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【本文】 

 本準備書面は，新規制基準が極めて不十分な基準であり，原発の安全性を何

ら担保するものではないこと，これに対する，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 相手方らは，仮処分申立書（２２～５５頁）及び準備書面６において，

新規制基準が極めて不十分な基準であり，新規制基準は，原発の安全性を

何ら担保するものではないことを主張した。そして，その理由につき，安

全審査指針類の重大な不備，欠陥を放置したままであること，深層防護の

体をなしていないこと，国際的な基準と乖離していること，立地審査指針

が欠如しており放射性被害を防止することを何ら保証するものではないこ

と，福島第一原発事故の教訓が全く活かされていないこと（安全評価審査

指針の見直し・組入がなされていないこと，単一故障指針が見直されてい

ないこと，外部電源に関する問題等），避難計画（５層の防護）が欠如し

ていること，汚染水問題に触れられていないこと，使用済み核燃料プール

（閉じ込める機能がないこと），基準地震動の策定が不十分であること，

過酷事故対策が不十分であること（既存の原発に付け焼き刃的に過酷事故

対策を施すだけ，可搬式設備への依存とその危険性），テロ対策が不十分

であることについて，個別具体的に主張した。 

 ２ しかるに，抗告人は，相手方らが個別具体的に指摘する新規制基準の問
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題点（極めて不十分な基準であり，新規制基準は，原発の安全性を何ら担

保するものではないという点）に関して，何ら実質的な反論をしていない。

又，個別具体的な主張に対して，正面から反論をして来なかった。 

   原々決定は，「…災害が起こる度に『想定を越える』災害であったと繰

り返されてきた過ちに真摯に向き合うならば，十二分の余裕をもった基準

とすることを念頭に置き，常に，他に考慮しなければならない要素ないし

危険性を見落としている可能性があるとの立場に立ち，対策の見落としに

より過酷事故が生じたとしても，致命的な状態に陥らないようにすること

ができるとの思想に立って，新規制基準を策定すべきものと考える。債務

者（抗告人）の保全段階における主張及び疎明の程度では，新規制基準及

び本件各原発に係る設置変更許可が，直ちに公共の安寧の基礎となると考

えることをためらわざるを得ない」と判示し，新規制基準の合理性に対し

て強い疑問を呈している。福島第一原発事故の惨禍を鑑みれば，正鵠を得

た指摘である。 

 ３ しかるに，抗告審において，抗告人は，主張書面１６～２１を提出して

いるが，抗告人のスタンスは全く変わることなく，従来の主張を繰り返す

のみである（相手方らの指摘に対する個別具体的な反論や新たな主張はな

されていない）。 

   すなわち，抗告人は，主張書面（１６）および主張書面（１９）の第三

章の第４において，新規制基準の制定過程やその内容について主張してい

る。 

しかしながら，いずれの主張も，新規制基準の制定過程やその内容を平

板に述べるのみで，新規制基準がどのように安全に機能するのか，そして

過酷事故に対する対策が実効的なものなのかについてまで，触れられてい

ない。すなわち，保全異議審における決定で「新規制基準が合理的である

こと及びこの基準に適合していることについても，主張及び疎明すべきで

ある」と指摘されたが，本保全抗告審においてすら，抗告人はかかる主張

および疎明をしていないのである。 

また保全異議審の決定は，「福島第一原子力発電所事故の原因究明が道

半ばの状況でありつつも，判明している限りでの事実に基づき，具体的現

実的危険を網羅的に検討したものであると考えられる新規制基準に依拠

し，その制定経緯等に照らし，少なくとも，本件各原発の設計や運転のた

めの規制が具体的にどのように強化され，それにどう応えたのかの主張及

び疎明が尽くされることが，安全性担保のための第一歩」である旨指摘し
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た。しかしながら，本保全抗告審においてすら，抗告人はこれらの主張及

