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 本準備書面は，抗告人主張書面（２２）に対する反論を行うとともに，新規制基

準に関する問題点について補充主張し，抗告人の主張には全く理由がないことを明

らかにするものである。 

               記 

第１ はじめに 

 １ 相手方らの主張について 

   相手方らは，新規制基準の問題点について，個別具体的な根拠と条項を示し，

下記の通りの問題点について主張してきた（詳細につき，相手方ら準備書面（６）

（９）（２１）参照）。 

  ①福島第一原発事故で明らかになった旧安全指針類の重大な不備，欠陥を放置

したままであり，原発が再び重大な事故を招来する危険性が残存したままの，

著しく不合理な基準である（立地審査指針の改訂組入が欠如，安全評価指針の

見直し，組入がなされていないこと，共通要因故障を想定しないとする安全設

計審査に関する基準の不合理性，外部電源の重要度分類・耐震重要度分類の問

題など）。 

  ②未だに福島第一原発事故の原因は明らかにされていない状況であり，適切な

基準を作成することは不可能である。福島第一原発事故の原因究明すらなされ

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が策定できるはずが

ない。 

   これに対して，抗告人は，福島第一原発事故の原因は，津波によるものだと

して，多くの科学者等による地震原因説の具体的な指摘にも関わらず，地震原

因説を排斥するものである（抗告人も原子力規制委員会も，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，地震対策は抗告人も認め

るように従来とほぼ同じものとなっており，基準地震動の策定方法は福島第一

原発事故前と変わっていない）。このような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

脆弱性に直結している。 

  ③国際的な常識である「深層防護」が極めて不十分である。 

  ・まず，耐震安全性に関して根底となる第１層が不十分である（基準地震動が

本質的に過小評価となるような基準である。この点に関しては，繰り返し準備

書面において主張してきたところである）。 

  ・設備・機器の耐震性の低さを通じて，第２層，第３層の脆弱性をもたらす。

これは，相手方ら準備書面（９）等で述べた通り，基準地震動は，設備や重大

事故等対処設備の審査の基準になる，新規制基準が依って立つ最も重要なメル
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クマールであり，基準地震動が甘くなれば，弾性設計用地震動も甘くなり適切

な弾性設計が出来ないからである。 

  ・安全機能の重要度分類と耐震重要度分類を見直すべきことが可能になりなが

ら放置されている。 

  ・新たに義務化された第４層（シビアアクシデント対策）が非常に不十分であ

る。設計面で根本的に「止める，冷やす，閉じ込める」機能を拡充することな

く，後付けの付け焼き刃的な対策をとったに過ぎない。「冷やす」対策，「閉

じ込める」対策が不十分で実効性を欠いているし，敷地外への放射性物質の拡

散抑制対策も不十分である。恒設設備ではなく，可搬設備で対応することを基

本としていることから重大事故対策の有効性が認められない。 

  ④立地審査指針が欠如している以上，新規制基準は，周辺公衆の放射線被害を

防止することを防止することを何ら保証するものではない（万が一の事故が発

生した場合に，周辺公衆の放射線被害を防止する基準であり，万が一の事故が

起こらないようにすることを目指すものであり，重大事故対策等対策で代替出

来るものではない。重大事故対策による放射性物質抑制効果に期待するのであ

れば，その効果を検証，審査するためにも，立地条件の適否の評価が必要不可

欠にもかかわらず，立地審査指針の見直し，組入がなされていない）。 

  ⑤第５層（避難計画）を放棄している（当初，再稼働のための必須条件とされ

ていたにもかかわらず，新規制基準では避難計画の実効性が審査されない）。 

  ⑥福島第一原発事故で大きな問題となっている汚染水対策の基準が一切なく，

深層防護の思想に反する極めて不十分な基準である。 

  ⑥大量の放射性物質が漏れる危険性がある使用済み核燃料プールに対する規制

が極めて不十分である。 

 ２ 抗告人の主張 

   これに対して，抗告人は，主張書面（２２）において反論を試みているが，

いずれも，福島第一原発事故の教訓を無視した的外れな反論に終始しており，

抗告人の主張には全く理由がない。 

   以下，新規制基準の問題点についての主張に対する反論及び補充主張を通じ

て，抗告人の主張には全く理由がないことを明らかにする。 

 

第２ 「原子力規制委員会の独立性・中立性」について  

 １ 抗告人は，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
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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 

  (1) 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（乙第２７３号証の１：１～４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，Ｉ

ＡＥＡ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。  

  (2) 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」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，中立性は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 

   （ア）「考え方」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
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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（以下，国会事故

調という）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。 

     更に，国会事故調は，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。 

     このように，福島第一原発事故の政府事故調・国会事故調は，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。 

   （イ）「考え方」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 Ｐ

ａｒｔ１（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。」（下線は引用者追加）， 

     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  

   （ア）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
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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」（ＧＳＲ 

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。 

   （イ）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（甲第２８５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 
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    （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） 

      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，直近３年に限るなど決して十分とはいえない

が一応の評価はできる。 

       しかしながら，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
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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（甲第２８６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。 
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     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（甲第２８７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６６名が参加する「原発ゼロの会」からなされている（甲第２

８８号証，甲第２８９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。 

  (3) 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

した島﨑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，次のような規制委員会の問題点を露呈した（甲第２９０号証）。 

        島﨑元委員長代理は，大飯原発の基準地震動について抗告人が採用する式
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（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，規制委員会は，別の計算式で地震動を再計算した結果，抗告

人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，抗告人の計算値

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。島﨑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。 

    なお，この点に関しては，相手方ら準備書面（２４）の第５の５（１），

とりわけ２５～２６頁において指摘している。 

        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。 

  (4) 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 Ｐａｒｔ１（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３ 「原子力規制委員会の専門技術的裁量と安全性に対する考え方」に見られる

根本的な誤り  

   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
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となる。 

  １ 原子力規制委員会の考え方の要旨 

  (1) 原子力規制委員会は，乙第２７３の１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。 

    (2) 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。 

    (3) 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。 

    (4) 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‐ 

  (1) 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（上記１

（２）），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
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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（上記１（４））。 

    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。 

    (2) 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，
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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。 

  (3) 依って立つ論拠が不当であること 

   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よ

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
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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抗告人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。  

  (4) 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。 

  (5) 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
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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。 

  (6) 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」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，妥当でない。 

       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‐ 

  (1) 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。 

    (2) 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。  
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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。 

  (3) 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が本年８月に放送した「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，使用済み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（甲第２８０号証，甲第２８１号証）。原発の安全性，使用済

み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
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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）。 

 

第４ 立地審査指針を欠如している点について 

 １ 抗告人は，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。 

   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 抗告人は，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

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，抗告人の上記主張は，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。  

  (1) 基本的目標ａについて 

   ア まず，抗告人は，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
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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。 

     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，抗告人は，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，抗告人は，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
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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，抗告人は，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。 

     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。 

     ここに，抗告人は，主張書面（２２）の３４頁欄外（注意書き３）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。 
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  (2) 基本的目標ｂについて 

