② 定期検査の内容は，原子炉及びその付属設備が工事認可申請

及び経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持，運営

されていることを確認するというものである。 

   検査項目は，約６０乃至７０項目あり，主要な設備が正常に

機能するか否か等を調べる「健全性」と「機能維持」の確認，

過去の事故による改善策の追加等といった「信頼性の向上」を

目的とするものに分けられている。 

   主な作業の概要は，「分解・開放点検」，「機能検査」及び「調

整運転等」に分類される。 

   原子炉本体を例にとると，圧力容器の開放点検，非破壊検査

及び燃料交換の作業等が「分解・開放点検」に，漏洩検査が「機

能検査」に該当する。 

   原子炉冷却系統設備では，ポンプ・弁等の分解点検作業と非

破壊検査が「分解・開放点検」に，単体の作動試験と系統全体

として機能が発揮出来ることを確認する作業が「機能検査」に

該当する。 

   非常用予備発電装置では，非常用ディーゼル発電機の分解点
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検作業が「分解・開放点検」に，ディーゼル発電機単体の作動

試験と系統全体として機能が発揮出来ることを確認する作業が

「機能検査」に該当する。 

   更に，各種の計測装置等についても同様の点検と検査が実施

される。 

   そして，上記の個々の装置の「分解・開放点検」と「機能検

査」が済むと，更に，原子炉を運転しながら点検する「調整運

転」と「総合負荷検査」を行い，異常がなければ営業運転へと

移行することになる。 

   上記の作業内容等からも原発の安全な運転継続にとって定期

検査が正しくなされることの重要性が良く理解出来るところで

ある。 

４ 原発のトラブル 

(１) 福島の過酷事故の前にも日本の原発に多数のトラブルが発生して

いたことは過去におけるマスコミの報道等からも明らかなように

公知の事実である。 

   法律によって通商産業大臣（現，経済産業大臣）に報告が義務付

けられているものだけでも１９６６年から２００５年の４０年間

に６５２回も発生している。（原子力施設運転管理年報平成１８年

版 原子力安全基盤機構編集発行「日本の原子力発電所における事

故報告件数の推移（法律対象）」表１） 

   トラブルは，大まかに「運転中」，「停止中」及び「その他」に分

類されている。 

   運転中のものは，「自動停止」，「手動停止」，「出力低下」及び「機

器の損傷」の４項目に，運転停止中のものは，「蒸気発生機伝達管

の損傷」と「蒸気発生機伝達管以外の損傷」の２項目に分類されて

いる。 

   債務者の関西電力が保有している原発は，全て加圧水型原子力発

電所（ＰＷＲ）である。 

   この形式の発電所のトラブルは，原子炉冷却系統設備において多
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数発生している。（上記年報 表２ トラブル発生機器の所属シス

テム） 

   事故総数２８８件のうち１５４件が原子炉冷却系統設備において

発生しており，この１５４件に非常用炉心冷却設備の７件の事故を

加えると２８８件中１６１件と優に半数を超えていることが注目

される。 

   加圧水型原子力発電所（ＰＷＲ）の弱点が冷却系の設備にあるこ

とが良く理解出来るところである。 

   しかも，加圧水型原子力発電所（ＰＷＲ）では，定期検査中のト

ラブルの発覚件数が２８８件中の１６６件と３分の２に迫る多数

を占めている。（上記 年報 表５ トラブル発生時の運転状況） 

   このようなトラブルの報告例の分析からも加圧水型原子力発電所

（ＰＷＲ）における定期検査の重要性が理解出来るところである。 

(２) 参考として定期検査が適切に行われることがいかに大切かを如実

に示した債務者の原発の事故例を紹介しておく。 

   それは，２００４年８月９日，美浜原発３号機で発生した。作業

員４名が死亡し，７名が重軽傷を負うという大事故である。この事

故も，やはり，加圧水型原子力発電所（ＰＷＲ）の弱点である冷却

系の設備に属する主配管で発生している。 

   裂けた配管は，内部を約１０気圧，摂氏１４０度という高温高圧

の二次冷却水が通ることから，外径５６センチメートル，厚さ１セ

ンチメートルもある炭素鋼で造られた頑丈なものであった。 

   ところが，債務者が運転開始から２７年以上もの間一度も点検し

なかったことから著しく減衰し，一番薄いところでは僅か０・１４

センチメートルという厚さにまで減り圧力に耐えきれず大きく裂

け，そこから漏れた冷却水が通常気圧下において高温高圧の水蒸気

となって大量に建屋内に吹き出し，作業員らに襲いかかったのであ

る。 

   作業員を検死した医師が，「どのようにすればこのような死体にな

るのか。」と驚きのあまり言葉を失ったという趣旨の報道が当時な
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されている。 

   この配管は，放射性物質が直接入り込まない構造の二次冷却系の

ものであったが，事故により８８５トンもの冷却水が漏出してしま

ったことから原子炉内に繋がる一次系の配管によって熱交換を行

う蒸気発生器内の水位が債務者の発表でも一時的に約３分の１に

まで下がってしまうという非常事態に陥っていたことが後日の債

務者の発表でも明らかになっている。 

   この蒸気発生器の水位低下は恐ろしい事故発生の可能性を示唆し

ている。 

   もし，仮に，蒸気発生器の水位低下による圧力変動等に誘発され

て一次系の蒸気発生器の細管に破損等の損傷が生じるという事故

が重なった場合，その損傷の程度によっては一次系の冷却水も同時

に失われて炉心がメルトダウンに落ちいる可能性があったからで

ある。 

   債務者は，事故発生の９ケ月前に下請業者からこの主配管が検査

対象から抜け落ちていたという事実を指摘されていたことを認め

ている。 

   ところが，直ちに原発を止めて対応しようとはせず，次の定期検

査の時まで先送りをするという手抜きを行なっていたのである。 

   もし，直ちに停止して検査をしていればこの事故は防げた筈であ

るから，債務者によるコスト優先，人命軽視の犯罪的な人為的ミス

による事故であったことは明らかである。 

 ５ 定期検査緩和の動き 

上記から明らかなように，原発の安全にとって定期検査は極めて重

要なものであるが，電力会社や国はこの定期検査を緩和しようとして

きた。 

それらの策謀は，前述のように自民党の小泉政権の頃のことである。 

緩和の具体的な内容は要約すると，アメリカの緩和の例にならい，

点検期間を 大２４ケ月まで延ばすことを認めるとともに作業方法

をサポート用の補助ポンプやディーゼル発電機のようにバックアッ
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プ用に複数存在する機器の場合は原子炉を止めずに運転を続けなが

ら予備の機器を分解して点検するという手法を導入するという類の

ものである。 

一見すると合理的なようであるが，アメリカの原発では運転中に配

管がギロチン破断するという重大事故が増加しており，美浜原発３号

機と同様に作業員に死者も出ていること等からみると安全性の面か

らは看過しがたい暴挙であると言わざるを得ない。 

また，運転中に予備のポンプを分解修理している 中に主ポンプが

故障するという事故が発生した場合，使用出来るポンプが無くなって

冷却水喪失等の重大事故に繋がりかねないという危惧等があるから

である。 

自動車のように早ければ数年，長くても１０数年で廃車して新車に

買い換える機械とは異なり，原発は一度設置すれば 低でも３０年以

上の長期使用が前提の機械であることを忘れてはならない。 

特に，運転開始から３０年乃至４０年以上も経過している老朽原発

の場合，圧力容器，配管，配線及びモニター機器等々の様々な部品に

中性子等による劣化が進んでいることは明らかであるから，安全管理

の為に定期検査の期間を短縮して万全をきす方向へシフトすること

はあっても延長する方向へ緩和する等ということが絶対に許されな

いものである。 

６ 新たな安全設計審査指針，技術的基準，策定の重要性 

さて，上述したところから本来危険な原発を安全に継続して運転す

る為には適正な定期検査の実施が何よりも重要である。 

しかしながら，東北地方太平洋沖地震と大津波による福島第一原発

の過酷事故によって，上述の定期検査の前提となる設計，制作，設置

等の各段階における様々な指針，耐震基準，津波対策，電源喪失対策

等々の部門における略全ての対策の有効性が反故になり，失効し，白

紙の状態になってしまった。 

東北地方太平洋沖地震によって，これまでの安全審査指針や技術基

準が失効したことの法的根拠等については既に述べたところである。 
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マスコミの報道からも明らかなように，震度６程度の地震動によっ

て送電線用の鉄塔が現実に倒壊しているからである。 

また，地震によって，冷却系統のポンプや配管等の損壊が生じたの

で慌てて該当部署から逃げ出した等という作業員の報告もあったと

いう情報があるからである。 

従って，専門家によって今後実施されるであろうところの，実際に

生じていた各設備の損壊等についての実態調査に基づき過酷事故の

原因究明が正しくなされた後，その原因を正しく踏まえて新たに策定

された適正な安全審査指針や技術基準に適合した各種改善策が実施

され，設備が新調される等して，個別の原発の定期検査が全て完了し，

運転の安全が十分に確保されるまでの間，絶対に原発の稼働を認めて

はならない。 

７ 深層崩壊等の危惧 

 21 世紀、地球の地殻変動は静穏期をへて活動期に入り、地震、津波、

台風及び竜巻等の気象条件が著しく過酷になってきているというこ

とは、諸国における火山の噴火、大地震、大津波、巨大台風及び巨大

竜巻等の発生に関する頻繁な報道例等からみて公知の事実である。 

 21 世紀に入って以降の日本における所謂ゲリラ豪雨による深層崩

壊の例として 2003 年７月２０日の熊本県水俣市集川での土砂災害が

ある。 

 当時、主なマスコミは小さく報道しただけであったが、社団法人砂

防学会水俣土砂災害調査団の調査によると、宝川内集地区における簡

易測量の結果では幅８０乃至１００メートル、長さ（斜面長）約１７

０メートル、 大崩壊深１５乃至２０メートル、崩壊土量５乃至１０

万立方メートルという大規模な崩壊であったことが明らかになって

いる。 

 近、ノロノロ台風 12 号や１５号が上陸し、本年８月３０日から

９月６日頃、９月２０日から９月２３日頃までの間日本列島に豪雨を

降らせた。 

 この豪雨は、紀伊半島で特に酷く、奈良県上北山村では過去の平均
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年間雨量の６割を越える合計 1800 ミリもの雨が５日間程の間に降っ

てしまったのである。 

 更に、この台風１２号による豪雨は、河川を氾濫させ、堤防を決壊

し、道路を寸断するとともに山間部の崩落等をまねき、12 道県におい

て死者、行方不明者の合計９０数名、倒壊家屋８０数戸、浸水家屋数

千戸、避難世帯 110 以上、土砂ダム１０数ケ所内４ケ所は決壊の恐れ

ありという甚大な被害をもたらした。 

 しかも、このような多数の崩落した土砂による自然ダムの発生は、

過去に想定されてきた深さ数メートル程度の狭い範囲が崩落すると

いう浅層崩壊のみを前提としていては、山間部においてはもはや住民

の生存さえ不可能であるという過酷な現実を突きつけたのである。 

 堤防の決壊、河川の氾濫、山間部の崩落、特に広さ数百平方メート

ル、深さ数十メートル、崩壊土量数十万立方メートルというような広

い範囲で山の略半分が崩落してしまう凄まじい規模の深層崩壊が各

地で頻発する時代になったいうことである。従って、このような深層

崩壊が原発の安全にとっての新たな脅威であることもまたおのずと

明らかなところである。 

 けだし、日本では海岸にせまる急峻な山腹のすぐ側に原発が建設さ

れているケースが多いからである。 

 頻発する大地震、津波、巨大台風及び深層崩壊等々は原発に依存し

て暮らし続けることがいかに危険であるかという現実を知らしめる

強い警鐘であることを肝に命じておくべきである。 

８ おわりに 

 上述したところから明らかなように、自動車も原発も安全性確保の

為にはともに適正な定期検査が不可欠である。 

 以下では、定期検査の不可欠さを被保全権利である人格権との関連

で簡単に指摘する。 

(１) 定期検査（車検）を受けていない自動車の運転は危険であるから

人格権を侵害する可能性が高い。道路運送車両法５８条１項、１０

８条１号は、定期点検を受けないで車を運転することは罰則付き
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（６月以下の懲役等）で禁止しており、それは不法行為である。 

(２) 同じく原発も適正な定期検査を実施しないで再稼働することは極

めて危険である。電気事業法５４条は、定期点検を完了しないで原

発を運転することを禁止しておりそれは不法行為である。 

   その危険性は、地球的規模の長期間の災害を引き起こす程の凄ま

じい事故を招くものであるから人格権を高度に侵害している。 

(３) 自動車の定期検査（車検）は、現在のところ、検査の前提となる

保安基準が失効しておらず、有効であり、適正であるから、形式的

に検査の手続を経ていれば適法である場合が多い。加えて、自動車

の使用期間は概ね１０年以下であり、原発のそれが３０年乃至４０

年以上と長期であることと比較すると短期間である。 

   しかも、短期間に性能の向上した故障の少ない安全性の高い新車

等に乗り換えることから、自動車の場合は、将来に向かって人格権

を侵害する危険性が多少とも軽減され続けることになる。 

   ところが，原発の場合は，細管の破断，放射能漏れ等の事故が過

去に頻発していること等からも明らかなように，「全電源喪失を予

定しなくてもよい」という指針２７のように，過去における点検の

技術的基準それ自体がもともと欠陥のある不合理なものであった。 

   しかも，この不合理さの点を一旦さておいたとしても，原発の場

合，地震や津波によって，安全指針，技術指針等が略全て失効し，

許可が失効し，点検のよるべき基準が存在しなくなっている。 

   加えて，３０乃至４０年以上もの長期間にわたって運転し続けた

ことから全体に脆弱化が進行しているだけでなく，耐圧強度の不足

等という設計上の欠陥さえ指摘されている危険な老朽原発が本件

原発を含めて多数存在しているという現実がある。 

   したがって，新たに適正な安全指針並びに技術指針が設定される

までの間，もはや適正な定期検査を実施することは絶対に不可能で

ある。 

   したがって，このままの状態での再稼働は単に違法であるという

だけではなく，過酷事故の発生につながることは必然であって，そ
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のような運転が債権者らの人格権を高度に侵害する不法行為であ

ることは自明である。 

 