び疎明をしようとしない。そればかりか，相手方らの準備書面（６）で，

相手方らが指摘した新規制基準の問題点，すなわち，新規制基準が，福島

第一原発事故によって明らかになった根本的な欠陥を放置していること，

世界的に見ても低い水準であること，深層防護の体をなしていないこと，

国際的な基準と乖離していること等，新規制基準が，原発の安全性を何ら

担保しない，人格権侵害を許容する極めて不十分な基準であることについ

て，何ら反論をしようとしないのである。 

抗告人は，制定経緯や制度について縷々主張するが，相手方ら（債権者）

の新規制基準の問題点に関する主張に対する，反論書面としての体をなし

ていない。例えば，原発審査の要である立地審査指針が欠如しているのに，

何故安全性が担保されていると判断できるのかについてすら一切論証でき

ていない。 

このような抗告人の態度からすれば，抗告人自身，新規制基準の合理性

・安全性に疑問を抱いており，これらの主張・疎明できないことを自認し

ているとしか考えられない。したがって，本件保全抗告が認められる余地

はないといわざるを得ない。 

   抗告人の主張は，要は，新規制基準では，安全確保対策を強化すること

にしていることから，福島第一原発事故と同様の事態が生じることは「ま

ず」考えられないとして，全く根拠のない新たな「安全神話」を振りまく

ことに終始しているに過ぎない。また，深層防護（多重防護）という発想

を放棄しており，安全思想の根本的な誤りを露呈している。 

 ４ 新規制基準が合理的なものか否か（公衆の安全性を保証するものである

か否か）は，本件における重要な争点の１つである。かかる重要な争点で

ある新規制基準の合理性について，今なお，実質的な反論がない以上，相

手方らの主張を前提に判断がなされるべきである。 

 

第２ 福島第一原発事故で露呈した原発の安全審査指針類の重大な欠陥 

 １ 福島第一原発事故が招いた甚大な原子力災害は，原発規制のあり方を根

底から問いただすものであった。福島第一原発事故によって，それまでの

原子力規制行政に根本的な欠陥があったこと，原発の安全性の担保となっ

ていた安全審査指針類が合理性を欠いていたことが明白になった。 

   すなわち，従来の原発の安全審査には，原子力安全委員会が内規として

定めた安全審査指針類【「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断
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のめやすについて」（昭和３９年５月２７日原子力委員会決定）「立地審

査指針」（甲第１０２号証），「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設

計審査指針」（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）「安全設計審

査指針」（乙第８１号証），「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要

度分類に関する審査指針」（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）

「重要度分類指針」（甲第１７号証），「発電用原子炉施設に関する耐震

設計審査指針」（平成１８年９月１９日原子力安全委員会決定）「耐震設

計審査指針」（甲第１８号証），「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に

関する審査指針」（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）「安全評

価審査指針」（甲第１０４号証）】が用いられていたが，福島第一原発事

故において，これらに重大な不備・欠陥があること，そしてその適合性審

査の過程に看過しがたい過誤，欠落があったことが明らかとなった。 

   例えば，立地審査指針に関しては不適地への原発の立地を容認したこと

である。【準備書面(６)７～１４頁参照。「敷地周辺には被害を及ぼさな

いという結果になるように考えられたのが仮想事故」（甲第８８号証７６

～７７頁）とされているように，立地評価において想定されていた事故が

過小であった。】安全設計審査指針については，共通要因故障を仮定して

いなかったことや，長時間の全電源喪失を想定しなかったこと【「長期間

にわたる全交流動力電源喪失は，送電線の復旧又は非常用電源設備の修復

が期待できるので考慮する必要はない」（解説指針２７．電源喪失に対す

る設計上の考慮）（乙第８１号証２２頁）とされていたこと】等である。

安全評価審査指針については，想定する仮想事故を２つに限定し格納容器

損傷を想定しなかったこと（準備書面（６）１４～１６頁参照）等である。

耐震設計審査指針については東北地方太平洋沖地震を想定できなかったこ

と，重要度分類指針に関しては外部電源の重要度を認めなかったこと等で

ある。また，過酷事故対策に至っては，福島第一原発事故前には，シビア

アクシデントは工学的には現実的に起こるとは考えられないほどの発生の

可能性が小さいものとなっているとして，第４層が原子力事業者の自主的

な取り組みとされ，審査の対象とされず，実質的には何も行われておらず，

審査は，深層防護（５層の防護）の３層までしかないというものであった。 

 ２ 国会事故調査委員会の指摘 

   この点に関して，国会事故調査委員会(甲第１９１号証５３１～５３２

頁)は，「６．１ 原子力法規制の抜本的見直しの必要性」において，「日

本の原子力法規制では，深層防護の確保が十分に行われていないという問
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題点がある。深層防護とは，より高い安全性を求めるため，原子炉施設で