   ア また，抗告人は，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（乙第２７３号証の１：３００～３０３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。 

     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い（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）。また，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。 

  (3) 基本的目標ｃについて（３６頁） 

   ア さらに，抗告人は，基本的目標ｃについて，国際放射線防護委員会の２

００７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
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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，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，福島原発事故の際，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。 

     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抗告人の主張の誤

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。 

  (1) (旧)原子力安全委員会委員長班目春樹氏(甲第２０７号証) 

        原子力安全委員会委員長斑目春樹氏は，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

第２０７号証１４２頁～。相手方ら準備書面（２１）１１～１３頁参照）。 

  (2) 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(甲第２９１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
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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 ㏜くらいになってい

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。 

 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。 
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 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(甲第２９２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(甲第２９３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(甲第２

９３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」（乙第２７３号証の１）（以下，「考え方」という。）も記述する

ように，立地審査指針は，「陸上にて位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断するためのも

の」であった(乙第２７３号証の１：２８２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，抗告人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
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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。 

 ８ 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。 

   

第５ 設備に関する安全性の主張に対して 

 １ 共通要因故障について 

  (1) 抗告人の主張 

    抗告人は，「考え方」（乙第２７３号証の１：１０４～１０５頁。）を引

用したうえで，「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

考慮することは論理矛盾である」旨主張する（抗告人主張書面（２２）１５

頁）。 

  (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，抗告人の引用する「考え方」（乙第２７３号証の１：１０
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４～１０５頁）及びこれに基づく抗告人の主張は，あくまでも外部事象に係

る設計上の想定（基準地震動，基準津波等）が十分であることを前提として

いるが，これまで主張してきたように（基準地震動につき相手方ら準備書面

（２４），基準津波につき相手方ら準備書面（２５）等々），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り，新規制基準における設計上の

想定は不十分である。 

    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。そのため，外部事象に係る設計上の想定が十分であり，

共通要因故障を防止できることを前提とする抗告人の主張には全く理由が

ない。 

 ２ 外部電源の耐震重要度分類について 

  (1) 抗告人の主張 

    抗告人は，原子力規制委員会が作成した「考え方」（乙第２７３号証の１）

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（乙第２７３

号証の１：１７６頁）ことを根拠に，外部電源の耐震重要度分類がＳクラス

でないことを批判する相手方らの主張は原子力発電所の基本設計に関する

考え方を何ら理解しないものであるなどと主張する（抗告人主張書面（２２）

１７頁）。 

  (2) 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は可能であること 

    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，抗告人及び「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。 

    相手方ら準備書面（２１）「第５の２」（３４頁以下）でも主張したとお

りであるが，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クラスにすると，設置場

所の調査確認，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，外部電源を耐震重要度分類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。 

  (3) 事故時においても電力供給を期待できる外部電源系にすれば足りること 

    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



- 28 - 

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，抗告人の

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。 

    したがって，抗告人が外部電源を耐震重要度分類Ｓ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。 

  (4) 抗告人主張は詭弁に過ぎない 

    抗告人は，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（抗告人主張書面（２２）１７頁）。 

    しかしながら，抗告人の主張は詭弁に過ぎない。 

    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」（乙第２７３号証の１：１７５頁）とされている。 

    相手方ら準備書面（２１）「第５の２」（３４頁以下）で主張したとおり，

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

（甲第１６６号証），耐震Ｓクラスの非常用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
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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。 

    抗告人は，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，抗告人は，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，抗告人の主張が不合理であ

る。  

  (5) また，「考え方」の説明（乙第２７３号証の１：１０４～１０５頁）にも，

下記述べる通り，全く合理性がない。  

ア ここに，福島第一原発は，外部電源をすべて喪失して危機に陥った。そ

して，非常用電源が停止して，過酷事故に進行してしまった。福島第一原

発事故直後，既に述べて来たとおり，多くの識者が，外部電源設備の耐震

性を向上させなければならないと発言していた。にもかかわらず，新規制

基準では，重要度分類でＰＳ－３クラス，耐震設計上の重要度分類でＣク

ラスに止め置かれた。  

     この点は，福井地裁平成２６年５月２１日判決（大飯原発３，４号機運

転差止請求事件）でも強く批判されたところである（甲第７６号証）。  

イ 「考え方」は，外部電源の耐震性等を向上させない理由について，「長

大な電線路や経由する発電所すべ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によりその信頼性が影響を受けるため

，原子力発電所側からは管理できない。さらには，発電所外の電線路等は

発電用原子炉施設の設備ではないことから，事故等の発生時は，外部電源

系による電力供給には期待すべきでない」からだという。  

     上記福井地裁判決は，「第一陣の備えが貧弱なため，いきなり背水の陣
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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。  

ウ 上記「考え方」の説明には全く合理性がない。確かに，延々と続く電線

路の設備をすべて耐震Ｃ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。又，他の電力会社の設備であることは，

電力会社間の話し合いで何とでも解決できることである。  

     そして，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。高浜原発を襲う強震動は，内陸地殻内地震によるも

のだと想定されているが，内陸地殻内地震の場合，震源断層の周辺は強い

地震動が襲うが，その範囲は広くはない。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，通常は考え難い。  

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。  

     したがって，抗告人がよって立つ「考え方」の説明自体，全く合理性を

欠くものである。   

 ３ 全交流動力電源喪失対策設備（設置許可基準規則１４条）の不備 

   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。 

   しかし，設置許可基準には，非常用所内直流電源の「必要な十分な容量」に

ついて具体的定めがない。「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を想定し

ていた事故前の不合理な基準と変わりがないこととなる。 

   例えば，福島第一原発３号機は，３月１１日１５時４２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（甲第２９４号証，ただし，それでも福島第一原

発事故を防ぐことができなかった）。 
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   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，不十分な基準である。 

   以上から，直流電源の必要な容量につき具体的に規定をしていない設置許可

基準規則の解釈１４条１項は不合理なものである。 

 ４ 電源設備の不備 

  (1) 外部電源の不備 

   ア 設計基準規則３３条は，以下のとおり，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する。 

・設計基準規則 第３３条４項 

 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（電力系統と非

常用所内配電設備とを接続する外部電源受電回路を２つ以上設ける事）は，

それぞれ互いに独立したものであること（上流の接続先において１つの変電

所又は開閉所のみに連係して送電線が全て停止することにならないこと） 

・設計基準規則 第３３条５項 

 前項の電線路のうち少なくとも一回線は，設計基準対象施設において他の回

線と物理的に分離（同一の送電鉄塔等に架線されないこと）して受電できる

ものであること 

   イ しかし，上記規定だけでは，福島第一原発事故の教訓を踏まえた規定に

なっていない。 

   （ア）例えば，新規制基準検討チーム第２回会合（甲第２９５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。 

   （イ）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，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（甲第９８号

証１１頁） 

（ウ）「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）（甲第２９６号証）も，以
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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す