第４．安全設計審査指針失効論の法的根拠について。 

１ 安全設計審査指針失効論は，国会の質疑の中で政府の一貫した対応

であった。 

(１) 6 月 17 日の参議院の福島みずほ議員の質問と答弁の前にも，安全

指針失効論について，それを確認した質問と答弁が積み重なっている。 

（H23．4．13 衆議院経済産業委員会） 

「○佐藤（茂）委員  

 先週の当委員会でも電源の問題が大きなテーマになりましたけれ

ども，原子力安全委員会は，1990 年に定めた発電用軽水炉の安全設計

審査指針の解説で次のように言われています。『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。』とする考え方をその時点で明記

されていました。 

 それで，長時間の電源喪失について考慮する必要はないという考え

方は，今回の福島第一原発の事故を見ても，これは全く間違っておっ

たことは明らかになっているわけですから，非常用電源を含むすべて

の電源喪失について万全の備えを当然今後はしていく必要があると

思うので，原発のこの安全設計審査指針をしっかりと見直して改める

意思があるのかどうか，原子力安全委員長に 後にお伺いしておきた

いと思います。 

○班目参考人（原子力安全委員会委員長） 設計指針に関しましては
、、、、、、、、、、、

，
、

まさにおっしゃられる通り
、、、、、、、、、、、、

，
、
抜本的な見直しが必要だというふうに思
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

っております
、、、、、、

。
、
 

 そういう意味では，まだ事故を終息してございませんが，何が大き
、、、、

な問題であったのかというのをしっかり調べ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
それへの対応ができる
、、、、、、、、、、

ような形にこれから指針を根本的に見直したいというふうに考えて
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ございます
、、、、、

。
、
」 
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（H23．4．19 文教科学委員会【参議院】） 

「○政府参考人（久木田豊君）（原子力安全委員会委員長代理） し

かしながら，原子力安全委員会といたしましては，今回の事故を深く
、、、、、、、、

反省いたしまして
、、、、、、、、

，今回のような事態が二度と生じないように，長期

にわたる全交流電源喪失等の可能性をも考慮して，必要な指針の見直
、、、、、、、、

しを行ってまいりたいと考え
、、、、、、、、、、、、、

ているところでございます。 

○政府参考人（中西宏典君）（経済産業大臣官房審議官） 今回起き

ました福島原子力発電所の事故，これの原因の徹底的な究明
、、、、、、、、、、、、

，それか
、、、

ら得られた教訓と
、、、、、、、、

，そういったものを踏まえて
、、、、、、、、、、、、

，我々としては真摯に
、、、、、、、、、

また検討していきたいと考えてございます
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。 

○政府参考人（中西宏典君） 委員ご指摘の通り，今回，福島原子力

発電所，第一発電所のほうの事故の原因につきましては，いろんな，

地震が起き，津波が起きるという事象が起きて，全交流電源の喪失と

いう事態に至ったことでございますけれども，いずれにいたしまして

も，今回の事故を通じまして，原子力に対する安全神話というものを
、、、、、、、、、、

，
、

多分政府の中あるいは事業者の中にもあったというようなところは
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

我々としても深く反省をしなくてはいけないか
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

なというふうに思っ

ております。」 

（H23．4．20 衆議院経済産業委員会） 

「○久木田豊参考人（原子力安全委員会委員長代理） 原子力安全委

員会としては，今般の事故について非常に重く受け止め，深く反省い

たしまして，今回のような事態が二度と起こりませんように，交流電
、、、

源喪失についての考え方を含めて必要な指針の改定を行っていきた
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

い
、
というふうに考えてございます。 

○吉井委員 初の地震の一撃でプラントのどこが傷んだのか，保安

院長に伺いたいと思います。 

○寺坂政府参考人（資源エネルギー庁原子力安全保安院院長） 

 初の一撃に関しましては，まず送電線，鉄塔の倒壊ということが

ございます，それによりまして外部電源の喪失が生じたわけでござい

ますけれども，その後，非常用ディーゼルが動きまして，そこで津波
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が襲来をしたという事でございます。その時点で， 初の地震
、、

，
、
それ
、、

から津波の襲来
、、、、、、、

，
、
これによりましてどこがどのように傷んだのかとい
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

うことに関しましては
、、、、、、、、、、

，
、
現時点でまだ確定がされておりません
、、、、、、、、、、、、、、、、、

。様々

な現場の事情等々があったわけでございます。 

 ですけれども，今委員御指摘のように，燃料棒につきまして，今把

握しているデータを前提といたしますと，一定程度の燃料ペレットの
、、、、、、、、、、、、

溶解といった事態が生じている
、、、、、、、、、、、、、、

というふうに，一号機，二号機，三号

機，それぞれそのように私どもは捉えておるところでございます。 

○寺坂政府参考人 先ほど来申し上げております通り，アクシデント

マネジメント対策についての対応を行いましたけれども，その前提と
、、、、、

なっております内容を超えるような事態が生じたということでござ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

います
、、、

。そのような事態を前提とした対応がなされていなかったとい

うことにつきましては，私ども保安院としても，しっかり考えを改め

ていかなければならないものだと承知してございます。」 

（H23．4．20 経済産業委員会） 

「○吉井委員 だから，『周辺の公衆に著しい放射線災害を与えない

ことを確認している。』と言ったんですよ。しかし，確認していなか

ったんですよ。ここは非常に大事なところだと思うんです。 

 そこで，海江田大臣，政府はこれまで東京電力のいいなりになって

しまって過酷事故を想定しない。それから，そのとき『公衆に著しい

放射線災害を与えないことを確認している。』と言ったんだけれども，

何の確認もしていなかったわけですよ。やはりこういうふうな，電力

は大丈夫だと言ったら大丈夫だと思うような原発政策というのは改

めるべきじゃないですか。これは一言伺っておきます。 

○海江田国務大臣 そうした質問主意書に対する答弁なども，いわゆ
、、、

る原発安全神話
、、、、、、、

に基づいていたのではないだろうかと私は思います
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。
、

現実にああいう事故が起きましたから
、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
今
、
，
、
私の頭の中には
、、、、、、、

，
、
そうし
、、、

た安全神話は全くございません
、、、、、、、、、、、、、、

。」 

（H23．4．21 衆議院災害対策特別委員会） 

「○江田（康）委員 安全委員会が 90 年，平成 2 年に定めた原発の
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安全設計審査指針では，長期間にわたる全交流電源喪失は，送電線の

復旧や非常用発電機の修復が期待できるために考慮する必要はない

という考えを示しております。 

 これは想定が甘かったんじゃないですか。地震への備えを重視する

一方で，津波や電源喪失への備えが甘かったから，ここまで深刻な事

態になったのではないか。これについて安全委員会の見解をお聞きい

たします。 

○班目参考人 そのことにつきましては，平成 4 年にこのような全交

流電源喪失を含むシビアアクシデントに対するアクシデントマネジ

メントというのを事業者から出させ，それを行政庁の方で審査し，安

全委員会に報告するようにしておったところでございます。 

 さらには
、、、、

，昨年
、、

，このシビアアクシデントというものに対して全面
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

的に見直すべきであるということを宣言し
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，本年になってからまさに
、、、、、、、、、、、

それに着手しようとしていたところでございます
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。 

 しかし
、、、

ながら
、、、

，指針の見直しが間に合わず
、、、、、、、、、、、、

，このような事態に至っ
、、、、、、、、、、

たことに関しましては
、、、、、、、、、、

，安全委員会としては深く反省しており
、、、、、、、、、、、、、、、、、

，今後
、、

，

根本的に指針を見直そうと考えているところでございます
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。 

○田嶋大臣政務官 今後も
、、、

，
、
今回発生した地震
、、、、、、、、

，
、
津波と事故の全体像
、、、、、、、、、

の把握
、、、

，
、
分析評価を行い
、、、、、、、

，安全基準について徹底した見直しを行うな
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ど
、
，抜本的対策を講じていく必要があるというふうに考えてございま

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

すので
、、、

，これまでの
、、、、、

3
、
回は応急措置という位置づけであろうというふ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

うに思っております
、、、、、、、、、

。事故原因分析を徹底的に行って
、、、、、、、、、、、、、、

，
、
さらなる安全
、、、、、、

強化を行っていくということで
、、、、、、、、、、、、、、

ございます
、、、、、

。」 

（H23．4．25 決算委員会【参議院】） 

「○政府参考人（班目春樹君） しかしながら，実際にはこのような

大事故を防げなかったということに関しまして原子力安全委員会と

しては深く反省し，今後，指針類の改定ですとかあるいは監督等に努

めてまいりたいと思っている所存でございます。 

○井上哲士君 これがそのアクシデントマネジメントの指針であり

ますが，これ，どういうふうに位置付けているのかと。今もありまし
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たように，原子炉設置者において効果的なアクシデントマネジメント

を自主的に整備することを奨励するということにすぎないわけです

ね。そして，その具体的な対策の内容いかんによって原子炉の設置又

は運転を制約するような規制的措置が要求されるものではないと，こ

こまで言っているわけですね。 

○国務大臣（海江田万里君） ですから，これだけでは特に津波の対

策などでは不十分でございまして，こうした事態をあらかじめ想定し，

十分な対策をできなかったという，限界があったというふうに認識を

しております。 

○井上哲士君 ところが，今，この 90 年の指針の後に 92 年にアクシ

デントマネジメント対策を出したといわれましたけれども，そのアク
、、、、

シデン
、、、

トマネジメントの
、、、、、、、、

92
、、

年の決定自身が全く逆の考え方なんです
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ね
、
。こう書いているんですよ。我が国の原子炉施設の安全性は

、、、、、、、、、、、、、、
，現行

、、

の安全規制の下に
、、、、、、、、

，設計
、、

，建設
、、

，運転の各段階において
、、、、、、、、、、

，多重防護の
、、、、、

思想に基づき厳格な安全確保対策を行うことによって十分確保され
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ていると
、、、、

，これらの諸対策によってシビアアクシデントは工学的には
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

現実に起こるとは考えられないほど発生の可能性は十分小さいもの
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

となっていると
、、、、、、、

，こういうふうに書いているんですね
、、、、、、、、、、、、、、、、

。 

 ですから，90 年の指針で不十分だっただけじゃなくて，むしろこの
、、、、、

92
、、

年のアクシデントマネジメント対
、、、、、、、、、、、、、、、

策で改めて安全神話を宣言して
、、、、、、、、、、、、、、

いるんですよ
、、、、、、

。こういうことが事態をつくってきたわけで，ですから，

世界各国はチェルノブイリなどの事件を受けて重大事故対策を強め

ているのに，日本は，現実に起こることは考えられないといって，む

しろ国の規制対象から外して電力会社に丸投げしたんですよ。ですか

ら，今回の事故が起きても，この間の東電社長，予算委員かに来られ

ましたけれども，国の範囲内でやってきましたと，こういう発言にな

るわけですね。」 

（H23．5．30 衆議院東日本大震災復興特別委員会） 

「○服部委員 まず，官房長官に，検証委
、、、

員会ですけれども
、、、、、、、、

，報道で
、、、

は
、
，
、
ことしの
、、、、

12
、、

月に中間報告
、、、、、、

，
、
来年の夏までに 終報告というふう
、、、、、、、、、、、、、、、、
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に報じられておりますけれども
、、、、、、、、、、、、、、

，
、
政府としてはどのようなスケジュー
、、、、、、、、、、、、、、、、

ルで設定されているんでしょうか
、、、、、、、、、、、、、、、

。 

○枝野国務大臣 ただし，一方で，国内的にも国際的にも，この検証

についてスピード感を持ってということが求められておりますので，

可能な限りできるだけ早く，できれば遅くともその一次答申といいま

すか，中間答申といいますか
、、、、、、、、、、

，それは年内ぐらいにおまとめをいただ
、、、、、、、、、、、、、、、、、

ければありがたいということを
、、、、、、、、、、、、、、

，内閣の立場からは要望として委員会

の方に申し上げようと思っております。 

○服部委員 安全設計及び耐震設計の審査指針については
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，見直しは
、、、、

されるんでしょうか
、、、、、、、、、

。 

○班目参考人 見直しをする予定でございます
、、、、、、、、、、、、、、

。 

○服部委員 とすれば，いつまでに見直しをされるんでしょうか。 

○班目参考人 現在，安全委員の間などではしきりと意見交換してい

るところでございますが，何分にも，事故の事実関係すらはっきりし
、、、、、、、、、、、、、、

ないということもあって
、、、、、、、、、、、

，今のところスケジュールまではちょっと申

し上げられません。 

 それから，先ほどお話の出た事故調査・検証委員会の御意見という
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

のは
、、

，
、
これは当然尊重しなきゃいけな
、、、、、、、、、、、、、、

いので
、、、

，
、
それもお聞きしながら
、、、、、、、、、、

進めていくということになろうかと思っております
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。
、
 

○服部委員 こういった定期点検で止まっている原子力発電所の再
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

稼働について
、、、、、、

，やはり一つは事故の収束
、、、、、、、、、、、

，そして徹底した検証
、、、、、、、、、

，及び
、、

それに基づいた耐震基準の見直しとか安全対策の実施がされないと
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

再稼働というのは無理だというか
、、、、、、、、、、、、、、、

，すべきではないというふうに私は
、、、、、、、、、、、、、、、

思うんですけれども
、、、、、、、、、

，その件はいかがでしょうか
、、、、、、、、、、、、

。 

○枝野国務大臣 いずれにしても，安全性ということを 優先に，な

おかつ地元の皆さんの御理解がなければ，これは再開することは困難

であるというのは，社会的，政治的に言える状況だというふうに思っ

ておりますので，原子力安全・保安院及び原子力安全委員会において，

しっかりとした安全性のチェックと，それから，そのされたチェック

を説得力を持って地元の皆さんにご説明できるかということにかか
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っていくであろうというふうに思っております。」 

（H23．5．31 文教科学委員会【参議院】） 

「○政府参考人（久木田豊君）  今回の事故は，地震と津波による

長時間にわたる全電源喪失，さらに冷却機能の喪失によって深刻な事

態に至ったものでございます。このような事態についての十分な対応

策が準備されていなかったものというふうに原子力安全委員会とし

ても認識してございます。 

 現時点におきましては事故に関する事実関係が必ずしも明確にな

っていないところでございますが，原子力安全委員会としては，事故
、、

原因を自ら検証
、、、、、、、

，事象の想定並設計上の対処策の両方を対象といたし
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

まして
、、、

，安全確保のあり方について根本的な見直しを行っていく必要
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