は，仮にいくつかの安全対策が機能しなくなっても，全体として適切に機

能するような多層的な防護策を構成すべきとする考え方であり，設計，建

設，運転管理等を含めた全ての安全確保活動に適用されるものとして，諸

外国でも用いられている。まず，日本における原子力安全規制は，電気事

業法及び原子炉等規制法によって定められているが，基本的には，５層か

らなる深層防護のうち第３層を超える事象は事実上起き得ないととらえら

れている。第４層については，…本件のような事故への対応を可能とする

ための，外部事象も考慮したシビアアクシデント対策が十分な検討を経な

いまま，事業者の自主性に任されてきた。 

   次に，原子力防災体制においても，第５層の深層防護の確保に実効性を

持たせるという点において不十分であった。日本では，『防災対策は原子

炉施設の安全性確保のための措置の外側に位置し，原子炉等規制法に基づ

く安全規制とは独立に準備されている行政的措置である』とされてきた。

すなわち，日本の原子力法規制においては，原子炉の安全性の確保と防災

対策は，関係しないものととらえられてきた。しかし，ＩＡＥＡの第５層

の防災対策を実効あるものにするには，防災対策と安全規制の連携が必要

であると思われる。」として，第５層の防護の不備の根本的な見直しを指

摘している。 

 ３ 原子力委員会・日本原子力学会の指摘 

   同様の深刻な反省が，原子力を推進してきた，原子力安全委員会の平成

２３年１０月２０日付決定「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアク

シデント対策について」（今回の事故の発災により「リスクが十分に低く

抑えられている」という認識や，原子炉設置者による自主的なリスク低減

努力の有効性について，重大な問題があったことが明らかになった。特に

重要な点は，わが国において外的事象とりわけ地震，津波によるリスクが

重要であることが指摘ないし示唆されていたにも関わらず，実際の対策に

十全に反映されなかった」等と指摘）(甲第２０５号証)，日本原子力学会

の「原子力安全の基本的考え方について第１編別冊 深層防護の考え方」

(甲第２０６号証)においてすら述べられている。 

 ４ 福島第一原発事故の原因 

   我が国は，安全審査指針類の重大な欠陥を放置し，さらに，１９９６年

の時点ですでに国際的な基準となっていたＩＡＥＡの５層の深層防護の国

際標準を採用せず，第３層を超える事象は起きないとして，第４層を事業
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者任せとし，また第５層の対策も怠っていたために，悲惨な福島原発事故

を起こしてしまった。 

 ５ 日本の安全審査は，世界の３０年前の基準 

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

は，「証言班目春樹」(甲第２０７号証)の中で，次のように述べ，日本の

安全審査は，世界の３０年前の技術水準だったと述べている。 

   (1) 原子力安全規制行政の根本的な失敗 

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

後の参院予算委員会で，社民党の福島瑞穂党首から事故について問われま

した。原発の安全想定に関する見通しが甘かったことは，率直に認めるし

かありません。原子力安全規制行政は根本的に失敗した。そのことを原子

力に取り組んできた者の一人として謝罪すると申し上げました。緊急時に

原子炉を冷却するための非常用電源などの手立てが，津波で失われ，全く

機能しなかった。そもそも，そんなことは起きるはずがなかった。これま

で，そういう割り切りをして，原発は設計，建設されてきました。しかし，

その割り切り方を間違ってしまった，それが今回の失敗の本質ではないで

しょうか。割り切ること自体が悪いわけではない。ある割り切りのもとで，

津波の高さを想定しなければ，防潮堤は作れません。しかし，津波の高さ

は想定を大きく上回った。これが第一の間違いです。そして，第二の間違

いは，津波の高さが想定を上回っても，それで破局に至らないよう，次の

手段を用意しておかなければいけなかったのに，それもしていなかった。

こうした点は十分に反省しなくてはなりません。そして，最悪の経験から

得られた教訓を今後の正しい割り切り方に生かさなくてはならないと考

えています。」(１０１頁) 