る。 

     東通，女川，福島第一，福島第二，東海第二の外部電源２２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．開所設備の耐震性向上が挙げられる（同８～１２頁）。 

ウ 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る。当該審査基準に基づい

てなされる設置変更許可処分は設置許可基準規則３３条及び同規則４条に

反するものであり違法である。 

     このままでは福島第一原発事故の時にそうだったように，非常用ディー

ゼル発電機等が機能喪失した場合，容易に全交流電源が失われ，炉心損傷

に至って人々に重大な被害を及ぼすおそれがあり，その権利を侵害するお

それがある。 

  (2) 非常用電源設備の不備 

   ア 設置許可基準規則第３３条７項は，「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

る機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても，運転時の異常な過

渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に

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もの

でなければならない。」と規定する。  

    そして，設置許可基準規則の解釈第３３条７項は，「第７項に規定する

「十分な容量」とは，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。
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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できるもので

あること。」と規定する。  

   イ 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（甲第２９７号証）。 

   ウ 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。  

   エ 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は必ず非常用電源が機能するといえるほどの

信頼性に欠けるものである（甲第２９８号証）。 

   オ 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日分では明らかに

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，その規制がなされていない。この規制がないままでは，非常用電

源の容量は７日分では明らかに不足しており，設置許可基準規則第３３条

７項は明らかに不合理であり，かかる審査基準に基づいてなされる設置変

更許可処分は同規則３３条７項に反するものであり，違法である。 
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     強い地震動などで外部電源が全滅した場合，非常用電源だけが頼りにな

るが，仮に非常用電源が健全だったとしても，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い全交流電源喪失となってしまう危険性があ

り，その結果，炉心損傷に至って人々に重大な被害を及ぼすおそれがあり，

その権利を侵害するおそれがある。 

 

第６ 過酷事故対策について  

 １ 原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号 

   原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号において，発電用原子炉施設の位

置，構造及び設備について，災害の防止上支障のないものとして原子力規制委

員会規則に定める基準に適合することが求められているが，当該規則が実用発

電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（以下

，乙第２７３号証の１の表記と同様に，「設置許可基準規則」という）である

。 

   福島原発事故後に設置された原子力規制委員会は，福島原子力発電所事故の

教訓に学び，二度とこのような事故を起こさないようにすること，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し，又は実施することを任

務とするものであり，その任務の一環として原子力規制委員会が設置許可基準

規則を策定したものであるから，設置許可基準規則は，福島原発事故の教訓と

，国際基準が設置許可基準の内容とされていなければならない。 

   福島原発事故以前の立地審査指針における重大事故，仮想事故の場合の離隔

要件を判断する立地評価は，いずれも過小評価であったことが明らかにされた

のであるから，設置許可基準規則には，福島原発事故を踏まえた事故を想定し

て離隔要件を定めた基準を規定すべきであるにもかかわらず，その基準が存在

しない。また，確立された国際基準では，５層までの深層防護を設置許可基準

としているにもかかわらず，設置許可基準規則には第５層が存在しない。設置

許可基準規則は，原子炉施設の重要な安全確保策を欠いた対策であり，そのよ

うな対策への適合性を確認しようとしているのであるから，原子炉等規制法４

３条３の６第１項４号が規定する，原子炉施設が災害の防止上支障がないもの

の確認する規則となっていない。 

   また，設置許可基準規則の概要として，（１）対策に必要な施設・設備の要

求において，ⅰ 平常運転時の被ばく低減対策を適切に講じていること，ⅱ 自

然的条件及び社会的条件との関係をも含めた事故の防止対策を適切に講じてい
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ること，ⅲ 上記ⅱにもかかわらず，万一事故防止対策が機能を喪失した場合

においても，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合における炉心等

の著しい損傷を防止するための安全確保対策及び重大事故が発生した場合にお

ける大量の放射性物質が敷地外部に放出される事態を防止するための安全確保

対策を講じていることが定められているが，それも基準として不十分であり，

ⅳ 福島原発事故を踏まえた事故評価に基づく適切な離隔要件を充足した場所

に原子炉施設が立地していること，ⅴ 深層防護の第５層に該当する適切な緊

急時避難計画が立案されていることが確認されなければならない。 

   さらに，設計の妥当性を確認するための安全評価等」において，上記ⅰ～ⅲ

で確認された設計の妥当性を確認するために設置変更申請者が，ⅰ 通常運転

時における被ばく低減対策に係る被ばく線量評価，ⅱ 事故防止対策に係る安

全評価，ⅲ 重大事故等対策の有効性に係る評価を実施することも含まれてい

るとされているが，同様にこれだけでは不十分である。 

 ２ 重大事故等対処施設について 

  (1) 重大事故等対策の規制の経緯として，新規制基準策定以前は，設計基準事

故が生じた場合のみを規定していたが，福島第一原発事故を踏まえ，設計基

準事故に対処するための設備が機能喪失した場合，さらに炉心の著しい損傷

が生じた場合も想定した対策を求めることとしたと説明されている。しかし

ながら，以前には何故重大事故等対策が求められていなかったのかの理由が

明らかで無く，改善すべき規制の内容が不明のままである。 

       以前は，「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，運転の各段階に於いて，①異常の発生防止，②異常の拡大防止と事故

への発展の防止，③放射性物質の異常な放出の防止，といういわゆる多重防

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。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おり，原子炉

施設のリスクは十分低くなっていると判断される。」（1992 年 5 月 28 日原

子力安全委員会決定）とされていた。この「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小さい」と言う判断が

間違っていたわけであるから，具体的に何が間違っていたのかを明らかにし

なければ，以前の安全性の考え方を改善することはできない。しかるに，新

規制基準は，以前の判断の原因を明らかにしないまま重大事故等対策の規制

を導入しており，木の竹を接いだような弥縫的な規制である。 

  (2) 重大事故の定義として，発電用原子炉の炉心の著しい損傷又は核燃料物質

貯蔵設備に貯蔵する燃料体若しくは使用済燃料の著しい損傷を指すとされて
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いるが（原子炉等規制法４３条の３の６第１項３号），格納容器破損を重大