がある
、、、

というふうに考えてございます。ここでは，今後行われます事

故調査・検証委員会による指摘等も踏まえて対処していきたいという

ふうに考えてございます。 

 いずれにいたしましても，原子力安全委員会といたしましては，原

子力施設の安全性を 優先とするという立場から，科学的な知見に基

づいて検証を進めていくという所存でございます。」 

（H23．6．16 参議院経済産業委員会） 

「○若林健太君 原子力安全委員会が決定をした発電用軽水型原子

炉施設に関する安全設計審査指針 27 に，電源喪失に対する設計上の

考慮というのがあります。この中に書いてあるのは，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。非常用交流電源設備の信頼度

が，系統構成又は運用により，十分高い場合においては，設計上全交

流動力電源喪失を想定しなくてもよいと，こういうふうに実は安全指

針に書いてある。 

 班目委員長はこの点について明らかに間違いだったということを

率直に認められて指針を見直していくと，こういうふうに発言されて

おりますが，改めて，こうした指針を作ってしまったことについての

責任，それについてお伺いしたい。そして見直しのスケジュール，い



 25

つ頃これを見直すのか，お伺いしたいと思います。 

○政府参考人（班目春樹君） 確かにこの指針を作ったのはかなり前

でございますけれども，米国のものを参考に作ったものと思われます。 

 しかしながら，米国のものの場合にはちゃんとその外部電源の信頼
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

性を評価してやりなさいということになっているところ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
我が国の場
、、、、、

合にはもう十分高いのでという感じでやっています
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。
、
この辺りはもう
、、、、、、、

本当に大変反省しなきゃいけないところだと思っております
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。
、
 

 したがいまして，原子力安全委員会といたしましては，今月中にも

この指針の見直しに着手いたしまして，かなり抜本的な改正になるか
、、、、、、、、、、

と思いますので
、、、、、、、

，
、
じっくりとした根本的な改正の話と別に
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
どんどん
、、、、

改正すべきところについてはその都度結論を出して
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

改正していくと
、、、、、、、

いう形をとっていきたいと考えている
、、、、、、、、、、、、、、、、、

ところでございます。」 

（H23．6．17 東日本大震災復興特別委員会【参議院】） 

「○福島みずほ君 班目委員長，しっかり事故原因の究明をしない限

り真っ当な安全設計指針はできないというふうな事でよろしいです

ね。 

○政府参考人（班目春樹君） 事故原因が究明されたらば
、、、、、、、、、、、、

，それは当
、、、、

然指針に反映されなきゃいけない
、、、、、、、、、、、、、、、

。したがって
、、、、、

，指針の改定と並行し

て事故原因の反映も行っていきたいというふうに考えているところ

でございます。」 

（H23．7．13 財務金融委員会） 

「○黒木政府参考人（原子力安全保安院審議官） また，合わせまし

て，抜本的なという意味でございますが，先般，原子力安全委員会に

おきまして，審査の指針それから耐震設計審査指針も含めて，この見

直しに着手したところでございます。 

 私ども
、、、

，
、
安全委員会の検討に 大限協力をいたしまして
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
しっかり
、、、、

とした指針
、、、、、

，
、
これを抜本的に策定していくという考えでございます
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。
、
 

○勝又委員 それはいつごろまとまるんですか。 

○黒木政府参考人 まずは
、、、

，安全委員会のほうでは年内に検討を一つ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

のめどとして
、、、、、、

ございますが，私ども，それに 大限協力して，検討が
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始まったばかりでございますので，一定の時間はかかろうかと思いま

すが，努力してまいりたいと考えております。」 

（H23．7．20 災害対策特別委員会） 

「○黒木政府参考人 その結果でございますが，東京電力福島第一原

子力発電所の耐震バックチェックでは，敷地に も影響を与える地震

としてマグニチュード 7．9 の地震を想定し，これを上回る地震動に

耐えうるように設計するということになってございます。また，浜岡

原子力発電所の耐震パックチェックでは，想定東海地震，東南海地震，

南海地震の三連動の地震を考慮し，マグニチュード 8．7 の地震を想

定し，これを上回るような地震について耐え得るような評価となるこ

ととしてございます。 

 先生御指摘のように，今回，東北地方太平洋沖地震，マグニチュー

ド 9 というものが発生したわけでございますので，これを踏まえまし

て，従前の耐震設計の指標を含めまして
、、、、、、、、、、、、、、、、

，徹底的な耐震設計の検証を
、、、、、、、、、、、、

行い
、、

，その上で抜本的な安全対策を講じまして
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，バックチェックで
、、、、、、、、、

終的な評価を行ってまいりたいというのが私どもの考えでございま
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

す
、
。」 

(２) 以上のように， 

(1)．安全神話から完全に脱却した。（海江田経産大臣） 

(2)．安全指針自体が不合理だったことを認める。 

(3)．事故の原因を徹底的に検証解明する。その期間は年内に中間報

告をする。（この答弁に基づいて，福島原発における事故調査，検

証委員会[委員長畑村洋太郎 東大名誉教授]が発足し，調査が開始

された[5 月 24 日]）。 

(4)．その上で，安全指針を見直し，新しい安全指針を作る。 

(5)．新しい安全指針を作った上で，技術的基準との適合性を判断す

る。 

と言う点では，政府の方針は一貫している。福島質問の菅首相らの政

府の答弁はふってわいたものではなく， 後のダメ押しであり，政府

はこの質問に対して失効宣言を確認したものである。 
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２ 伊方原発 高裁判決は設置許可が違法となる場合について，①審査

基準が不合理な場合②安全審査の過程に看過しがたい過誤欠落があ

る場合の二つの場合を挙げている。指針が不合理だった場合は，安全

審査過程について言及するまでもなく，それ自体が違法事由であるか

ら許可も無効となる。 

３ 立法事実の変遷に関しては，先にあげた 高裁判決のほかに 

(１) 東京高裁平成 20 年 3 月 25 日，堀越事件判決（判例タイムズ 1370

号 P105）は， 

  「 8，なお，付言すると，当裁判所は，本件罰則規定については，

結論的にその合憲性を認める一方，被告人の本件配布行為について

当該規定を適用することは違憲であるとした。このような当裁判所

の判断については，どこまでの政治的行為が許されるのか，その基

準が明確ではなく，いわゆる萎縮効果を防ぐことができないから，

法令違憲という結論を出すべきであるとの批判がなされると考え

られる。その批判にはもっともな面もあるけれども，当裁判所の審

理対象は本件配布行為であって，それ自体については合憲，違憲の

判断が可能であるが，さらに，本件罰則規定全体が想定する政治的

行為について，どのような場合に違憲状態が生じるかを判断するこ

とは事実上極めて困難であり，萎縮効果を防ぐことができないとし

て，全面的に違憲とすることは，あまりにも乱暴な議論であって，

先にもふれたように，その結論は事例の集積を待って判断すべきも

のであると考える。とはいえ，我が国における国家公務員に対する

政治的行為の禁止は，諸外国，とりわけ西欧先進国に比べ，非常に

広範なものとなっていることは否定し難いところ，当裁判所は，一

部とはいえ，過度に広範に過ぎる部分があり，憲法上問題があるこ

とを明らかにした。また地方公務員法との整合性にも問題があるほ

か，かえって，禁止されていない政治的行為のほうに規制目的を阻

害する可能性が高いと考えられるものがあるなど，本規則による政

治的行為の禁止は，法体系全体からみた場合，様々な矛盾がある。

加えて，猿払事件当時は，広く問題とされた郵政関係公務員の政治
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的活動等についても，さきの郵政民営化の過程では，国会で議論は

なく，その関心の外にあったと言わざるを得ない。しかも
、、、

，その後
、、、

の時代の進展
、、、、、、

，経済的
、、、

，
、
社会的状況の変革の中で
、、、、、、、、、、、

，
、
猿払事件の判決
、、、、、、、

当時と異なり
、、、、、、

，
、
国民の法意識も変容し
、、、、、、、、、、

，
、
表現の自由
、、、、、

，
、
言論の自由の
、、、、、、

重要性に対する認識はより一層深まっ
、、、、、、、、、、、、、、、、、

てきており
、、、、、

，
、
公務員の政治的
、、、、、、、

行為についても
、、、、、、、

，
、
組織的に行われたものや
、、、、、、、、、、、

，
、
他の違法行為を伴うも
、、、、、、、、、、

のを除けば
、、、、、

，
、
表現の自由の発言として
、、、、、、、、、、、

，
、
相当程度許容的になってき
、、、、、、、、、、、、

ているように思われる
、、、、、、、、、、

。また，ILO151 号条約は未批准とはいえ，様々

な分野でグローバル化が進む中で，世界標準という視点からも改め

てこの問題は考えられるべきであろう。公務員制度の改革が論議さ

れ，他方，公務員に対する争議権の付与の問題についても政治上の

課題とされている折から，その問題と少なからず関係のある公務員

の政治的行為についても，上記のような様々な視点の下に，刑事罰

の対象とすることの当否，その範囲等を含め，再検討され，整理さ

れるべき時代が到来しているように思われる。」とした。 

   これも立法事実変遷論に立つものである。 

(２) 滋賀県の行政委員の月額報酬を違法無効とした大阪高裁平成 21

年（行レ）第 32 号，平成 22 年 4 月 29 日判決（岩田好ニ裁判長）

は， 

  「本件条例中の本件規定の適法違法の判断基準 

  (1) 既に述べたように，委員等の非常勤職員について本件ただし書

きによって条例で特別の定めをするかどうかは，地方公共団体の議

会が，上記 3(4) でアで述べたような裁量的判断をすることによっ

て決するものと解される。 

   そして，前示のとおり，全国のほとんどの地方公共団体が各種委

員について月額報酬制を半世紀以上継続して採用してきており，そ

の点にはそれなりの経緯と理由があったと考えられる。 

   しかし
、、、

，
、
当時から既に半世紀以上を経た今日では
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
多くの地方公
、、、、、、

共団体において財政的困難に直面し
、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
首長等が法や条例で規定され
、、、、、、、、、、、、、

ている給与を一部カットする非常措置をとったり
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
職員の給与に減
、、、、、、、
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額措置をとるような状況に立ち至っていることは周知の事実であ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

る
、
。
、
また
、、

，
、
一般的にも
、、、、、

，
、
より適正
、、、、

，
、
公正
、、

，
、
透明で
、、、

，
、
説明可能な行政
、、、、、、、

運営が強く求められる社会状況になっており
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
このような状況の下
、、、、、、、、、

では
、、

，
、
被控訴人が援用する法
、、、、、、、、、、

2
、
条
、

14
、、

項及び地方財政法
、、、、、、、、

4
、
条などを
、、、、

もより強く意識する必要がある
、、、、、、、、、、、、、、

。 

   そこで，現時点においては，非常勤の本件委員らについて月額報

酬制を採用している本件規定に係る議会の判断が裁量の範囲を逸

脱して違法でないかどうかは，このような社会情勢の大きな変化を
、、、、、、、、、、、、、、、、

前提としつつ
、、、、、、

，当該職務の内容・性質や勤務態様，地方の実情等に

照らし，法 203 条の 2 第 2 項本文の日額報酬制の原則によらずに月

額報酬制をとるのを相当とするような特別な事情があるかどうか

を検討し，もって本件規定が同条項本文の原則に矛盾抵触して著し

く妥当性を欠く状態になっているかどうか，そしてそのような状態

が相当期間内に是正されていないと言えるかどうかによってこれ

を決すべきものと考える。そして，それらが肯定される場合には，

本件規定は，裁量の範囲を逸脱したものとして，法 203 条の 2 第 2

項に違反し違法，無効というべきである。 

    （中略） 

  オ，以上によれば，労働委員会の会長，委員の勤務実態を前提にす

ると，会長及び委員に対する現在の報酬はもはや当該委員の勤務量

に対応した反対給付と評価することはできず，法 203 条の 2 第 2 項

本文の日額報酬制の原則に矛盾抵触して著しく妥当性を欠く状態

になっており，そのような状態が少なくとも平成
、、、、、、、、、、、、、、、

15
、、

年度以降継続
、、、、、、

し
、
，
、
既に是正のために必要な相当期間が経過していると認めるのが
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

相当である
、、、、、

。したがって，労働委員会の会長及び委員の報酬に関す

る本件条例中の本件規定は，現時点では法 203 条の 2 第 2 項ただし

書きで許された裁量の範囲を逸脱して違法であり，無効というべき

である。」 

  と判示した。これも立法事実変遷論にたつものである。 
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４ 

(１) 行政手続法 38 条 2 項は，「命令等制定機関は，命令を定めた後に

おいても，当該命令等の規定の実施状況，社会経済情勢の変化等を
、、、、、、、、、、、

勘案
、、

し，必要に応じ，当該命令等の内容について検討を加え，その

適性を確保するよう努めなければならない。」と定めている。ひと

たび命令等を定めても，それが時代にそぐわないものになる可能性

は常に存在するのであるから，たえず見直しをすることが求められ，

このような一般原則が法定されたことの意義は大きい。 判平成

16・4・27 民集 58 巻 4 号 1032 頁（筑豊じん肺訴訟）は，遅くとも，

じん肺法成立のときまでに，保安規制の権限（省令改正権限等）が

適切に行使されていれば，それ以降の炭鉱労働者のじん肺の被害拡

大を相当程度防ぐことができたのに，それを懈怠したことは，国家

賠償法 1 条 1 項の適用上違法というべきであると判示しており，省
、

令を適時に改正しないことが国家賠償責任を負うことになり得る
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

としている点に留意する必要がある
、、、、、、、、、、、、、、、、

。」（宇賀克也『行政手続法の解

説』P.171） 

  福島第一原発事故は， も極端な形で発生した社会経済情勢の変

化であり，福島原発事故を契機として現行基準に基づく許可は無効

となり，安全指針は失効したのである。 

(２) 行政手続法 5 条 1 項は行政庁が審査基準を定めに当たっては，許

認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければな

らない，と定めるところ 判平成 4 年 10 月 29 日（伊方原発訴訟）

は，「現在の科学技術水準に照らし，専門技術的な調査審議に用い

られた具体的な審査基準に不合理な点があり，適合するとした委員

会の判断に看過しがたい過誤欠落があり，処分がこれに依拠してい

ると認められる場合，違法となる」とするが，審査基準自体に不合

理があれば，審査基準自体が無効となるものである。これは審査基

準のもつ不合理性の上に規範性を失う（失効する）ことを意味して

いる。 

   なお，行政手続法 38 条は，「第 6 章 意見公募手続等」の中に規
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定されているところ，将来新しい安全審査指針を取り決める場合に