   (2) 日本と欧米各国の差の広がり 

     「日本の規制当局や原安委(原子力安全委員会)は，この２０年，ほとん

ど歩いていませんでした。一方，欧米各国は一生懸命歩き続けていたので，

その差は広がるばかりでした。」(１７０頁)。 

   (3) 「立地審査指針」の改訂なし 

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

するためのものですが，１９６４年に制定されて以来，５０年近くも抜

本的に改訂されていません。」(１７０頁) 

   (4) スリーマイル島原発事故，チェルノブイリ原発事故に学ばず，日本が，

安全強化策の面で取り残されたこと 
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    「１９７９年にスリーマイル島原発事故があり，世界では大きく『シ

ビアアクシデント対策』を規制に盛り込む方向に舵を切りました。簡単に

言うと，原発が思わぬトラブルに見舞われ，安全確保のための重要設備が

壊れたとしても，今回の福島第一原発事故のような外部に多大な影響を及

ぼす深刻な事態には至らないようにする安全強化策を義務付けたのです。

チェルノブイリ原発事故もその流れを加速させましたが，なぜか，日本だ

けは取り残されてしまいました。」(１７０頁) 

    「その後も世界では，確率論を用いた『リスク』の考え方を導入して，

シビアアクシデント対策の効果を数字で評価・検証する動きや，リスクを

規制に導入する動きなど，より安全性を高めるための活動が継続されてい

ました。しかし，日本では，それを形だけ議論して，結果的には何もせず，

先送りをしてきました。」(１７２頁) 

  (5) ＩＡＥＡによる指摘の無視（先送り） 

    「こうした日本の原子力規制システムが抱える致命的な問題点は，国

際原子力機関(ＩＡＥＡ)によって，すでに２００７年に厳しく指摘されて

いることでした。これは，国際的に実施されている総合的規制評価サービ

ス(ＩＲＲＳ）と呼ばれる相互チェックの仕組みに基づくものでした。規

制当局の独立性に関する指摘をはじめとして，日本の独自の考え方を世界

標準にあわせるように，数多くの指摘を受けています。例えば，原子力安

全委員会と保安院の役割分担を明確化すること，シビアアクシデント対策

の改善を継続することなど，重要な指摘もあります。全て，今回の事故で

改めて明らかになった問題です。しかし，実際には，ＩＡＥＡに指摘を受

けてから４年間，日本は各指摘事項に対して一つも改善していません。折

角の重要な指摘も無視(先送り)されてきました。その結果が３・１１だっ

たのかもしれません。」(１８３頁～) 

  (6) 日本の安全審査は３０年前の水準 

    「繰り返しますが，世界では当然のことだったのです。日本は致命的

に遅れていた。大変な間違いでした。その意味で，日本の安全審査は，３

０年前の技術水準だったということです。」(１９０頁)。 

 ６ 以上のように，福島第一原発事故によって，日本の原発の安全審査指針

類の重大な欠陥（原子力安全委員会委員長の斑目春樹氏によれば，３０年

前の技術水準）が露呈した。福島第一原発事故の惨禍に鑑みれば，二度と

同じ過ちを繰り返さないよう，綿密な真相究明を通じた抜本的な対策が必

要不可欠であることは明らかであったが，新規制基準策定にあたっては，
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下記の通り，原発の早期再稼働が最優先された結果，原発の安全性を何ら

担保するものではなくなってしまった。 

 