事故に含めていない。格納容器破損対策は，重大事故等対策ではないことに

なる。 

  (3) 重大事故等対策における深層防護等の考え方として，炉心損傷防止対策，

格納容器破損防止対策，放射性物質拡散防止対策，大規模損壊への対応を求

めていると説明されているが，大規模損壊への対応だけが，何故設置許可基

準規則に規定されず，技術的能力基準に規定されているのか，その理由が不

明である。 

 ３ 重大事故等対処施設に関する要求事項について 

  (1) 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

求していることを説明されており，地震，津波に対しては，基準地震動によ

る地震力により，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。  

しかし，重大事故等対処施設は，設計基準事故を超える事故の場合に稼働

する施設なのであるから，設計基準の基準地震動，基準津波に対して安全性

が損なわれないというのでは，想定が不十分である。設計基準を超える自然

現象に耐えてこそ，重大事故等対処施設である。 

        すなわち，重大事故等対処施設は，設計基準対象施設がその安全機能を喪

失した場合に重大事故等に対処するための施設であるから，設計基準対象施

設が安全機能を喪失する場合を想定したうえで，その状況下で重大事故等対

処施設が機能するかを考えることは危険に対処するための考え方として当然

なされるべきことである。例えば，基準地震動を超える地震動によって設計

基準対象施設が壊れることによって設計基準対象施設が安全機能を喪失する

場合は，その想定の一つである。その場合に機能すべき重大事故等対処施設

の上限が，基準地震動に耐えることであったとすると，設計基準対象施設と

重大事故等対処施設のいずれもが基準地震動を超える地震動で壊れる事態に

なり得る。その事態を防止するためには，重大事故等対処施設は，基準地震

動の何倍もの地震動に耐えることが基準として要求されなければならない。 

        しかるに，新規制基準では，重大事故等対処施設は，設計基準対処施設と

同じ基準地震動による地震力に対して機能が損なわれなければよいとされて

おり同規則３９条１項１乃至３号），この点，災害の防止上に支障があるこ

とは明らかである。 

  (2) 重大事故等対処設備に関する要求事項（設置許可基準規則４３条から６２

条）において，「理由を問わず，設計基準事故等に対処するための設備が機

能喪失した場合においても，炉心の著しい損傷の防止，原子炉格納容器の破
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損の防止等及び放射性物質の拡散の抑制のための対策を要求している」と原

子力規制委員会は説明している。 

        しかし，理由を問わずに対策を要求することは，実際の事故想定と乖離し，

実効的な対策とはならない。例えば，地震により重大事項等が発生した場合，

いくつもの機器，配管が損傷するのであるから，具体的に想定して対策を講

じるべきである。 

        また，理由を問わないシビアアクシデント対策は，ＩＡＥＡの要求にも反

する。ＩＡＥＡ安全基準「原子力発電所のシビアアクシデントマネジメント

計画」（Ｎｏ．ＮＳ－Ｇ－２．１５）（甲第２９９号証）は以下のような要

求をしている。 

        「２．１７ シビアアクシデントマネジメントでは，発電所のすべての運

転モード，並びに，発電所の広範囲を損傷する可能性がある火災，洪水，地

震，および極めて異常な気象状態（例えば，強風，極端な高温や低温，およ

び渇水）のような適切に選択した外部事象も対象にするべきである。シビア

アクシデントの手引きでは，電源喪失，制御室や電源開閉装置室の喪失およ

び系統や機器への接近が難しくなる場合のような，外部事象により提起され

る具体的な脅威が検討されるべきである。」（８頁） 

        「２．１８ 外部事象は又，シビアアクシデントマネジメント用の資源の

利用可能性に影響を与える場合もある（例えば，厳しい渇水により，平常時

の水資源のバックアップとなる河川や湖などの自然の冷却水源の利用が限ら

れる場合があり，また地震でダムが損壊する場合がある）。このようなあり

得る影響は，アクシデントマネジメントの手引きを策定する際に検討される

べきである。」（８頁） 

       理由を問わずではなく，具体的起因事象を検討して，具体的な事故シーケ

ンス（シーケンスとは順序，機序という意味）を考えることがＩＡＥＡの要

求であり，またそのようにしなければ実効的な対策は立てられない。 

   (3)「炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著

しい損傷の破損に至った場合」（設置許可基準規則５５条）の重大事故等対

策として要求されている事項は，ａ）放水設備により，工場等外への放射性

物質の拡散を抑制するために必要な手順等を整備すること ｂ）海洋への放

射性物質の拡散を抑制する手順等を整備することである。 

        しかし，放水設備による放射性物質の拡散抑制については，福島第一原発

事故において，１，３号機における水素爆発は予見できず，水素爆発を見た

瞬間に放射性物質は拡散しており，２号機の格納容器の破損及び破損個所は

予見できず，破損した後においても破損個所は特定できず，敷地付近のモニ
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タリングポストの放射能濃度が急上昇したことを知っただけであるから，放

水設備を効果的に準備することも，仮に準備したとしても放水で放射性物質

の拡散を防ぐことも出来ないことは，福島原発事故の経験から得られた知見

である。また，福島原発事故から５年以上が経過している現在においても汚

染水の海洋流出を阻止できないでいる現実を見れば，海洋への放射性物質の

拡散抑制の要求が，不可能ないし著しく困難な要求であることも明らかであ

る。 

        このように工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に係る対

策は，実効的な対策ではない。 

 ４ 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 

  (1) 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ＰＲＡ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。 

        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（甲第２９９号証）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 防止のアクシデントマネジメントの手引きは，起こり得る設計

基準を超える事故事象の全体像，すなわち，可能性のある起因事象に基づい

て起こり得ると考えられるすべての事象，並びに，事象の進展中に，追加的

なハードウェアの故障，人的過誤及び／又は敷地外の事象によって引き起こ

され得る複雑さを，扱うべきである。」 

       可能性のある起因事象に基づいて起こり得ると考えられる全ての事象と事
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象進展中の複雑な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。 

        「３．３ アクシデントマネジメントの手引きは，シビアアクシデントに

より核分裂生成物の障壁に対して起こり得る驚異の全体像，すなわち，複数

のハードウェアの故障，人的過誤及び／又は外部からの事象，並びにシビア

アクシデントの進展中に生じる可能性のある物理現象（水蒸気爆発，格納容

器の直接加熱と水素燃焼など）に起因するものを含めて扱うべきである。こ

の過程において，解析では頻繁には考慮されない問題，すなわち，極めて起

こりそうもない設備の故障や異常動作などの追加的なことも考慮されるべき

である。」 

  (2) 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。 

  (3) 「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

り得る事象を決定するのに本質的な不確かさがあることを考慮すると，ＰＳ

Ａは，シビアアクシデントマネジメントの手引きの策定において事故シナリ

オを除外するために，先験的に使用されるべきではない。」 

       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。 

  (4) 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，ＩＡ

ＥＡの前記安全基準に以下のように規定されている。「３．４脅威のメカニ

ズムの全体像を決定する上で，レベル２ＰＳＡ（利用可能であれば），また

は他の発電所における類似の研究およびシビアアクシデントに関する研究に

よる知見から，有用な手引きが得られる。しかし，事故の進展が，ＰＳＡで

はほとんどありそうもないパスで構成されるようであってもまたはＰＳＡで
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は全く特定されないとしても，潜在的な脅威のメカニズムの特定は，すべて