は，当然意見公募手続による，いわゆる「パブリックコメント」の

手続によって決定前に事前に国民の意見を広く聴収する手続が必

要である。 

   1978 年 9 月の発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（旧指

針）が 2006 年（平成 18 年）9 月に改訂された（新指針）際にも，

2001 年から 2006 年にかけての 45 回の耐震指針検討分科会がもたれ，

5 年間にわたる改訂の検討作業ののち，行政手続法 39 条による意見

公募手続がされ，700 件の意見が寄せられた。これについて，麻生

総理大臣は，2005 年 6 月の衆議院総務委員会で「パブリックコメン

トの提出意見は，合理的なものでありさえすれば，（指針に）反映

されるべき」と述べている。 

   行政手続法は「意見公募，提出意見を十分に考慮した原案の修正

の検討，結果の公示」を，命令，審査基準等の制定のための不可欠

のプロセスとして明確に位置付けている（石橋克彦『指針改定の審

議を振り返る』P.47（原発と震災所収）。 

   新安全指針は事故原因の調査結果に基づいて調査検討し，パブリ

ックコメントを経て決定されるべきものであるところ，この手続き

を欠く安全設計審査指針は指針ではない。 

 

第５.  失効前の安全設計審査指針技術的基準の不合理性と誤り。 

１ 現行の安全設計審査指針では安全性が確保できなかった 

(１) 福島原発事故は，送電鉄塔の倒壊による外部電源の喪失，非常用

ディーゼル発電機能の喪失，オイルタンクの喪失，冷却機能喪失，

機器・配管の損傷，それらに続く爆発，これらが本件地震及び津波

によって発生したと推定される。これらは地震により同時発生した

ものであり，まさに地震が共通原因故障を引き起こし，大事故にな

ったのである。 

(２) 伊方原発 高裁判決では，原子炉等規制法２４条１項について「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
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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，運転に付き所定の技術的能力

を欠く時，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

き起こす恐れがあることに鑑み，右災害が万一にも起こらないよう

にするため，<中略>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にあ

る」判断している。 

   そして，「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がたい

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」違法と判断される。 

   現行の安全審査指針は，深刻な災害を引き起こさないように，過

酷事故の発生や事故の拡大を防止することを目的としている筈だ

が，福島原発事故の発生を防ぐことができなかったものであり，現

行の安全設計審査指針の欠陥が明らかになったのである。 

２ 原子炉施設の安全規制のこれまでの考え方 

(1) 原子力発電所などの原子炉施設は，下記にあげる原子炉等規制法，

電気事業法等により，設置，運転の各段階において，その安全性が規

制されてきた。 

① 設置許可（経済産業大臣，原子炉等規制法２３条） 

② 工事計画認可（経済産業大臣，電気事業法４７条） 

③ 使用前検査（経済産業大臣，電気事業法４９条） 

④ 保安規定認可（経済産業大臣，原子炉等規制法３７条） 

⑤ 定期検査（経済産業大臣，電気事業法５４条１項） 

⑥ 定期安全管理審査（平成１５年１０月１日施行，電気事業法５５条
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４項） 

(2) 原子力発電所設置の段階では，上記のとおり，経済産業大臣の許可

を得なければならず（原子炉等規制法２３条１項），さらに，その際，

原子力安全委員会の意見を聴かなければならないこととされている

（同条２項）。そして，原子力安全委員会は，原発の安全性を確保する

ため，多数の指針を定めているが，その中でも，以下の３つが重要で

ある。 

① 発電用軽水型原子炉施設の安全設計に関する審査指針（「安全設計

指針」） 

② 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審価指針（「安全評価

指針」） 

③ 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（「耐震指針」） 

①安全設計指針は，原子炉施設の設計の妥当性について 

②安全評価指針は，原子炉施設の安全評価の妥当性について 

③耐震指針は，原子炉施設の耐震安全性の妥当性について 

の各基準を示すことを目的としている。 

 これらの安全設計審査指針等は，平常時はもちろん，地震，機器の

故障その他の異常時においても，一般公衆及び従業員に対して放射線

障害を与えず，かつ，万が一の事故を想定した場合にも一般公衆の安

全が確保されることを基本方針としている。 

 このように，原子炉施設は「厳しい」規制によって，安全性が確保

されていると思われてきた。 

３ 安全設計審査指針等の誤り 

(１) こうした「厳しい」安全規制にもかかわらず，福島原発事故（冷

却材喪失事故，全電源喪失事故）が発生した。現実に，これらの安

全設計審査指針等では，安全性は確保できなかったのである。なぜ

か。 

(２) それは，これらの安全設計審査指針及び安全評価審査指針におい

ては，地震という共通の原因に基づく故障を考慮していなかったか

らである。すなわち，安全設計指針は，安全系に属する各系統につ
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いて，単一故障を仮定してもその安全機能を損なわない設計である

ことを要求し，安全評価指針は，各事象の解析に当たり，想定され

る事象に加え，作動を要求される安全系の機能別に結果を も厳し

くする単一故障を仮定することを要求しているところ，これらは原

子炉施設を運転する上で不可避的に発生する可能性のある故障そ

の他の異常事象（こうした故障その他の異常事象は，原子炉施設で

なくとも不可避的に発生の可能性がある。）を想定して，その場合

においても原子炉施設の安全性が確保されることを要求している

に過ぎず，地震その他の自然現象に対するものとしてこれを要求し

ているものではなかった。 

(３) そして，地震その他の自然現象に対しては，安全評価審査指針に

基づく安全評価とは別に，耐震設計指針の基準を満たすことが要請

され，この基準をもって，安全性が確保されると考えられていた。

すなわち，地震に対しては「耐震指針で設計用地震力に十分に耐え

られることを審査」し，津波については「津波によっても原子炉施

設の安全性が損なわれない設計であること」と定めているだけで，

地震・津波による共通原因故障を考慮した設計を求められていなか

った。 

(４) さらに，電源喪失に対しては「短時間の全交流動力電源喪失に対

して，原子炉を安全に停止し，かつ，停止後の冷却を確保できる設

計であること」を求めているだけで，今回のような長時間の全交流

電源喪失を考慮する必要はなく，まして，全電源喪失の考慮は求め

られていなかった。 

(５) 以上をまとめると，地震・津波によって色々なところが同時に故

障し，その結果，或いは，そのうえに，長時間の全電源喪失になる

ことなど考えなくてよいとされているのである。 

(６) そして，安全審査においては，安全評価指針に適合していること

が認められれば，原子炉施設の安全設計の基本方針に関する評価お

よび原子炉立地条件として周辺公衆との隔離に関する評価（「立地

指針」）は妥当と判断することにしている。 



 35

(７) ところが，その安全評価指針において，電源喪失にかかる事項は，

過渡変化における外部電源喪失の想定，原子炉冷却材喪失事故にお

ける外部電源喪失の想定程度で，外部電源と非常用ディーゼル発電

を同時に喪失する事態は喪失されていなかったのである。 

(８) 結局，地震その他の自然現象に対する安全確保は，耐震設計審査

指針等の基準に委ねられていた。そして，そこでは，想定すべき地

震その他の自然現象の規模が決定され，想定以上の地震等が発生す

ることは，考慮しなくても良いこととされていたのである。 

(９) 平成２３年４月２５日決算委員会【参議院】で、井上哲士議員は， 

  「この 90 年の指針の後に 92 年にアクシデントマネジメント対策を

出したが，そのアクシデントマネジメントの
、、、、、、、、、、、、、、、

92
、、

年の決定自身が全
、、、、、、、、

く逆の考え方
、、、、、、

である
、、、

。我が国の原子炉施設の安全性は
、、、、、、、、、、、、、、

，現行の安全
、、、、、

規制の下に
、、、、、

，設計
、、

，建設
、、

，運転の各段階において
、、、、、、、、、、

，多重防護の思想
、、、、、、、

に基づき厳格な安全確保対策を行うことによって十分確保されて
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

いると
、、、

，これらの諸対策によってシビアアクシデントは工学的には

現実に起こるとは考えられないほど発生の可能性は十分小さいも

のになっていると書かれている。」と指摘している。 

４ 安全規制の考え方の誤りは，すでに多くの場面で指摘されていた 

(１) こうした安全規制の考え方が誤っていることについては，多くの

場面で指摘されてきた。 

(２) まず，これまでの安全規制の考え方を前提としても，耐震設計指

針のレベルにおいて，地震その他の自然現象についての知見はいま

だ十分ではなく，想定を超える地震等が起こる可能性は十分にある

ということである。この考え方は，耐震設計指針の改定の際に，「残

余のリスク」として示されたものである。 

   この点，耐震指針検討分科会（平成１８年４月７日）の第４２回

検討分科会では，以下の各発言がなされている。 

   柴田委員：私は地震の被害が同時多発的である，多重性であると

いう指摘はどこかでしておくべきであると考えます。 

   石橋委員：原子炉施設の中で同時多発的にいろいろな損傷が起こ
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る可能性があることに関しては，どこかに書いてあった方がいいと

思います。 

   そして，耐震指針検討分科会報告書では，（5）地震随伴事象につ

いての項の⑤で，「地震による損傷は，共通事象，同時多発的であ

る。従って，単一事象としては，対策がとられていても，必要に応

じ，同時多発の可能性のあることを認識して，その対策を考えなけ

ればならない。」とされている。つまり，新指針は，同時多発的損

傷が生じる可能性のあることが大前提であった。 

   しかし，現実には，そのような可能性があることを想定した安全

審査は行われていない。 

(３) そして，こうした地震・津波のような自然現象により，安全系に

属する各系統が故障する可能性は十分にあり，かつ，その安全系に

属する各系統の故障は，地震・津波のような自然現象という共通の

原因に基づく故障であるから，同時に複数箇所が故障する可能性が

十分にあるということを考慮すべきだという指摘がされていた。こ

れは，安全系に属する各系統の安全性については，そもそも，耐震

設計審査指針よりも前の段階，すなわち，安全設計審査指針，安全

評価指針の段階において，地震その他の自然現象に対するものとし

てこれを要求すべきであるということであり，安全審査において，

こうした共通の原因に基づく故障を仮定した安全評価を行わなけ

ればならない，ということである。 

(４) たとえば，電源喪失についてのみ考えれば，原子炉や使用済燃料

プールの冷却には電源が絶対に必要不可欠な構造とされているの

であるから，いかなる事態が発生したとしても，電源を確保できる

ように要求すべきだったのである。もし，そのような電源の確保が

できないというのであれば，電源に頼らなくても炉心溶融に至らな

い程度に冷却ができるような安全系を設けておくべきだったので

ある。現に１号機には，有効時間は短いものの電源を要しない冷却

機能が備わっていた。そのような機能を大型にし，かつ，崩壊熱は

核燃料の量に比例するから，こうした電源を要しない冷却機能によ
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って冷却できるだけの燃料に制限しておくのが，安全側に立った発

想である。しかし，現実には，そのような発想は採用されなかった。

それは，効率の低下を招き，経済的に高価なものとなるからであろ

う。ただし，以上は，仮に電源（すなわち「冷やす」場面）だけを

考えた場合のことであり，原発が事故に至る経緯は無数にあるので

あるから，本質的な安全性が確保されているとはとても言えない。 

(５) 原子力安全委員会委員長の班目春樹氏は，浜岡原発運転差止訴訟

において，２００７年２月中部電力側の証人として出廷し，原発内

の非常用電源がすべてダウンすることを想定しないのかと問われ，

「割り切りだ」「非常用ディーゼル２個の破断も考えましょう，こ

う考えましょうと言っていると，設計出来なくなっちゃうんです

よ」と証言した。２０１１年３月２２日に参院の予算委員会で社民

党の福島瑞穂党首からこの裁判の証言について問われ，班目氏は

「割り切りは正しくなかった」と答弁している。これは，現行の安

全評価指針が誤りであることを原子力安全委員会委員長が国会で

認めたものである。 

５ 想定地震の過小評価と耐震設計の不備 

(１) 地震・津波の想定との関係でも，指針等には問題がある。 

   平成１８年９月１９日に発電用原子炉施設に関する耐震設計審査

指針が改訂された。そして，東京電力は平成２０年４月１４日，福

島第一原発についても改定指針による耐震安全性の再評価をし，基

準地震動Ｓｓを策定し，その地震動による耐震安全性を再評価した

中間報告を原子力安全保安院に提出し，平成２１年４月３日時点で

中間報告の審議は概ね終了していた。 

   東京電力の想定したプレート間地震は，仮想塩屋崎沖の地震で，

マグニチュード７．９に過ぎなかった。また，津波については，以

前に想定した 大高さ５．７メートル，引き波時の下降水位マイナ

ス３．０メートルについて検討を加えていなかった。 

   前記のように，貞観地震を検討すべきことが安全審査で指摘され

ていたにもかかわらず，これを検討せずに２年間放置されていた間
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に今回の地震が発生した。 

   中間報告で妥当とされていた仮想塩屋崎沖の地震は明らかに過小

評価であり，そのような評価で原発の耐震安全性が確保できると評

価したのは，改定指針そのものが耐震安全性確保のために不十分な

指針であることを示すものである。 

   仮に改訂指針からすればそのような過小評価は許されないのに，

東京電力，原子力安全保安院が仮想塩屋崎沖の地震を妥当と判断し

たとすれば，報告者及び判断者が共に指針の具体的当て嵌めについ

て看過しがたい過誤，欠落をおこなったものである。いずれにして

も，耐震設計の改訂指針では，今回の原発事故を防げなかったので

あり，改訂指針の欠陥が露呈したものである。 

   さらに，福島第一原発の基礎盤上の観測記録と基準地震動の加速

度値を比較したものが発表されたが，１号機では基準地震動内に収

まっている。配管ではどのような値になっているか未だ不明である

が，基準地震動内の地震動によって，１号機ではいずれかの機器，

配管が地震直後に損傷したことが考えられるのであるから，耐震設

計の解析そのものの欠陥をこの表は示しているものである。そして

基準地震動内の揺れによって１号機が壊れたのであれば，他の全て

の原発においても同様の事態が発生する可能性が存在する 

(２) さらに，東電は，自らのホームページで，津波への対策として，

「過去 大の津波を上回る，地震学的に想定される 大級の津波を

数値シミュレーションにより評価し，重要施設の安全性を評価しま

す。また，発電所敷地の高さに余裕を持たせるなどの様々な安全対

策を講じています」と安全性を宣伝していたが，津波対策は全く不

十分であった。 

６ 老朽化との関係 

 さらに，原発では，応力腐食割れや減肉などによる機器・配管の劣

化や，中性子照射脆化などの老朽化が避けられず，これに対する点検

も完全になされているわけではない。原発の老朽化は不可避であり，

これを前提とすれば，たとえ地震等の規模が想定以内のものであった
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としても，安全系に属する各系統が同時に複数箇所が故障する可能性