第３ 制定過程について 

 １ 抗告人は，新規制基準は，その制定にあたって，原子力規制委員会下の

３つの検討結果を踏まえたものである，これらのチームは，福島第一原発

事故を受けて設置されたもので，各チームの会合には，原子力規制委員会

担当委員や多様な学問分野の外部専門家らが出席し，約８ヶ月間，回数に

して１２回ないし２３回にわたる会合において議論が重ねられ，その上，

意見公募手続（パブリックコメント）が２度にわたって行われた。したが

って，新規制基準は，現在の最新の知見を集合した知的信用性が高いもの

であると主張している（抗告人主張書面（１６）１１７～１１８頁。同主

張は，抗告人主張書面（４）５～７頁，抗告人主張書面（９）５～７頁，

抗告人主張書面（２０）１３～１５頁と同様である）。 

 ２ しかしながら，原因究明なくして有効な対策を立てることができないこ

とは普遍的な真理であり，原発の規制基準に関しても，福島原発事故の原

因が究明されない限り，有効な規制基準の策定は到底できないことは明ら

かである。前述（第２）の通り，日本の安全審査指針類は，世界の常識か

ら取り残された３０年前の技術水準に止まるものであり，福島第一原発事

故により重大な欠陥が露呈し，福島第一原発事故を招いた。このような原

子力規制の悲惨な状況を踏まえれば，福島第一原発事故の原因究明さえな

されていない状況の下，わずか１年足らずの間にまともな基準を策定でき

るはずがない。 

   また，抗告人による議論が重ねられたとの主張に関しても，実際の状況

を踏まえれば，全く根拠のない主張と言わざるを得ない。 

   以下，抗告人の主張に全く理由がないことを明らかにする。 

 ３ 福島原発事故津波原因説に基づく策定（原因究明がなおざりにされ，安

全指針類の欠陥の見直しが放置されたこと） 

  (1) 原因究明なくして対策が立てようがないこと 

   原因究明なくして有効な対策を立てることができないことは普遍的な真

理であり，原発の規制基準に関しても，福島第一原発事故の原因が究明さ

れない限り，有効な規制基準の策定は到底できないことは論を待たない。 

  (2) 大津地裁仮処分決定（原々決定） 

    この点に関しては，原々決定も，「福島第一原発事故の原因究明は，
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建屋内での調査が進んでおらず，今なお道半ばの状態であり，本件の主

張及び疎明の状況に照らせば，津波を主たる原因として特定し得たとし

てよいのかも不明である。その災禍の甚大さに真摯に向き合い，二度と

同様の事故発生を防ぐとの見地から安全確保対策を講ずるには，原因究

明を徹底的に行うことが不可欠である」と指摘し，「この点についての

債務者（抗告人）の主張及び疎明は未だ不十分な状態にあるにもかかわ

らず，この点に意を払わないのであれば，そしてこのような姿勢が，債

務者（抗告人）ひいては原子力規制委員会の姿勢であるとするならば，

そもそも新規制基準策定に向かう姿勢に非常に不安を覚えるものといわ

ざるを得ない。」としているが，福島第一原発事故の惨禍を踏まえれば，

正に，正鵠を得た指摘である。 

  (3) ところが，下記の通り，原因究明がなおざりにされ，新規制基準は，

原因究明が進まない状況の下，福島第一原発事故の原因を津波であると

の決めつけのもと，安全審査指針類の根本的な見直しが放置されてしま

った。 

  (4) 斑目委員長の証言 

     ア 原子力安全委員会委員長斑目春樹の証言 

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

言班目春樹」(甲第２０７号証)の中で，次のように証言し，原因究明

がなおざりにされ，安全指針類の根本的な見直しがなされなかった経

緯を赤裸々に証言している。 

   イ 原因究明を阻害（経産省は再稼働を最優先） 

     「委員の皆さんとも相談して，原安委（原子力安全委員会）として，

３つの目標を掲げることにしました。１つめは，福島第一原発事故の

原因究明。２つ目は，再発防止のための安全審査指針類の根本的な見

直し。３つ目は，放射性物質による汚染の対策と住民の健康管理です。 

      これについて首相や官房長官の了解を得ようと思いました。そのた

めには，まず秘書官に話を通さなくてはいけません。事故の原因究明

については，原安委として当然の責務と思いました。しかし，経産省

出身の秘書官からは，『原安委は被告席にいる。それを忘れるな』と

怒鳴られました。トップが官邸から逃げ出した保安院と，それを監督

できなかった経産省の責任は棚に上げてか－。内心ではそう思いまし

たが，口にはしませんでした。 

     ２つ目の，指針類の見直しについても，やはり叱責されました。『そ
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んなことをすれば，指針見直しが済むまで原発が全部止まるじゃない