の特定された状況におかれた発電所職員のための手引きの根拠を与えるよう

に十分に包括的であるべきである。」 

       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。 

 ５ 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効

性評価に係る審査ガイド（甲第２３９号証）において，「設置許可基準規則の

解釈内規第３７条２－３（ｃ）の『放射性物質による環境への汚染の視点も含

め，環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること』を確認するた

め，想定する格納容器破損モードに対して，セシウム１３７の放出量が１００

テラベクレルを下回っていることを確認するとされている。この点について，

原子力規制委員会は，原子力発電所の近隣に住む住民が長期避難を余儀なくさ

れる可能性がある放射性物質を基準とする観点から，半減期が短い希ガス，ヨ

ウ素などではなく，想定される放出量が多く，半減期が長いセシウム１３７の

放出量を元に評価することを求めていると述べている。 

   しかし，原発事故でまず考えなければならない事は，周辺住民の健康であり，

格納容器破損によって放出される希ガス，ヨウ素１３１の身体への影響を考え

なければならない。従って，セシウム１３７の放出量を１００テラベクレルに

するという基準では全く不十分な基準である。 

 ６ 可搬設備について 

  (1) 抗告人は，原子力規制委員会がまとめた乙第２７３号証の１に基づいて，

常設設備は設計上の想定をしなければならないので，想定を超えた場合の効

果が限定される，可搬型設備は柔軟性がある，可搬型設備は，常設設備に比

べると，経験則上耐震性に優れていることなどを理由として，重大事故等対

策では可搬型設備による対策を基本とするなどと主張する（抗告人主張書面

（２２）１９頁以下）。 

       しかし，外部事象による共通要因故障を想定した設計をしないのは，そも

そも設計上想定される外部事象によって壊れないように設計されているから

と別の箇所で説明しておきながら，可搬型設備を基本とする説明では，可搬

型の方が耐震性に優れているというのは，ご都合主義といわざるを得ない。 

        また，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
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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。 

  (2) 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。 

       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。 

 ７ 特定重大事故等対処施設について 

  (1) 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
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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日程度を要しため，保守的に７日間と設定したと述

べている。 

  (2) 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



- 43 - 

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。 

 

第７ 使用済燃料ピットについて  

   使用済燃料ピットについて，抗告人の主張書面（２２）では，同３９頁にお

いて（ⅰ）～（ⅳ）の項目で，使用済燃料ピットに関する相手方らの主張を整

理し，その４つの項目について抗告人は，同書面３９頁以下で反論をしている

ので，その各反論に関して，相手方らは以下のとおり再反論する。 

 １ 冷却設備に関する抗告人の反論に対する相手方らの再反論 

  (1) 主張書面（２２）３９頁（ⅲ）について 

        使用済燃料ピットの冷却設備の耐震重要度分類がＢクラスであることが合

理性を欠くという相手方らの主張（抗告人主張書面（２２）３９頁（ⅲ））

に対し，抗告人は，同書面４５頁のウにおいて反論している。 
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そこで，この点つき以下のとおり，相手方らはそもそも何故に冷却設備が

重要なのかという点から論じて再反論する。 

  (2) 冷却設備の機能について 

      使用済燃料ピットにおいて冷却設備とはどういう機能を有しているのかに

ついて，抗告人は主張書面（１９）８４頁の「図表１８」などを示しながら，

以下のように説明する。 

 

      「使用済燃料から発生する崩壊熱は，使用済燃料ピット水の循環・冷却に

よって継続的に除去されている（冷却機能）。そして，仮に冷却機能が喪失

するなどして蒸発により水位が低下した場合でも，燃料取替用水ポンプによ

り，燃料取替用水タンク内のほう酸水を使用済燃料ピットへ補給し，冠水状

態を保つことで，使用済燃料を冷却することができる（補給機能）。」（抗

告人主張書面（１９）８１頁）。 

      このように，抗告人は，冷却機能が喪失し蒸発により水位が低下した場合

でも補給機能により冠水状態を保つことができると説明する。しかし，冷却

機能が喪失して蒸発により水位が低下するような非常事態に至った場合に

は，抗告人の上記説明のとおり，補給機能により水をピットに補給して一時

的には冠水状態を回復するであろうが，ピット内の水は絶えず温度が上がっ

て蒸発して水位は下がっていくのであるから，水量を維持し冠水状態を保つ
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ためにタンク内の水が続けてピット内に補給されなければならない。 

しかし，上記の図表１８からも明らかなように，「燃料取替用水タンク」

の水は有限であるから，同タンクから補給されるタンクの水がすべて蒸発し

てしまうのは時間の問題であって，タンクの水がすべてピットに補給された

後は冠水状態を維持できないということになる。 

      つまり，抗告人が主張する補給機能とは，タンクに存在する水の補給でし

かなく，ピット内の水が蒸発により水位が低下するにつれて，補給するタン

クの水は減少し，いずれはタンクの水が空になってしまうという事態が当然

に予想される。上記図表１８には，４つのタンクが描かれているが，抗告人

の説明によると，「燃料取替用水タンク」という１個のホウ酸水だけが補給

されることになると推測されるが，そのホウ酸水が蒸発してしまった場合に

は，冠水状態が維持できない。持続的に崩壊熱を放射する使用済燃料の場合，

仮にタンクが４個の場合でも蒸発により冠水状態を維持できないことは明ら

かであるから，１個であるとすると冠水状態を維持できない状態になるには

さらに早まることになるのは必至である。 

      補給タンクの水が空になった場合，ピットの冠水状態は維持できず，蒸発

により水位が下がり使用済燃料が水面から姿を現し，周囲に大量の放射性核

種を拡散させてしまう。水量が限定されている補給タンクによるピットの冠

水状態は一時的でしかなく継続的に崩壊熱を除去することは補給タンクでは

不可能であり，結局のところ使用済燃料が水面から現れることは時間の問題

でしかないのである。 

        したがって，冠水状態を一時的に維持しても効果がないのであるから，継

続的に維持する必要があるが，そのために設置されているのが循環冷却設備

なのである。温度上昇したピット水を冷却し，それを循環させて再度ピット

水に注入するという循環・冷却機能は，正常運転時はもちろんのこと，非常

時においても極めて重要な機能である。 

        以上を前提とすると，循環・冷却機能は冠水状態を維持して放射性物質の

拡散を防ぐための核心部分であるから，あらゆる災害等の事態からも守られ，

機能不全に陥らないように慎重に配備されなければならず，少なくともＳク

ラスの耐震重要度分類が適切であること論を待たない。 

  (3) 補給機能に対する根本的疑問 

        「燃料取替用水タンク」は，「定期検査時には原子炉容器と使用済燃料ピ

ット間で燃料を移動する際，水中で行うために移動箇所にはこのタンクの水
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を張って移動します。」*1とあるとおり，正常運転時（非災害時）において燃

料移動のために使用される水をためているタンクである。したがって，図表

１８を見ると，右側の「燃料取替用水タンク」から矢印の方向にのびている

配管は燃料取替用水ポンプを経て，冷却系の配管に繋がっており（下記の図

の赤丸で囲った部分），燃料取替用水タンクの水は，冷却系の配管を通って

ピットに注入されるようになっている。 

 

 

      【上の図は図表１８から一部抜粋した部分の拡大図】 

 