があることに備えておく必要があるのである。 

７ 「想定外」は言い訳にならない 

(１) 今回の福島原発震災は，「想定外」の津波によって起きたという主

張が一部にある。 

(２) もちろん，今回の事故の大きな原因が津波にあることは否定しな

い。ただし，ここで言われる「想定外」だったという主張は，津波

の「想定が不可能だった」ことを意味するものと思われるが，現実

には，そうではない。津波の想定が不十分であることは，以前から

指摘されていたにもかかわらず，想定をしなかったのである。想定

が不可能だったのではなく，あえて想定しなかったのである。 

(３) そして，津波以前に，そもそも地震動によって送電線の鉄塔が倒

れて外部電源が供給できなくなった事実がすでに明らかになって

いる。さらに，原子炉においても，機器・配管が地震動によって破

壊された可能性があることも指摘されている。 

(４) 仮に，原子炉の機器・配管に生じた故障が，津波ではなく，地震

動によって生じたことが明らかになれば（そしてその可能性は十分

にある），今回の福島原発の敷地における地震動の大きさは 大で

も５５０ガル（２号機東西方向，ただし１３０秒～１５０秒までの

ものとされている）だったのであるから，これまでの安全審査等で

想定されてきた地震動を大幅に超えるものではないにもかかわら

ず故障したことになり，その意味は，より一層重大である。 

(５) ただし，こうした事故原因の究明は，原子炉内部の様子が判明す

るまでは手探りの状態で進めざるを得ない。そして，原子炉内部の

様子が判明するまでは，放射線量の低減を待たねばならず，今後数

年～数十年を要することは確実である。そして，そのような時間を

待ったとしても，結局のところ，確実な事故原因が判明するとは限

らない。 

(６) より重要なことは，我が国の安全審査においては，地震その他の

自然現象による安全評価は，「万が一にも事故を起こさない」とい
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う目的の前に，全く意味をなさなかったという事実である。原因が

何であれ，地震その他の自然現象によって，安全系に属する各系統

が故障する可能性は十分にあり，かつ，地震その他の自然現象によ

る安全系の故障は，地震という共通の原因に基づく故障であるから，

同時に複数箇所が故障する可能性が十分にあるのである（たとえば

全電源の喪失）から，安全審査において，こうした共通の原因に基

づく故障を仮定した安全評価を行わなければならない，という指摘

がされていたことである。ところが，こうした指摘については，「抽

象的な可能性の域を出ない巨大地震を国の施策上むやみに考慮す

ることは避けなければならない」などとして切り捨てられてきた

（浜岡原発１審判決）。この意味でも「想定が不可能だった」ので

はなく，あえてそうした「想定をしなかった」だけのことなのであ

る。 

(７) ２０１１年８月２４日，東京電力は，明治三陸地震（１８９６年）

並みの地震が起きたと想定した場合，「福島第１原発に１０メート

ルを超える津波が押し寄せる可能性がある」との試算結果を０８年

４～５月にまとめていたことを明らかにした。しかし「評価の必要

がある」として具体的な対策を取らず，原子力安全・保安院に報告

したのも事故直前の２０１１年３月７日になってからであった（２

０１１年８月２５日毎日新聞朝刊）。 

   この試算は２００６年の原発耐震設計審査指針改定に伴い，保安

院が指示した再評価作業の一環で行われた。東電は，政府の地震調

査研究推進本部の見解に基づき，三陸沖から房総沖で明治三陸地震

（１８９６年）並みの地震（マグニチュード８．３）が起きたと想

定した。その結果，福島第１原発に到達する津波は５，６号機で１

０．２メートル，１～４号機で８．４～９．３メートル，防波堤南

側で１５．７メートルなどと推定された，という。 

   しかし東電は結果を保安院へ報告せず，１～４号機で５．７メー

トルとしていた想定津波高の見直しもしなかった。 

   これとは別に，東電は２００８年１２月に，８６９年の「貞観（じ
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ょうがん）地震」を想定した試算で，津波の高さを「８．７～９．

２メートル」との結果をまとめていた。これについては，２００９

年９月，保安院に報告されている。しかし報告は口頭だったうえ，

保安院の担当者から上司に伝わったかどうかも不明という。 

   東電も保安院も，１０メートルを超す３月１１日の津波について

「想定外だった」との説明を繰り返していた。しかし，事実は，想

定をしていて隠蔽したのである。これらの対応は，犯罪的ですらあ

る。 

８ 小括 

 以上のとおり，安全審査では地震等の自然現象による安全系の同時多

発的損傷は全く考慮がされていない。「安全審査で許可された」ことによ

る安全性の推認は，もはや，同時多発的損傷の発生においては働かない。

我が国の安全審査は「万が一にも事故を防止する」ものとなっておらず，

その安全審査は明らかに誤っている。 

 福島原発震災の事故原因がどのようなものであれ，地震・津波などの

自然災害による安全系の故障は，同時に複数箇所が故障する可能性があ

ること，すなわち，共通の原因に基づく故障を仮定した安全評価が行わ

なければならない，ことは明らかである。 

 結局のところ，原発の安全神話は，想定された範囲内の安全に過ぎず，

現実に存在する危険性を考えないことで成り立った安全性に過ぎない。

現実に存在する危険性があっても，それを考慮した場合には，原発の建

設，運転が出来なくなるならば，その危険性は考えないことにして成り

立っている安全であった。 

 しかし，これらの安全神話が虚偽であったことが，今回の事故で判明

した。 

 そして，この問題は，当然，福島原発だけにとどまるものではない。 

 すなわち，全ての原発は，このような内容の安全設計指針，安全評価

指針のもとに安全審査がなされているのである。これらの指針の誤りが

明らかとなった現在，全ての原発の安全性は，その根底から覆されたの

である。 
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第６． 安全設計審査指針の失効、改訂があった場合の過去の許可はど

う扱われるべきか。 

１ 「当初から得ていた原子炉設置許可処分等を維持することは妥当で

はない。 

  つまり耐震安全性の基本的部分に変更が求められる以上，変更許可

（原子炉規制法 26 条）を必要とする」（川合敏樹『東日本大震災にみ

る原子力発電所の耐震安全性の確保のあり方について』法律時報 83

番 5 号 P.83）。 

  「新指針は，既設の原子炉施設に対して従前なされた設置許可処分

の効力に影響を及ぼすものではなく，遡及適用はされないものとされ

ている。したがって，新指針の策定によって，既設の実用原子炉施設

の設置許可処分には法的な影響は何ら生じないものである。そして，

現に行政庁が事業者に対して求めているバックチェックの実施は規

制根拠法令である原子炉等規制法に基づくものではなく，同法の枠の

外側でいわゆる行政指導として行われているものと解される。 

  しかしながら，将来において，バックチェックの結果を踏まえて，

原子炉施設に対して所要の耐震補強工事等を実施するとした場合，そ

の発想の根本では，当該原子炉施設の基準地震動は既に変更されてい

るという事態が生ずることとなる。つまり，事業者においては，原子

炉等規制法の枠外でのバックチェック要請から出発して，自主的に新

指針が適用されているのと同様の前提に立ち，原子炉施設の建屋その

他の危機について，詳細設計レベルでの設計変更を行うことになると

考えられる。 

  そうすると，この場合，そもそも，当初の原子炉設置許可処分の変

更許可申請をしなくてよいのかという問題が一応生じ得る。すなわち，

実際に生じている事象は詳細設計の変更であるから，後段規制である

工事計画の変更認可（電気事業法 47 条）によって対応するとしても，

そのような詳細設計の変更が生じたそもそもの理由は，耐震設計の基

本的な考え方が変更されたことに由来するものであるから，設置許可
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処分の変更が必要ではないかという考え方である。」（棚村友博『新し

い耐震設計審査指針の既存原子炉施設への適用に関する考察』注 17 

P.34）（これは福島原発事故発生前に発表された文献である。） 

  本件では，変更許可はされていないから，変更許可のない段階で，

既存基準に基づく点検をしても，その点検は違法である 

２ 電気事業法 40 条(改善命令)では「経済産業大臣は事業用電気工作物

が前条第 1 項の経済産業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て，その技術基準に

適合するように電気工作物を管理し，設置し，又は移転し，その使用

を中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す

るところ，本件では前述の変更許可もなく，経済産業大臣による改善

命令も出されていない段階で，電気事業法施行規則の定期検査の 終

検査合格証の交付がされることはありえないから，再稼働の要件を満

たすことはない。 

  「原発事故から発生した法律問題の諸相」（阿部寿隆，自治研究 87

巻 8 号 P.7 によれば， 

  「確かに，原子炉等規制法は，同法 73 条により実用炉には適用され

ないが，その代わり，電気事業法 39，40 条が適用される。これは基

準適合命令である。元々基準に適合しているとして許可された施設に

ついて，元々の基準に適合せよという命令はあり得ないから，これは

もともと基準に適合していても， 新の基準に適合せよという命令制

度ではないのか。資源エネルギー庁編の『電気事業法の解説』も，工

事後の周辺の環境の変化又は事業用電気工作物の損耗等により技術

基準に適合しなくなったにもかかわらずそのまま放置されている場

合については技術基準に適合するように監督する必要があり，本条

（40 条）の命令はそのような場合に発動されるものであるとの解説を

している。」 

  「今回の大事故に鑑み，原子力安全委員会の班目春樹委員長も，「『長

期間の全電源喪失を考慮する必要はない』とした原子力発電所に関す

る安全設計審査指針について『明らかに間違いだった』と語った，と
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いうことである。『想定外の津波でも非常用電源は守られました，で

なければならない。（安全対策に）穴が開いていた』と述べた」（日経

新聞 2011 年 5 月 20 日 34 面）。これでも，既存の原発には許可を受け

た以上は，新しい基準の適用がないというのであろうか。筆者は無茶

苦茶であると言いたい。もっとも，高橋の主張も，今回の大津波はま

さに想定外，射程範囲外かもしれない。」 

  「つまり，原子力安全委員会の耐震設計審査指針に適合すること，

としているため，電気事業法 39 条および 40 条を法令改正なくして，

新々耐震基準を作りさえすれば，ダイレクトに適用することができよ

う。 

  静岡地判は，改定指針は今後の安全審査等に用いることを第一義的

な目的としているとする。しかし，それは，今の知見では安全性が確

保できない原発も見逃すもので，しかも，その指針改定の考え方は，

法律には何らあらわれておらず，むしろ法律は原発が技術上の基準に

適合することを求めている以上は，それは違法な考え方ではないか。

憲法と法律に戻って法を解釈する発想が不可欠である。」 

  「では，これを訴訟で主張するにはどのような訴訟形式をとるべき

か。原発の許可の取り消し訴訟において，許可はその時の知見によれ

ば適法であるが，現時点の知見では違法となるとき，これを後発的違

法としてとらえ，他方，取消訴訟は行為規範的な統制（行政の判断の

違法を審査するシステム）であると考えると，許可を違法とすること

はできないが，改善命令を発することを求める義務付け訴訟を提起す

べきことになる。取消訴訟中であれば義務付け訴訟を併合提起すべき

ことになる。」としている。 

 

第７. ＩＡＥＡへの報告の内容 

１ 甲 31 号証によれば，政府は平成 23 年 6 月に IAEA に対する日本政府

の報告書を出しているが， 

 「現在までに得られた事故の教訓これらの教訓を踏まえ，我が国にお

ける原子力安全対策は今後根本的な見直しが不可避であると認識し
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ている。」 

 「アクシデントマネジメント（AM）対策の徹底 

  今回の事故はシビアアクシデントに至ったものである。シビアアク

シデントに至る可能性をできるだけ小さくし，又はシビアアクシデン

トに至った場合でもその影響を緩和するための措置として，アクシデ

ントマネジメント対策は福島原子力発電所においても導入されてい

た。今回の事故の状況をみると，消火水系からの原子炉への代替注水

など一部は機能したが，電源や原子炉冷却機能の確保などの様々な対

応においてその役割をたすことができず，アクシデントマネジメント

対策は不十分であった。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
、、、、、、、、、、、、、、、

，
、

整備の内容に厳格性を欠いた
、、、、、、、、、、、、、

。
、
さらに
、、、

，
、
アクシデントマネジメントに
、、、、、、、、、、、、、

かかる指針
、、、、、

については
、、、、、

1992
、、、、

年に策定されて以来
、、、、、、、、、

，
、
見直しがなされる
、、、、、、、、

ことなく
、、、、

，
、
充実強化が図られてこなかった
、、、、、、、、、、、、、、

。 

  このため，アクシデントマネジメント対策については，事業者によ
、、、、、

る自主保安という取り組みを改め
、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
これを法規制上の要求にするとと
、、、、、、、、、、、、、、、

もに
、、

，
、
確率論的評価手法も活用しつつ
、、、、、、、、、、、、、、

，
、
設計要求事項の見直しも含め
、、、、、、、、、、、、、

て
、
，
、
シビアアクシデントを効果的に防止できるアクシデントマネジメ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ント対策を整備する
、、、、、、、、、

。」（Ⅻ-4） 

 「法体系や基準・指針類の整備・強化 

  今回の事故を踏まえて，原子力安全や原子力防災の法体系やそれら
、、、、、、、、、、、、、

に関係する基準・指針類の整備に
、、、、、、、、、、、、、、、

ついて様々な課題が出てきている
、、、、、、、、、、、、、、、

。
、

また
、、

，
、
今回の事故の経験を踏まえ
、、、、、、、、、、、、

，
、
IAEA
、、、、

の基準・指針に反映すべきこ
、、、、、、、、、、、、、

とも多く出てくると見込まれる
、、、、、、、、、、、、、、

。 

  このため，原子力安全や原子力防災にかかる法体系と関係する基
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