    このように，燃料取替用水タンクの水が燃料取替用水ポンプによりピット

内に補給される場合，冷却系とは独立の配管等でピット内に注入されるので

はなく，冷却系の配管をいわば借用して水を注入する仕組みになっている。 

正常時であれば，燃料取替用水タンクの水は，冷却系の配管に支障がない

限り，ピット内に注入されることが予想される。しかし，問題は，非常時に

おいてもそのように言えるかということである。 

    抗告人の説明によると，「仮に冷却機能が喪失するなどして蒸発により水

位が低下した場合でも，燃料取替用水ポンプにより，燃料取替用水タンク内

のほう酸水を使用済燃料ピットへ補給し，冠水状態を保つことで，使用済燃

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*1http://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/knic/meeting/genshiryok

u/nenryo4_1.html 

http://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/knic/meeting/genshiryoku/nenryo4_1.html
http://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/knic/meeting/genshiryoku/nenryo4_1.html
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料を冷却することができる（補給機能）。」（抗告人主張書面（１９）８１

頁）ということであるから，燃料取替用水タンクの水がピットへ補給される

のは，非常事態で「冷却機能が喪失するなどして蒸発により水位が低下した

場合」でも，補給機能の役割が発揮されることを想定していることになる。

しかし，この場合，冷却機能の配管を借用する形で注入することを予定して

いる補給機能が，冷却機能が喪失した場合に有効に補給機能が働くのかとい

う根本的疑問が発生する。 

    この場合，補給機能が，冷却系の配管をいわば借用して水を注入する仕組

みとなっている以上，冷却系が機能喪失に陥った場合には，当然に補給機能

も作動しなくなる当然に予想される。したがって，抗告人の上記主張（抗告

人主張書面（１９）８１頁）は，論理的に破たんしているといわざるを得な

い。 

    非常時に冷却系が機能喪失状態に陥って補給系からピットに水を補給する

場合，冷却系の喪失状態から影響を受けては補給機能が働かないことになる

のは当然である。したがって，冷却系の機能喪失という非常時にも補給系に

よってピットへの水の注入をしようとするのであれば，冷却系の機能喪失の

影響から補給系の機能を守るために，補給系は冷却系とは独立したシステム

で構築されなければならない。すくなくとも水の注入の配管について言えば，

冷却系の配管とは別の配管で補給系からピットに直接に水の注入が可能とな

るようにシステムを構築する必要がある。 

    にもかかわらず，補給系からのピットへの水の注入が冷却系の配管を使用

して（借用して）ピットに水を注入する仕組みになっているということは，

冷却系の機能喪失とともに補給系も機能喪失に陥ってしまうことを意味する

のである。 

    抗告人は，「新規制基準における使用済燃料ピットの冷却設備の耐震重要

度分類がＢクラスであるのは，使用済燃料ピット水の補給設備が耐震性の高

いＳクラスに分類されており，この補給機能で使用済燃料ピットの冷却が可

能となるためである。」（抗告人主張書面（２２）４６頁）と説明するが，

その趣旨は，冷却設備がＢクラスでも補給設備がＳクラスだから大丈夫であ

るという論理であろう。 

    しかし，既に説明したところからも明らかなように，補給設備が冷却系の

設備を前提として（または借用して）成り立っているのであるから，いくら

補給設備が耐震性の高いＳクラスに分類されていても，冷却設備がＢクラス

であれば補給設備も実際にはＢクラスと差異がないことになる。そしてＢク

ラスの冷却設備が機能喪失に陥れば，補給設備自体はいくらＳクラスだとは
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言っていても，補給機能も機能喪失に陥ってしまうのである。 

    例えていうならば，本件の補給設備は，冷却設備という親亀の上に乗って

いる子亀のような存在でしかなく，冷却設備という親亀がこけたら必然的に

子亀である補給設備もこけて，機能喪失に陥ってしまうのである。 

    抗告人の冷却設備が B クラスでも補給設備が S クラスだから大丈夫という

論理は完全に破たんしているのである。 

  (4) 原々決定と相手方らの主張の意味 

        以上のような理解のもと，原々決定は，「新規制基準は防護対策を強化し

たものの，原子炉と異なり一段簡易な扱い（Ｂクラス）となっている」こと

を指摘し，「使用済み燃料ピットの冷却設備もまた基本設計の安全性に関わ

る重要な施設として安全性審査の対象となるものというべきである」（４７

頁）と判示し，同様に相手方らも，「使用済燃料ピットの冷却設備の耐震重

要度分類が B クラスというのは，新規制基準が合理性を欠いていることを示

すもの」であると主張してきたのである。 

        これに対して抗告人は，「冷却設備の耐震重要度分類が B クラスであるの

は，使用済燃料ピット水の補給設備が耐震性の高い S クラスに分類されてお

り，この補給機能で使用済燃料ピットの冷却が可能となるためである。また，

原子力規制委員会も，『使用済燃料貯蔵施設の冷却系は，その機能を喪失し

たとしても使用済燃料貯蔵槽に・・・補給水設備により水が補給できれば崩

壊熱の除去及び放射線の遮蔽等が可能であることから，補給水設備により機

能を代替できるため，・・・』Ｂクラスに分類される」という主張を繰り返

すに過ぎない。 

        このような主張は，使用済燃料ピットにおける冷却設備の重要性に関する

認識を欠くものであるとの批判を免れず，使用済燃料から発生する放射性核

種の地域住民に対する健康被害の危険性を無視するものとの批判が可能であ

る。 

  (5) 耐震重要度分類について 

        相手方ら準備書面（９）で説明したように，「耐震重要度分類Ｂクラスの

施設については，共振のおそれのある施設のみ，弾性設計用地震動に２分の

１を乗じた地震動を用いて検討するとされている。 

        ところで，耐震重要度分類Ｂクラスの施設には次のような施設がある（設

置許可基準規則解釈第４条に関する別記２．２．二）。 

        ・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて，一次冷却材を内蔵

しているか又は内蔵し得る施設 

        ・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし，内蔵量が少ない又は貯蔵方
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式により，その破損により公衆に与える放射線の影響が実用発電用原子炉の

設置，運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第２条第２

項第６号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分

小さいものは除く。） 

      ・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で，その破損により，公衆

及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設 

      ・使用済燃料を冷却するための施設 

      ・放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施

設で，Ｓクラスに属さない施設 

        いずれも，Ｂクラスの施設であっても放射能防護という観点からは重要な

施設であるのに，①共振のおそれがある施設についてのみ影響を検討すると

されていること，②影響を検討するとされているが，弾性の範囲内に留まる

ことは要求されていないこと，③検討の用に供する地震動は弾性設計用地震

動の半分の強さの地震動で良いとされている（結局基準地震動の４分の１の

強さになる。）ことは問題である。設置許可基準規則第４条１項の解釈とし

てこのような解釈を採ることは許されない。」（１２～１３頁）。 

        原子力規制委員会が使用済燃料ピットの冷却設備の耐震重要度分類をＢク

ラスとし（Ｓクラスとせず），抗告人がＢクラスとして安全設計審査を受け

ていることは極めて問題であるといわざるを得ない。 

  (6) 乙第２０３号証は信用性がない 

        これに対し，抗告人は，主張書面（２０）（平成２８年８月１０日）にお

いて，「そもそも抗告人は，上記（１）で述べた新規制基準の要求を超えて，

本件発電所の使用済燃料ピットの冷却設備に，Ｓクラスの設備と同等の耐震

性を持たせている。」と主張する（９３頁）。 

        この主張の根拠は，乙第２０３号証であるが，これは「耐震安全性確認結

果報告書」というもので抗告人の組織内の原子力事業本部原子力技術部長が

作成名義人となっている。同報告書の作成日付が平成２８年１月２９日であ

るから，相手方らの上記主張（相手方ら準備書面（９）（平成２７年９月２

４日）１２頁のウ）がなされてから後に作成されたものであり，後付けとも

いうべきものであり，到底信用性を肯定することはできない。 

 ２ 使用済燃料ピットの計測装置について 

  (1) 抗告人主張書面（２２）３９頁（ⅳ）について 

        相手方らは，使用済燃料ピットの計測装置（水位計や温度計）が耐震重要

度分類でＣクラスとされていることを指摘して，新規制基準が合理性を欠く

と主張するが（抗告人主張書面（２２）３９頁（ⅳ）参照），この相手方ら
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の主張に対する抗告人の反論（同書面４６頁参照）に対して，以下のとおり

再反論する。 

  (2) 使用済燃料ピットの計測装置に関する抗告人の主張の不合理性 

        抗告人は「使用済燃料ピットの計装設備が耐震重要度分類 C クラスである

のは，平常時から燃料の冠水が維持されているところ，使用済燃料ピットが

格段に高い信頼性を有する「安全上重要な設備」であって耐震重要度分 S ク

ラスに分類されていることから，仮に冷却機能が喪失しても，使用済燃料ピ

ットの損壊等による短時間での急激な水位低下や温度上昇を考慮する必要性

は乏しく，設計基準対象施設としては水位や温度を把握することの重要性が

相対的に低いからである。」と反論する（同書面４６～４７頁）。 

      しかし，使用済燃料ピットがＳクラスだとしてもピット自体が崩壊する恐

れがないとは言えないから，崩壊して冷却水漏れが生じた場合には水位計や

温度計による計測値は事故対策に不可欠である。そして，「冷却機能が喪失

しても，使用済燃料ピットの損壊等による短時間での急激な水位低下や温度

上昇を考慮する必要性は乏し」いと説明するが（抗告人主張書面（２２）４

６～４７頁），冷却機能が喪失した場合には時々刻々ピット内の水の温度が

上昇する状況で，冠水状態を維持しているかどうかが極めて重要な情報とな

るのであり，そのような状況を把握するためには水位や温度に関する情報は

不可欠である。 

      抗告人は，不合理な説明に徹しているといわざるを得ない。 

 ３ 使用済燃料ピットは堅固な建物によって囲い込む必要がある 

  (1) 抗告人主張書面（２２）Ｐ４４（ⅱ）について 

       抗告人は，「使用済燃料は放射性物質を閉じ込める役割を果たす燃料  被覆

管の健全性を維持するために使用済燃料の冠水状態の維持を行い，崩壊熱を

除去すれば，放射性物質が放出されるような事態は考えられないため，原子

炉容器，原子炉格納容器のような耐圧性を有する施設として設計することま

では必要ではない。」という立場をとる（抗告人主張書面（２２）４５頁）。 

  (2) 使用済燃料ピットが崩壊・損壊する可能性は存在する 

        しかし，そもそも使用済燃料ピットが崩壊・損壊するような事態は存在す

るのである。その出来事の主なものは，「大地震」，「大規模な火山活動」，

「山体の深層崩壊」，「隕石の落下」，「テロ攻撃」，及び「ミサイル攻撃」

等である。 

        本件原発の使用済燃料ピットは，補助建屋内の地上に設置してあるとはい

うものの，大地震，大規模な火山活動及び深層崩壊等に襲われれば，その衝
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撃等によって，大規模な場合は補助建屋ごと崩壊する。また，使用済み核燃

料ピットの基礎地盤が上下左右等に引き裂かれた場合，プールの構造体に亀

裂や割損が生じることになる。 

        この場合，ホウ酸水は，亀裂や割損が小さければ蒸発の場合と同様に少量

ずつ，大きければ短時間で失われることになる。 

        ホウ酸水を失うと，放射線量が膨大なため人が近付くことが出来ないから

大規模な破損の場合，修理は極めて困難であるか，又は不可能である。 

        また，大地震等の衝撃によって使用済核燃料プールのラックが壊れたり変

形したりして使用済核燃料が接触する事態になれば，臨界事故や即発臨界に

よる一種の核爆発が生じて大惨事になる。 

        以上を考慮すると，堅固な建物によって囲い込んでいない本件原子力発電

所施設には，具体的危険性が明らかに認められるのである（相手方ら（債権

者）準備書面（４）８頁以下）。 

 ４ 事故連鎖について 

  (1) 抗告人主張書面（２２）４４頁（ⅰ）について 

        「抗告人の対策（使用済燃料ピットへの放水）は，人為的な作業を伴うも

のだが，「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描」（甲第１１号

証）における「事故連鎖の考え方」によると，一旦重大事故が発生した場合

には「連鎖的事象が進行し，『線量上昇により作業員総退避』ということも

生じる」が，そのような状況での放水は非現実的である。」との相手方らの

主張（抗告人主張書面（２２）３９頁）に対し，抗告人は，福島第一原発の

事故とは異なることを強調して「放射性物質の異常放出という事態に至るこ

とはそもそも考えられない」とか，「作業員総退避」という事態にもならな

いと反論する。 

  (2) 福島第一原発事故の原因は未だ不明である 

      しかし，既に指摘したように，福島第一原発事故後の新規制基準のもとで

も本件原発の使用済燃料ピットの冷却機能の耐震重要度分類はＢクラスであ

り，使用済燃料ピットの計測装置についてはＣクラスであることは，冷却系

と計測装置の重要性に対する無知であるといわざるを得ない。 

        原発が稼働されると，燃料の取り換えによって年々使用済燃料が溜まって

いく。膨大なエネルギーを崩壊熱として冷却できなければ，使用済燃料に含

まれる莫大な放射性核種が周辺にばら撒かれることになる。そのような非常

事態においては，原子炉圧力容器も異常が発生し非常事態になっていると想

定して備えて置かなければならないにもかかわらず，抗告人の説明が，「放

射性物質の異常放出という事態に至ることはそもそも考えられない」とか，
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「作業員総退避」という事態にもならないとして，理由を示さないまま説明

するのみで，根拠なき楽観視に過ぎない。 

        相手方らとしては新規制基準それ自体の合理性を認めるものではないが，

仮に同基準を前提としても，使用済燃料ピットの冷却機能の耐震重要度分類

がＢクラスであることは，原子炉運転中の使用済燃料ピットの使用済燃料が

崩壊熱を発生している状況で地震が発生した場合に，使用済燃料ピットの計

測装置についてはＣクラスであることと合わせて，冷却装置の崩壊から冠水

状態を維持できず，使用済燃料が水面から姿を表し，作業員総退避という事

態，及びピットが堅固な建物によって囲い込まれていない現状を合わせて考

慮すると，放射性物質を周辺に拡散させる具体的危険性が認められること明

白である。 

 ５ まとめ 

  (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９１１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