準・指針類の見直し・整備を進める
、、、、、、、、、、、、、、、、

。その際，構造信頼性の観点のみ

ならず，システム概念の進歩を含む新しい知見に対応する観点から，

既存施設の高経年化対策のあり方について再評価する。さらに，既に

許認可済みの施設に対する新法令や新知見に基づく技術的な要求
、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
す
、

なわち
、、、

，
、
バックフィットの法規制上の位置づけを明確にする
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。
、
併せて
、、、

，
、



 46

関係する
、、、、

データを提供することなどにより
、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
IAEA
、、、、

の基準・指針の強化
、、、、、、、、、

のため 大限貢献をする
、、、、、、、、、、、

。」（Ⅻ-10） 

 としている。 

２ さらに政府は 9 月 11 日 IAEA に対する追加報告書案を決めた。それ

によると，, 

「Ⅰ，はじめに 

・我が国は事故から得られる教訓を含め事故に関する正確な情報を国

際社会に提供することは自らの責任であると認識し，追加報告書を

取りまとめた。 

Ⅵ・教訓（28 項目）への取り組み 

・ 津波の発生頻度と十分な高さを想定し，津波の破壊力を考慮した原

発の安全設計基準の検討を開始。 

・ 原子炉の緊急冷却に必要な電源車の配備や送電鉄塔の倒壊対策を

実施。 

・ 水素爆発の防止対策で，原子炉建屋頂部に水素ベント装置，建屋内

には水素検知器を設置する計画。 

・ 原子力災害対策本部など関係機関の役割分担を見直し，法令改正や

マニュアル改訂を行う。 

・ 事故の発生を近隣国等に直ちに連絡する国際的な通報制度の強化

を検討。 

・ 原子力災害時の広域避難や放射線防護基準の明確化に向け，防災対

策指針の見直しを開始。 

・ 原子力安全・保安院を経産省から分離し，環境省の外局として「原

子力安全庁（仮称）」を設置する。 

Ⅶ，基準等の強化のための検討（略） 

３ これは，原子力条約に加盟している日本の IAEA への報告に含まれ

ている国際公約である。その国際公約たる安全指針の見直し，改定

を履行せずに，「応急措置」，「緊急措置」やストレステストだけで定

期点検が終了したとするのは許されない。将来の新安全指針は法制

化されたアクシデントマネジメント対策を含むものであるべきであ
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る。 

(１) 安全審査指針類の見直し 

   原子力安全委員会は、安全審査を行うに当たり、安全性の妥当性

を判断する際の基礎として、「発電用軽水型原子炉施設に関する安

全設  計審査指針」（以下「安全設計審査指針」という。）や、「発

電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（以下「耐震設計審査

指針」という。）等の「安全審査指針」を策定している。また、こ

れを補完するものとして、原子力安全基準・指針専門部会報告書や

原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会の内規があり、これ

らを総称して「安全審査指針類」としている。 

   原子力安全委員会は、平成 22 年 12 月２日に「原子力安全委員会

の当面の施策の基本方針」を決定し、原子力安全の基本的考え方を

提示するため、①原子力安全の基本原則の明文化、②安全目標の明

確化とリスク情報活用に向けた検討、③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の高度化等を進めること、原子力安

全規制制度の運用のさらなる改善等を図るため、安全審査指針類の

策定・改訂等のあり方に関する検討等を行うこと及び原子力安全規

制を支える環境整備等を行うこととした。これを受けて、安全確保

の基本原則に関すること、安全審査の高度化等に関すること等につ

いて、外部の専門家との意見交換を積極的に実施することを決定、

一部について検討を開始したところであったが、３月 11 日に東日

本大震災が発生した。 

   今回の東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故では、地震

及び津波により長期間にわたる全交流電源喪失及び原子炉の冷却

機能の喪失に陥ったことにより、原子炉炉心が損傷して大量の放射

性物質が環境中に放出されるという深刻な事態に至った。 

   原子力安全委員会としては、これまでに蓄積された知見や、今回

の地震及び津波に係る知見、事故の教訓を踏まえ、安全確保策の抜

本的な見直しを図る必要があると考え、６月 16 日、原子力安全委

員会委員長は原子力安全基準一指針専門部会部会長に対し、安全審
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査指針類の見直しについて検討すること、及び平成 24 年３月を目

途に、まずその時点までの論点等を整理し、報告することを指示し

た。 

   これを受け、原子力安全基準一指針専門部会は、６月 22 日に会合

を開催し、具体的な検討を行うに当たり、専門的かつ効率的な審議

に資するため、安全設計審査指針等検討小委員会及び地震・津波関

連指針等検討小委員会を設置した。 

ａ安全設計審査指針等 

  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、並

びにその他重要と認められる事項について検討を行うため設置

された安全設計審査指針等検討小委員会において、全交流電源喪

失及び冷却機能喪失に対する考慮等について検討を進めており、

これまでに、３回（第１回：７月 15 日、第２回：８月３日、第

３回: 8 月 23 日）開催している。 

  当小委員会においては、まず、全交流電源喪失に対する考慮に

ついて検討を開始することとした。このため、東京電力株式会社

福島第一原子力発電所における全交流電源喪失事象の発生及び

進展の状況を把握し、昭和 52 年以来、安全設計審査指針におい

て長期間にわたる全交流電源喪失の考慮を不要としてきた経緯、

並びにこれまでの外部及び所内電源の耐震、耐津波安全性の評価

のあり方等について調査し、これに基づいて、安全設計審査指針

の改訂を含めた全交流電源喪失への規制上の対処策についての

審議を行うこととしている。 

ｂ地震・津波関連指針等 

  耐震設計審査指針及び関連の指針類に反映させるべき事項、並

びにその他重要と認められる事項について検討を行うため設置

された地震・津波関連指針等検討小委員会において、今回の地震

及び津波に係る知見等について検討、分析を進めており、これま

でに、３回（第１回：７月 12 日、第２回: 8 月３日、第３回：８

月 25 日）開催している。 
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  当小委員会においては、津波に関する検討を先行して行うこと

とし、原子力安全委員会における津波に対する過去の検討の経緯

や、中央防災会議における考え方や土木学会での検討状況を聴取、

検討を行うとともに、津波についての指針の記述の検討（津波地

震、地震以外の影響等を含む。）、残余のリスクに係る事項、耐震

設計審査指針及び手引きの運用面のあり方等について、審議を行

うこととしている。 

４ 平成 23 年 8 月 3 日付京都新聞によれば， 

 「過酷事故対策法制化の方針 

   東京電力福島第 1 原発事故を受け，原子力安全委員会は 29 日，地

震や津波に伴う原子炉のメルトダウン（炉心融解）など，過酷事故を

想定した設計や発生時の運転マ
、、、、、、、

ニュアル整備などを電力会社に法律
、、、、、、、、、、、、、、、、

で義務付ける方針
、、、、、、、、

を決めた。 

   過酷事故はこれまで対策が電力会社任せになっていた。安全には

年内にも基本方針を示し，経済産業省原子力安全・保安院や新設され

る原子力安全庁に法制化を求める
、、、、、、、

。 

   安全委事務局が同日示した案によると，地震や津波を原因とする

全交流電源喪失や，原子炉停止後に燃料から出る熱を外に逃すシステ

ムが使えなくなった場合に備えた原発の設計や運転マニュアルの整

備を方で規定するのが妥当としている。」 

 

第８．安全設計審査指針の将来の改定は国際公約であり，国際原子力安

全条約上の安全確保に関する義務である。 

１ 国際原子力安全条約の概要 

 国際原子力安全条約は，平成３年９月に採択された国際原子力機関

（ＩＡＥＡ）の原子力安全会議の宣言を契機として，IAEA 加盟国間で

チェルノブイリ事故以降，その安全性が懸念された旧ソ連，東欧諸国

等における原子力発電所の安全性確保および向上を目的として IAEA

専門家グループ会合においてその具体的な策定作業が行われた。 

 右専門家グループの策定作業を受け，平成６年６月，IAEA 加盟国に
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おいて国際原子力安全条約の正式な採択が行なわれ，同年９月，日本

を含む 38 か国によって署名，平成８年１０月２４日発効した原子力

の安全に関する国際条約である。 

 国際原子力安全条約の締約国が負う義務的条項として，法的措置，

安全優先政策の確立，安全資源の確保，人的因子への配慮，放射線防

護，品質保証，施設の安全評価，緊急時対応，立地の評価，設計およ

び建設時の安全確保などの事項が盛りこまれている。 

２ 条約の成立経緯 

 昭和６１年４月２６日に発生した旧ソ連のチェルノブイリ原子力

発電所４号機（旧ソ連が独自に開発した「沸騰軽水冷却圧力管型黒鉛

減速炉」（ＲＢＭＫ型）またはＬＷＧＲ（軽水冷却黒鉛減速炉））の事

故を契機に，旧ソ連，東欧諸国の原子力発電所の安全問題が顕在化し，

原子力の安全確保のための国際的枠組み構築の必要性が強く認識さ

れるようになった。 

 このような背景のもと，平成３年９月，IAEA の主導により原子力発

電所の安全確保および向上を目的として原子力安全国際会議が開催

され，同会議において原子力の安全に関する条約を締結すべきことが

合意された。 

 平成４年２月の IAEA 理事会の決議に基づき本条約作成のための専

門家会合が設置され，同年５月から７回にわたって同会合において議

論が行われた。その結果，「原子力の安全に関する条約」（Convention 

on Nuclear Safety：「原子力安全条約」または「国際原子力安全条約」

ともいう。）は，平成６年６月１７日の各国代表団による外交会議（ウ

ィーンで開催，84 か国が参加）において採択され，同年９月２０日，

日本を含む 38 か国が署名した。平成７年５月，日本は４番目の加盟

国としてＩＡＥＡ事務局長に受諾書を寄託した。また，本条約は平成

８年７月に発効要件が満たされ，条約の規定により同年１０月に発効

した。 

３ 条約の締結により日本が負う義務 

 この条約の締結により日本が負う義務の概要は次のとおりである。 
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① この条約に基づく義務を履行するためにとった措置に関する報告を

提出すること。 

② 原子力施設の安全を規律するため，法令上の枠組みを定めおよび維

持すること。 

③ 法令上の枠組みを実施することを任務とする規制機関を設立しまた

は指定すること。 

④ 安全に関する評価および確認，緊急事態のための準備等のため，適

当な措置をとること。 

⑤ 原子力施設の立地，設計および建設ならびに運転の各段階において，

原子力施設の安全を確保するため，適当な措置をとること。 

４ 条約の具体的内容 

 この条約は，前文，本文 35 か条（第１章から第４章までの全４章

から構成）および末文から成り，その具体的内容は次のとおりである。 

１）目的，定義および適用範囲 

① 目的（第１条） 

 この条約の目的は，国内措置および国際協力の拡充を通じ，原子力

の高い水準の安全を世界的に達成すること等とする。 

② 定義（第２条） 

 この条約の適用上の「原子力施設」（各締約国について，その管轄

の下にある陸上に設置された民生用の原子力発電所をいう。），「規制

機関」および「許可」について定義している。 

③ 適用範囲（第３条） 

 この条約は，原子力施設の安全について適用する。 

２）義務 

① 一般規定 

ａ．締約国は，自国の国内法の枠組みの中で，この条約に基づく義務

を履行するために必要な法令上，行政上その他の措置をとる（第４

条）。 

ｂ．締約国は，第 20 条に規定する会合に先立ち，この条約に基づく

義務を履行するためにとった措置に関する報告を提出する（第５
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条）。 

ｃ．締約国は，この条約が自国について効力を生じた時に既に存在し

ている原子力施設の安全について可能な限り速やかに検討が行わ

れること等を確保するため，適当な措置をとる（第６条）。 

② 法令 

ａ．締約国は，原子力施設の安全を規律するため，法令上の枠組み（国

内的な安全に関して適用される要件および規制等について定める

もの）を定めおよび維持する（第７条）。 

ｂ．締約国は，法令上の枠組みを実施することを任務とする規制機関

を設立しまたは指定する（第８条）。 

ｃ．締約国は，原子力施設の安全のための主要な責任は許可を受けた

者が負うこと等を確保するため，適当な措置をとる（第９条）。 

③ 安全に関する一般的な考慮 

ａ．締約国は，原子力施設が直接関係する活動に従事する組織が原子

力の安全に妥当な優先順位を与える方針を確立することを確保す

るため，適当な措置をとる（第 10 条）。 

ｂ．締約国は，適当な財源および能力を有する十分な数の職員が，原

子力施設の供用期間中利用可能であることを確保するため，適当な

措置をとる（第 11 条）。 

ｃ．締約国は，人間の行動に係る能力および限界が原子力施設の供用

期間中考慮されることを確保するため，適当な措置をとる（第 12

条）。 

ｄ．締約国は，品質保証に関する計画が作成されおよび実施されるこ

とを確保するため，適当な措置をとる（第 13 条）。 

ｅ．締約国は，原子力施設の建設前，試運転前および供用期間中，安

全に関する包括的かつ体系的な評価が実施されること等を確保す

るため，適当な措置をとる（第 14 条）。 

ｆ．締約国は，作業員および公衆が原子力施設に起因する放射線にさ

らされる程度が合理的に達成可能な限り低く維持されること等を

確保するため，適当な措置をとる（第 15 条）。 
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ｇ．締約国は，原子力施設のための敷地内および敷地外の緊急事態計

画が準備されること等を確保するため，適当な措置をとる（第 16

条）。 

④ 施設の安全 

ａ．締約国は，原子力施設の計画された供用期間中当該施設の安全に

影響を及ぼすおそれのある立地に関する全ての関連要因が評価さ

れること等を確保するため，適当な措置をとる（第 17 条）。 

ｂ．締約国は，原子力施設の設計および建設に当たり，放射性物質の

放出に対する信頼し得る多重の段階および方法による防護が講じ

られること等を確保するため，適当な措置をとる（第 18 条）。 

ｃ．締約国は，原子力施設を運転するための 初の許可が適切な安全

解析および試運転計画に基づいて与えられること等を確保するた

め，適当な措置をとる（第 19 条）。 

５ 国際原子力安全条約第 18 条の履行が国際法上の義務であること 

 上記のように，国際原子力安全条約 18 条は「原子力施設の設計お

よび建設に当たり，放射性物質の放出に対する信頼し得る多重の段階

および方法による防護が講じられること等を確保するため，適当な措

置をとる」ことを締約国の国際法上の義務として規定している。 

 したがって日本国政府は同条約 18 条の義務として，原子力の設計

及び建設に際して放射性物質の放出に対する信頼しうる「多重の段階

および方法による防護」の実現のために適切な国内法上の施策を実現

すべき国際法上の義務を負う。 

 すなわち，原子炉の設計及び建設に関して多重防護に配慮した国内

法制度を整備すべきことが国際法上の義務であって，右条約の要請す

る多重防護の水準に達しない国内法制度を整備しただけでは前記の

国際法上の義務を履行したことにはならない。 

 また，国際法上の義務に違反した内容の国内法規範は，条約その他

国際法が国内法に優先する以上，当然無効になるものと解される。 

６ 国際原子力安全条約第 18 条の遵守履行が国内法上の義務であるこ

と 
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 憲法 98 条 2 項は日本国が締結した条約及び確立された国際法規は

これを誠実に遵守すると規定しており，右の「日本国が締結した条約」

に国際原子力安全条約および同条約 18 条も含まれることは自明であ

る。 

 したがって，日本国が締結した条約としての国際原子力安全条約 18

条を誠実に遵守し，これを履行すべき国内法上（憲法上）の義務を負

うことになる。 

 特に同条約 18 条は原子力施設の設計および建設に当たり，放射性

物質の放出に対する信頼し得る多重の段階および方法による防護が

講じられること等を確保するための「適当な措置」を締約国の義務と

して課しており，日本国政府も右国際法上の義務に基づき「適当な措

置」として国内法において前記条約の要請に見合った法律上の安全確

保を図らなければならないのであり，本件安全指針等の国内法規範を

整備することも前記条約が要請する「適当な措置」の一環である。 

７ 安全指針等が条約に抵触すること 

 我が国の原子炉施設の安全性は，現行の安全規制の下に，設計，建

設，運転の各段階において，「多重防護の思想に基づき厳格な安全確

保対策を行うことによって十分確保されている」というのが従来の安

全指針等の前提であり，現行の審査指針に基づく多重防護を目的とす

る諸対策によってシビアアクシデント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十分小さいものとなっているも

のとされてきた。 

 しかるに，東日本大震災で明らかになったように我が国の多重防護

は原子炉冷却系の全電源喪失を全く想定していなかったのであり，そ

の結果として原子炉のメルトダウン，メルトスルー，ひいては大量の

放射性物質の大気中への拡散という大惨事を招いたのである。このよ

うな結果は明らかに条約が要請する多重防護の要請を無視した結果

であり，全電源喪失に対する具体的な防護措置を想定しなかった現行

の安全指針等（失効した安全設計審査指針）が，原子炉の安全性確保

のために厳格な多重防護を要請する原子力安全条約 18 条に抵触する
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ことは明らかであるという他ない。 

 国際公約，国際義務を履行するためにも，新指針を決めることが必

要である。 

 

第９．安全設計審査指針を作るのは福島原発事故の原因解明が前提とな

る 

１  

(１) 福島第一原発で起きたこと 

①  概要 

3 月 11 日 14 時 46 分に地震が発生し，１回目の震源域の破壊が 1

分半ほど続いた 1 分後に，やや南側の領域が壊れ始め，この破壊も

1 分半ほど続いた後，さらに，その南側でも破壊が始まり，結局，

地震発生から計 6 分間の地震動が続いた。さらに大きな余震が続き，

15 時 08 分にＭ7.4，15 時 15 分にＭ7.7，15 時 25 分にＭ7.5 の地震

が上記震源域内で発生した。そして，浸水高 14～15m とされる津波

が福島第一原発敷地に到来したとされている。本震だけでなく，余

震による原発の損傷もありうる。 

地震の揺れにより，夜の森線の受電鉄塔１基が倒壊して外部電源

が喪失し，津波により非常用ディーゼル発電機能も失い，15 時 42

分に全交流電源喪失に至った。その 3 分後の 15 時 45 分にオイルタ

ンクが津波により流出し，非常用発電の燃料も失い，その後非常用

バッテリーで注水を試みたが，16 時 36 分に１，２号機の冷却装置

は注水不能になった。 

以下，各号機ごとにみていく。 

②  １号機 

１号機は，地震発生時（14 時 46 分）には圧力容器内の水位は有

効燃料頂部の上部 5m 強あったが，地震発生後約 3 時間（18 時頃）
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で水位は 5m 強も下がり，有効燃料頂部に達した。さらに 1 時間半

後（19 時 30 分頃）には水位は 4m 強下がり，有効燃料底部より低

下している。20 時頃には炉心温度が 2800 度に達し，メルトダウン

（炉心溶融）が生じている。 

その後，3 月 12 日 0 時 49 分に格納容器の圧力が異常に上昇し，

同日 10 時 17 分に放射能を含んだベントに着手したが，ベントが出

来たのは 14 時 40 分であり，15 時 36 分に原子炉建屋で水素爆発が

起きた。水素爆発によって，機器，配管がどのような損傷を受けた

かも未だに分からない。16 時 17 分に敷地境界付近の放射能レベル

が上昇しているが，これは，ベント，爆発による上昇であることは

明らかである。 

3 月 12 日 20 時 20 分から，外部から注水をし続け，格納容器に

損傷はないという前提で「水棺」を行おうとした。 

しかし，5 月 11 日に水位計の修理を終えた結果，圧力容器の水

位は「計測不能」すなわち燃料より下にあり，格納容器にもほとん

ど水がたまっていないことが判明した。 

そのため，「水棺」案は撤回された。 

③ ２号機 

２号機は，冷却装置が不能になった後，格納容器の圧力が上昇し

た。 

3 月 13 日 11 時 00 分にベントを開始した。 

3 月 14 日 13 時 18 分に水位低下傾向が見られ，16 時 48 分に外部

から注水を開始したが，18 時 22 分に燃料全体が露出，22 時 50 分

格納容器の圧力が異常上昇をした。 

3 月 15 日 0 時 02 分ベントを開始したが，3 時 00 分にドライウェ

ル圧力が設計圧力を超える事態になり，6 時 10 分に圧力抑制室付

近で爆発が起きた。これも，水素爆発と推定されている。この爆発
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の後，圧力抑制室圧力は低下した。この時点で圧力抑制室が破損し

たことは明らかである。  

④ ３号機 

３号機は 3 月 13 日 5 時 38 分に全注水機能喪失とされ，8 時 41

分にベントを開始し，11 時 55 分に外部から注水を開始した。 

3 月 14 日 5 時 20 分に再びベントを開始したが，7 時 44 分格納容

器の圧力が異常上昇し，11 時 01 分原子炉建屋で水素爆発が起きた。 

3 月 16 日 8 時 30 分に白い煙を発生させた。 

3 月 23 日 16 時 20 分に黒い煙を発生させている。 

①  ４号機 

４号機は，地震時は，運転停止中であった。 

3 月 14 日 4 時 08 分に使用済み燃料プールの水温が上昇した。 

3 月 15 日 6 時 14 分に原子炉建屋で１回目の爆発があった。 

3 月 16 日 5 時 45 分に２回目の爆発があった。 

(２) 全電源喪失の原因は津波だけではない 

①  福島原発事故の原因 

福島原発事故の大きな原因は，鉄塔の倒壊や停電によって外部電

源を失い，さらに津波によって，電気系統が浸水して非常用ディー

ゼル発電機も機能喪失し，津波によってオイルタンクが流出し，全

電源喪失になり，崩壊熱の冷却が不能になって，現在の事態に至っ

ているという過程が存在することは間違いない。 

全電源の喪失の原因は，津波だけであるかのように語られている

が，そもそも，地震によって，「夜の森線」の受電鉄塔が倒壊し，

外部電源を喪失したことが全電源喪失の重要な原因の一つであっ

た。 

②  電力の重要性 

そもそも，原発の安全性は，「止める」「冷やす」「閉じ込める」
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の標語で喧伝されてきた。 

「止める」は緊急時に制御棒が燃料棒の間に挿入され，核分裂を

引き起こす中性子を吸収して核分裂反応を止めることである。 

「冷やす」は止めても長年にわたり発生する燃料棒内の放射性物

質から出る崩壊熱を水で冷やすことである。 

「閉じ込める」は放射能の外部への放出を防ぐ機能のことであり，

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，原

子炉建屋の「５重の壁」で閉じ込めることである。 

福島原発事故では，「止める」ことには成功したが，「冷やす」こ

とに失敗し，さらに「閉じ込める」ことにも失敗した。 

冷やすことができなかったのは，電源を失ったからである。すな

わち，原発では，核分裂反応を止めても，さらに長年にわたり，燃

料棒内の放射性物質から崩壊熱が発生するため，これを冷却し続け

なければならない。このことは，原子炉だけではなく，使用済み核

燃料プールにおいても同じである。 

そして，この冷却の必要性は，今回のように地震時の緊急停止だ

けではなく，通常の定期点検などの運転停止時においても，全く同

様である。 

継続的な冷却のためには，注水と冷却をしなければならず，その

ためには，電源が必要不可欠であり，電源を失った場合，この冷却

ができなくなり，後述するようなメカニズムで水素を発生させ，そ

の爆発を引き起こしたり，炉心溶融（メルトダウン）を生じさせた

り危険がある。 

③  冷却のメカニズム 

冷却のメカニズムについて，少しだけ詳しくみてみる。 

原発の基本的な仕組みは，核燃料の核分裂で発生した熱で周囲の

冷却水を高温・高圧の蒸気に変え，その高温・高圧の蒸気がタービ
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ンを回転させ，その回転運動によって発電機を回し発電するという

ものである。 

この蒸気は，核燃料に直接触れていて放射能汚染されているので，

原子炉内部にできるだけ閉じ込めておく必要がある。そして，仕事

を終えた蒸気は，なお高温・高圧のままである。したがって，その

まま放っておいても，すぐには冷えないので，行き場を失ってしま

う。 

そこで，蒸気を冷却して水に戻す必要があるので，海水をくみ上

げて循環させることによって，配管を通じて熱交換を行い，水に戻

しているのである。この熱交換によって，原子炉で生み出される熱

の実に３分の２以上が，海に捨てられている。原発は，海暖め装置

であるといわれる所以である。しかし，この海水による冷却ができ

なければ，原発は稼働させることができない。 

そして，水に戻された冷却水は，給水ポンプで，再び原子炉に送

られている。 

そして，この冷却は，核燃料の核分裂を止めた後でも，なお，継

続しなければならない。前述したとおり，核分裂反応を止めても，

崩壊熱が発生するからである。 

海水による冷却とは，すなわち，海水をポンプで絶えず供給する

ことにほかならない。また，水に戻った冷却水を再び原子炉に送り

込む際にも，給水ポンプの助けがいる。この海水ポンプや給水ポン

プは，電源がなければ動かない。電源供給が，大変重要なのである。 

④  電力供給体制の脆弱性 

では，原発では，電源をどのように確保しているのか。 

原発は，「原子力発電所」であり，文字通り，発電をしている。

従って，通常所内で必要な電源は自ら発電したものを使用している。 

仮に，何らかの理由（定期点検等）で原発の運転を停止したとし
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ても，少なくとも１機が運転を継続していれば，必要な電気は十分

にまかなえる。 

しかし，地震等の自然災害によって，全ての原発が運転を同時に

停止した場合には，もはや，自力で電力をまかなうことはできない。

その場合には，第１に，①外部電源から供給を受けるということに

なっている。そして，その①外部電源をも何らかの理由で失った場

合には，その備えとして②非常用ディーゼル発電機が稼働して，こ

れによって電源を確保する，という設計になっている。 

ところが，福島原発では，①外部電源を地震によって失い，②非

常用ディーゼル発電機も津波によって機能しなかったのである（た

だし，津波だけが原因かは，不明である）。 

⑤  水素爆発のメカニズム 

その結果，前述したとおり，水素爆発が発生した。 

１号機 原子炉建屋 3 月 12 日 15 時 36 分 

３号機 原子炉建屋 3 月 14 日 11 時 01 分 

２号機 圧力抑制室 3 月 15 日 6 時 10 分 

これらの水素爆発は，冷却材喪失事故により発生した水素が，移

動して発生したのではないかと思われる。 

すなわち，燃料棒のさや管の材料であるジルカロイは，高温にな

ると水と反応して，水素を発生させる（ジルカロイは，中性子をほ

とんど吸収せず，他に適当な材料がないため，さや管の材料に使用

されている）。原子炉圧力容器内で燃料棒が露出して高温になると，

水－ジルカロイ反応によって水素が発生する。その水素が，１号機

と３号機では，原子炉外に漏えいしたと思われる。この原因として

は，損傷した配管から格納容器内に移動し，軽い水素が格納容器の

上部に移動し，さらに格納容器の天井から，外に出たことが考えら

れる。格納容器の 上部は，直径が１０メートル近いお椀型の鋼製
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の上蓋が多数のボルトで本体と接合しており，通常は両者の接触面

（フランジ面）には隙間はない。しかし，格納容器の圧力が設計圧

力の２倍になるほどに高圧になり，このフランジ面に隙間が生じ，

そこから水素が原子炉建屋に移動したものが爆発したのではない

かと思われる。 

また，２号機では，圧力容器逃し弁から吹き出した蒸気と一緒に

下部の圧力抑制室に漏出したものが爆発したのではないかと思わ

れる。 

(３) 地震によって重要機器が損傷した 

① ところで，１号機の事故当日の挙動は，２号機，３号機の挙動と

明らかに異なっている。そして，１号機の事故は，津波だけが原発

事故の原因ではなく，地震の揺れにより，機器・配管が損傷し，原

発事故に至ったことを推測させるデータが存在する。仮に，機器・

配管が損傷していた場合には，これまでの話とは局面が違ってくる。

これまでの話は，電源喪失したため冷却ができなくなったというも

のであったが，機器・配管が損傷していれば，そもそも冷却すべき

冷却材そのものが失われてしまうからである。この点は，他の原発

の耐震安全性にとって，本質的な問題を投げかけるものである。 

② 東電は，３月１１日の福島第一原発の原子炉のパラメーターにつ

いて，全てを明らかにしていない。しかし，限られたデータからで

も，津波ではなく，地震により機器配管が損傷したことが指摘され

ている。 

原発は，原子炉圧力容器の周囲に，格納容器を設置している。格

納容器の役割は，原子炉圧力容器から，放射性物質が漏洩するよう

な事故が発生した場合，これを外部に放出しないように閉じこめる，

という機能を有している。 

運転時の原子炉圧力容器の圧力は約７０気圧の高圧となるが，格
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納容器は大気圧＝１気圧（正確には大気圧よりも少し低い）が通常