済燃料プールに侵入してしまう。 

        したがって，使用済核燃料プール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
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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

済み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み燃料プー

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み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。 
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        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の対象となる蓋然性が極めて高い。 

  (5) 結論 

        本件原発の原子炉や使用済み燃料プールの事故によって燃料破損・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。 

        原発の再稼働によって新たな使用済み核燃料が発生し，増加し，その度に

使用済燃料ピットでの冷却が継続されることになる。再稼働によって，現在

でも危機的状況にあるのが，さらに現実化する危険性が日々高まるのであっ

て許容できる話ではない。このような国家的危機が予想されている状況にお

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*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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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 1，400 万人の水道水源として，人々

々の生活や都市活動を支えている*3。 

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 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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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。 

 

第８ その他の根本的な問題点について 

 １ 基準地震動・基準津波を越える事象に対して無力であること 

   これまで述べてきた通り，新規制基準は，「基準地震動」「基準津波」を前

提に，原発の「安全」性を審査する基準であり，「基準地震動」を越える地震

が発生した場合には，何ら安全性を保証しない基準である。なぜならば，既に

述べてきた通り，「基準地震動」を前提に，設備の安全性や重大事故等対策の

有効性を評価している（相手方ら準備書面（９）ないし別表において詳述した

とおり，設計基準対象施設，重大事故等対処施設，基礎地盤の安定性評価，周

辺斜面の安定性評価，いずれについても，「基準地震動」がメルクマールにな

っている）からである。 

   実際，設計上の想定を越える事象，例えば，基準地震動を越える地震等の設

計上の想定を越える事象が発生した場合の対策は無策である。なぜならば，「基

準地震動」を前提に共通要因故障が起こらないと評価するものであり，又，設

計基準対処施設のみならず重大事故等対処施設に関しても，基準地震動を前提

とした評価しかしておらず，基準地震動を越える地震が発生した場合には有効

性は確保されず機能不全に陥るからである。さらに，重大事故等対策は，人的

操作を基本とした可搬式設備を中心とするものであり，可搬型重大事故等対処

設備に関する土砂災害の評価（保管場所及びアクセスルート）も基準地震動を

下に判断される上に，そもそも，地震発生時や津波発生時において，人為的な

操作が機能し得ないことは，福島第一原発事故やその他の重大災害時における

教訓であるが，全く活かされていない。 

   このような条文や制度設計に鑑みれば，新規制基準は，「基準地震動」を越

える地震，「基準津波」を越える津波に対して無力であり，何ら安全性を保証

するものではないことは明らかである（「基準地震動」の策定及び「基準津波」

の策定の問題点については他の準備書面で述べてきた通りである）。 
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 ２ 原子力規制委員会が最新の科学的知見を無視し，原発再稼働を推進している

こと 

   また，原子力規制委員会は，原発事故の原因について，地震の影響を唱える

多くの科学者による最新の科学的知見を無視し続けている（相手方ら準備書面

（２０)，準備書面（２１）１０～２６頁参照）。又，原子力規制委員会の元委

員長代理（地震の専門家である島﨑教授）による「基準地震動」の策定方法に

対する異議や，直近の熊本地震や鳥取地震において本件各原発の基準地震動を

遙かに上回る地震動が軒並み観測されているにもかかわらず，「基準地震動」

の策定方法について，一旦立ち止まって再検討することもない。  

   のみならず，昨今，本件各原発等に対する再稼働を禁止する裁判所の決定が

相次ぐと，各訴訟での争点となっている事柄に対して，抗告人ら原発事業者を

援護する書面を作成する有様である（本件抗告審に合わせて，平成２８年６月

２９日に乙第２２２号証を策定し，さらに，わずか，２ヶ月弱の間に，大幅に

加筆した乙第２７３号証の１を改訂し，抗告人は策定後直ぐに証拠提出してい

る。本件仮処分事件等の訴訟対策を目的としたものであると評価する他ない）。

「規制」機関が，規制対象であるはずの原発事業者を援護する内容の書面を作

成する等，本来絶対にあってはならないことである（独立性・中立性に対する

重大な疑義を生じさせるものである）。  

   このように，原子力規制委員会に対しては，第２項において述べた通り，出

発点から，独立性・中立性に強い疑問が呈されてきたところであるが，その後

も，原発の再稼働に突き進む姿勢，再稼働に反する科学的知見を無視する姿勢

が顕著であり，のみならず，原発事業者への傾倒が著しく，独立性・中立性は

完全に失われていると言わざるを得ない。  

 ３ 相次ぐ適合審査（後付けの付け焼き刃的な対策を求めるのみ） 

   昨今，新規制基準に適合するとの判断がなされた原発が相次いでいる。その

中には，本来廃炉が原則であるはずの４０年を越える原発も含まれている。  

   ３０～４０年以上前の科学技術水準に基づき設置された原発が，かくも容易

く，新規制基準に適合するとの判断がなされるのは，新規制基準が，設計・設

備面での根本的な改善ではなく，後付けの付け焼き刃的な対策で十分としてい

るからに他ならない。  

   本件原発は，いずれも３０年以上経過した相当老朽化した原発である（設置

許可は昭和５５年８月４日，営業運転については，３号機は昭和６０年１月１

７日，４号機は昭和６０年６月５日である）。格納容器や建屋，設備，配管関

係はいずれも，約３５～４０年前の科学的知見・科学技術水準に基づき設計・

建造・設置されたものである。  
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   本件各原発の設置許可後，設置当時の科学的知見では全く想定していなかっ

た大災害が相次いでいる（阪神大震災等の活断層や直下型地震の危険性，繰り

返される巨大地震，東日本大震災の巨大津波等）。３５～４０年前の科学的知

見・科学技術で作られた設備に，いくら外付け後付けで，対策を講じたところ

で，耐震性の強化には自ずと限界がある（しかも，耐震面の根本的な改善策は

講じられていない）。設備・配管関係が老朽化することによる劣化も著しい。  

   新規制基準は，このような，設備・設計面の根本的な問題には見向きもせず，

わずか１～２年程度の後付けの付け焼き刃的な作業を施すだけで，審査にパス

できるという代物に過ぎない（決して，最新の科学的知見が反映された設備や

設計を求めるものでも，厳しい重大事故対策を求めるものでもない）。  

 ４ このような安易な基準の下の再稼働による代償は，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り，再稼働による代償はあ

まりにも莫大な危険と損害である。一旦失われた国土の回復が不可能なこと，

失われたコミュニティや健康の回復が不可能なことは，既に，チェルノブイリ

や福島第一原発事故を踏まえれば，歴史的に証明されている。  

   本件では，原発技術の特殊性・危険性，福島第一原発事故の教訓を踏まえた

判断がなされなければならない。  

                                  以上       