の状態である。 

そして，制御棒が挿入され，運転停止した後，原子炉圧力容器は

７０気圧から，圧力が漸減する筈である。ただし，今回は，その後，

電源を喪失したため，継続的な冷却ができなかったため，２号機と

３号機では，圧力が下がらなかった。たとえば，２号機の原子炉圧

力容器は３月１２日２時５５分に５．６００Ｍｐａ（約５６気圧），

３号機は３月１２日２時３０分に７．３４０Ｍｐａ（約７３気圧）

といずれもかなり高い圧力である。ところが，１号機は，３月１２

日２時４５分に０．８００Ｍｐａ（約８気圧）に急激に下がってい

る。 

その一方で，格納容器の圧力は，１号機は３月１２日２時３０分

で０．８４０Ｍｐａ（約８．４気圧）で設計圧力の２倍になってい

る。格納容器が破裂しかねない圧力まで高まっている。これに対し，

２号機は３月１２日３時５５分で０．０６０Ｍｐａ（約０．６気圧），

３号機は３月１２日２時３０分で０．２４５Ｍｐａ（約２．４気圧）

で設計圧力内である。 

原子炉内の水位を見ると，１号機は３月１１日１８時００分頃，

約５m 低下して有効燃料頂部まで下がり，１９時３０分頃までにさ

らに約４m 低下して有効燃料底部まで下がった。つまり空だき状態

になった。そして２０時００分頃，炉心温度は燃料の融点（２８０

０度）に達し，メルトダウンが開始した。さらに３月１２日６時５

０分頃までにマイナス８m までに水位が低下した。 

これに対し２号機，３号機はいずれも３月１２日は燃料棒が冠水

しており，露出していない。 

この１号機と２，３号機の原子炉圧力容器圧力，格納容器圧力，

原子炉水位の違いからすれば，１号機には原子炉圧力容器の水位が
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急激に圧力が急激に減少し，また，冷却水も急激に減少し，格納容

器の圧力が急激に上昇する事態が発生したことを推測させる。これ

は，地震の揺れで配管が破断して，圧力容器内の水蒸気が噴出し，

燃料が露出して水が急激に水蒸気になる現象も加わり，原子炉の圧

力，冷却材が失われ，他方格納容器に水蒸気が流出して格納容器の

圧力が急激に上昇した状態である。この１号機の急激な原子炉内の

挙動は，地震による冷却材喪失事故によるものであり，津波により

発生した事態ではないと指摘されている。 

(４) 福島原発事故の原因は全く未解明である 

① 福島第一原発は危険な状態が継続している 

ア 福島第一原発１号機の水位は，３月１２日から燃料棒頭頂部から

マイナスの状態に，２号機は３月１４日からマイナスの状態に，３

号機は３月１３日からマイナスの状態になり，以後各号機とも炉心

が４割程度露出した状態が続いている。冷却の見通しは未だたたな

い。 

既にかなりの割合で炉心溶融が生じていると推測されているが，

溶融した炉心が圧力容器にある制御棒貫通孔の周囲に溶接されて

いるＣＲＤスタッブや，それに溶接されている制御棒ハウジングの

溶接部に堆積し，溶接部を溶かし，そこから冷却剤が大量に漏れ出

たり，場合によっては制御棒が落下して大穴が開いたりすることも

考えられている。或いは，溶融した炉心が圧力容器下部にたまり，

圧力容器の底が溶けて抜け，溶融物（デフリ）が格納容器の床に落

ち，コア・コンクリート反応を起こし，格納容器の底部を破壊した

り，水素爆発，水蒸気爆発，再臨界，格納容器の底部も溶融する事

態が起きたりすることも想定される。 

格納容器には既に大量の放射性物質が溜まっている状態であり，

格納容器が破壊すると大量の放射性物質が外部に放出されること
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になる。 

イ そのような 悪の事態を回避するためには，出来る範囲で冷やす

必要があり，１日あたり１～４号機に合計約６００トンの水が注入

されているが，原子炉のどこかから漏れているため，放射能を含ん

だ水が外部に流出して日々環境を汚染し，原子炉建屋，タービン建

屋，トレンチにたまり続けている。しかし，注水は止めることはで

きない。 

また，１号機では，格納容器の水素爆発を回避するために，格納

容器に窒素を注入し，さらに，格納容器に水を注入して「水棺」に

して冷温停止をはかるために，それまで注入する水を６トン／ｈに

していたものを１０トン／ｈにしたが，格納容器の圧力が大気圧近

くまで下がり，外部から酸素が入り，爆発する条件に至る可能性が

でてきたので，注水量を６トン／ｈに戻すという危険な試行錯誤を

している。「水棺」では，地震で格納容器が壊れるのではないかと

いう指摘がある。そして，５月１１日に水位計の改修によって，メ

ルトダウンが発生し，圧力容器下部から水が漏れ，格納容器も実は

損傷していて，格納容器に水が溜まっていないことが判明した（そ

の後，「水棺」案は放棄された）。 

２号機は，既に，圧力抑制室が破損していて，高濃度の汚染水が

漏れていることは確実であるが，これを防ぐ手立てが見当たらない。 

３号機は，圧力容器の温度が，設計温度に接近する程高温になっ

ており，注水の効果が上がっていないが，注水は続けざるをえない。 

このように， 悪の状態を回避するためには大量の水を注入し続

けなければならず，注入すれば，汚染が拡大する状態がこれからも

続くのである。 

ウ かかる状態の中にあって，事故原因の究明するための本格的な調

査がいつから実施可能になるのか，その目処すら現段階では立って
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いない。 

② 解明するべき事象は山積している 

ア １号機において建屋内に水素が充満したのはなぜか，２号機にお

いて水素がなぜ原子炉抑制室に移動したのか（すなわちなぜ水素が

下に移動したのか）等の点について，詳細な経緯は全くわかってい

ない。 

この点，政府・東電は，福島原発事故の原因「原発は地震には耐

えられた，しかし，想定を超えた津波によって，全電源を喪失した」

と主張している。 

しかし，すでに述べたとおり，①外部電源を喪失した原因は，地

震である。津波とは無関係である。したがって，この点のみからし

ても，津波だけに原因を求めることはできない。 

さらに，②非常用ディーゼル発電機が機能を失い電源喪失に至る

具体的な過程も，いまだ明らかではなく，原因は津波だけなのかも

不明である。 

福島原発事故の原因は，原発内に立ち入り，機器配管の状況を見

分しないと判明しないが，放射能レベルが高く，正確な原因究明に

かかれるのはいつになるか分からない，或いは，福島原発事故の究

明が出来ないまま終わる危険性もある。 

イ １号機の急激な挙動について，東電は， 近になって，１号機で

は早期に炉心溶融が発生した，と説明し始めているが，なぜ１号機

だけその早期炉心溶融が起こり，２，３号機では後になるまで起こ

らなかったのかの説明はなされていない。 

ウ ４号機における爆発については，いずれも水素爆発だと解されて

いたが， 近になり，水素爆発ではないが，その他の原因も分から

ないという報道がなされた。 

エ 以上のように，福島原発事故については，解明しなければならな
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い事象が山積したままであるが，その究明は，原子炉内部の様子が

判明するまでは手探りの状態で進めざるを得ない。そして，原子炉

内部の様子が判明するまでは，放射線量の低減を待たねばならず，

今後数年～数十年を要することは確実である。そして，そのような

時間を待ったとしても，結局のところ，確実な事故原因が判明する

とは限らない。 

(５) 小括 

現行の安全基準に重大な欠陥があることは，政府も認めるとおり明

らかであるので，原発の再稼働にあたっては，その抜本的な見直しが

絶対条件とされるべきであるが，見直しのためには福島原発事故の原

因について徹底した究明がなされなければならない。 

しかし以上のとおり，福島原発事故の原因については，未だ不明で

あり，かつ，不明なまま終わる可能性がある。 

福島原発事故の原因が究明されないまま，すなわち福島原発事故を

踏まえた安全基準の見直しがなされないままの再稼働は決して許さ

れない。 

少なくとも，長時間の電源喪失した場合を想定していない現行の安

全基準や，耐震設計指針の考え方には，看過し難い過誤・欠落があっ

て，原子炉等規制法違反を免れず違法・無効である。また当然に，こ

のような安全性が確認されていない原発を建設・運転することは許さ

れず，公衆に放射性物質が漏えいされる危険性は否定できないから，

人格権に基づく差止が容認されるべきである。 

２  新潟県の泉田知事は，7 月 27 日の会見で， 

  「Q 昨日，海江田経済産業大臣との会談後に報道陣にも話していま

すが，今一度，知事の考えを確認したいのですが，『ストレステスト

をもって，今，柏崎刈羽原発で停止中の原発の再稼働の判断はしない』

ということで受け止めたのですが・・・。 

  A（知事） そのとおりです
、、、、、、、

。
、
前々から申し上げているとおりです
、、、、、、、、、、、、、、、、

。 
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  Q さらに言うと，福島第一原発の事故が収束しないと，（再稼働を）

考えないのか，あるいはその先の検証が進まないと再稼働問題につい

て考えないという考えなのか，その辺りを確認させてください。 

  A(知事) 今，技術委員会から質問が出されていますので，まずは技

術委員会の判断を尊重するということです。 

  Q 繰り返し，『福島第一原発の収束がない中で，そういう（再稼働

問題の）話はできない』ということを発言していますが，技術委員会

の・・・。 

  A(知事) いいえ。そのようなことは言っていないですよ。 

  Q 今話した『技術委員会の判断
、、、、、、、、

』
、
というのは
、、、、、

，
、
福島第一原発の検証
、、、、、、、、、

について技術委員会の判断を待つということですか
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。 

  A(知事) もちろん
、、、、

。
、
そういうことです
、、、、、、、、

。 

  Q 先ほどの原発の再稼働の話ですが，技術委員会が事故原因を検証

して安全だと認めない限り，（柏崎刈羽原発の）再稼働には合意しな

いと受け止めてよいですか。 

  A（知事） まず技術委員会の判断を尊重したいと思っています。 

  Q ということは，技術委員会がゴーサインを出さない限りは，再稼

働には合意しないと受け止めていいのでしょうか。 

  A（知事） 何が起きるか分からない中で，確定的なことは申し上げ

難いということです。 

  Q （技術委員会の判断はあくまでも）尊重するということ・・・。 

  A（知事） もちろん。」 

  と述べ，また，8 月 24 日の会見で， 

  「Q 原発に関しては，立地県としてストレステストの急な実施表明

に振り回された感があったと思います。そういったことについて・・・。 

  A(知事) これは前々から申し上げているとおりなのですが，まずは

（福島第一原発事故の）検証をしっかりやってほしいということに尽
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

きると思います
、、、、、、、

。
、
今の臨時対策や緊急対策でよいのかどうか判断でき
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ません
、、、

。
、
まずは検証をしっかりやることが必要です
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。
、
新潟県は技術委
、、、、、、、

員会があるわけで
、、、、、、、、

，
、
技術委員会から原子力安全・保安院に対して質問
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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も出ています
、、、、、、

。
、
まずは回答していただかないと
、、、、、、、、、、、、、、

，
、
そもそも判断できる
、、、、、、、、、

状態にならないと思っています
、、、、、、、、、、、、、、

。 

  (中略) 

  Q 原発等のエネルギー政策に関してはいかがでしょうか。 

  A(知事) エネルギー政策については，先ほど申し上げたとおり，ま
、

ず（福島第一原発事故の）検証することが必要です
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。これは技術的な

話だけではないと思っています。新潟県は 2005 年の小泉総理の時代

に，原子力防災計画による訓練を実施していると思います。この訓練

のときも（原子力災害の）事態がゆっくり進展していくことしか想定

していなかったわけですが，現実を見ると，東日本大震災の発生当日

に短半減期の放射性物質が建屋の外で検出されています。3 月 11 日の

おそらく夕方から夜にかけて決断をしなければ（いけなかったのでは

ないか。）。逆に言うと（そこで海水注入等を）決断していれば１号機

の爆発はなかったのではないかとも言えるわけです。一方で，廃炉す

るかどうか判断をしなければいけない（東京電力の）清水社長がせっ

かく名古屋から飛び立ったものを，防衛大臣がまた戻してしまうとい

うようなことをやっている。誰がどのタイミングでどう判断するのか

と。 終的に冷やす
、、、、、、、

，
、
すなわち海水注入するという権限を
、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
当時（誰
、、、、

が）持っていたのかということについても検証しないと
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
『
、
電源車を
、、、、

配置しましたので
、、、、、、、、

，
、
はい
、、

，
、
終わり
、、、

。
、
』
、
というわけにはいかないと思っ
、、、、、、、、、、、、、、

ています
、、、、

。
、
とにかく（福島第一原発事故の）検証が先だと思って
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

いま
、、

す
、
。」 

  と述べている。 

   福井県の西川知事は，7 月 28 日の会見で， 

  「【記者】 ストレステストに関して，新潟県の泉田知事は，スト

レステストは再稼働とは全く関係なく，どういう評価が出ても判断材

料にならないと発言されていたと思います。福井県としては，これは

判断材料にならないのか，もしくは要請をしていた内容が反映されて

いれば判断材料にするのか，まだ要請内容が盛り込まれているかどう

かも現状では判断できないとか，どういった姿勢なのでしょうか。 
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  【知事】 直接聞いておりませんが，新潟県知事の発言は
、、、、、、

，
、
我々福
、、、

井県が事故発生直後からずっと言っていることを言っておられるよ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

うな感じがします
、、、、、、、、

。 

  (中略) 

  【知事】 つまり原子力発電所について，より安全な技術やシステ

ムをつくって，今回の福島の事故の教訓を踏まえてそれを確立するこ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

とは
、、

，
、
日本の責務でもあろうし
、、、、、、、、、、、

，
、
また
、、

，
、
世界からもそのことが注目さ
、、、、、、、、、、、、、

れています
、、、、、

。
、
そのことをしっかりやることがどうなっているか
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

という

のがある一方で，新しいエネルギーの研究というのがありますから，

それをどんなふうに進めているのかということになると思います。」 

  と述べている。事故の検証がすべての対策の出発点である。 