か』秘書官はえらい剣幕だったのを覚えています。この指針類は，安

全委が最も重要だと考えているものです。全部で約６０あり，原発の

ほか，原子力に関わる施設を建設したいと電力会社などから申請があ

れば，これらに基づいて審査します。さらに，運転中の原発であって

も，日常から，安全性を確保するため，これらを順守することが必須

とされてきました。例えば，１９６４年に制定され８９年に改訂され

た『原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の目安について』

というものがあります。通常『立地審査指針』と言われているもので

す。原発を新設する時，その場所に建設していいか，適地なのかを判

断する基準です。その中身は，単純化していうと，原発を立地するに

は，災害が起きそうもない場所を選び，仮に大きな事故が起きたとし

ても，放射性物質の漏出で影響が及ぶ範囲には大勢の人が住んでいな

いこと，というものです。私は事故前から『これはおかしい』と思っ

ていました。本当に安全性の確保につながる指針かと疑っていたので，

『原安委として，抜本的に見直すべきだ』とあちこちで発言していま

した。電力会社は，原発新設の前に設置許可申請書を提出しますが，

その中に，『立地審査指針が満たされている』と必ず記されている。 

 さらに，『最悪の場合に起きるかもしれない事故(重大事故)で放射

性物質が飛散する範囲には人は住んでおらず(非居住区域)，重大事故

を超えるような，起きるとは考えられないような事故(仮想事故)でも，

放射性物質が飛散する範囲には，ほとんど人は住んでいない(低人口地

帯)』とも書いてあります。これはつまり，『どんな事故があっても，

影響は敷地外に及ばない』という申請書なのです。どうして，最悪の

重大事故でも影響は敷地内にとどまるのかというと，影響が敷地内に

とどまるよう逆に考え事故を設定しているからです。要は『本末転倒』

ということです。しかし，実際，福島第一原発事故では，敷地を超え

て放射性物質が飛散しました。立地審査指針を満たしていれば，こん

なことは起きないはずでした。原子炉の安全設計審査指針も奇怪です。

『長期間にわたる全交流動力電源喪失は，送電線の復旧又は非常用交

流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はない』と解説にわ

ざわざ書いてある。国会事故調，政府事故調ともに，この一文が今回

の事故をもたらしたと指摘しています。私も『明らかな間違い』だと

思っていました。しかし，秘書官はこうした指針類の見直しにも否定
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的でした。原発の維持を最優先したのでしょう。私は『被告』と怒鳴

られたこともあり，言い返すことができませんでした。」(１４２頁～)。 

     このように福島第一原発事故により，安全審査指針類の根本的な重

大な欠陥が明らかになったにもかかわらず，再稼働を最優先するあま

り，原因究明がなおざりにされ，安全指針類の根本的な見直しがなさ

れなかったのである。 

  (5) 福島原発事故地震原因説等 

    抗告人は，福島第一原発事故の原因について，国会事故調査報告書の

みが，「安全上重要な機器の地震による損傷はないとは確定的には言

えない」としているものの，他の報告書は，津波によって全交流電源

と直流電源を喪失し，原子炉を安定的に冷却する機能が失われたこと

を，事故の直接的原因としている等として，福島第一原発事故が発生

した直接的原因は，自然的立地条件に係る安全確保対策（津波に関す

る想定）が不十分であったためであると言える，換言すれば，同発電

所において，津波の想定を十分に行っていれば，東北地方太平洋沖地

震の津波による「安全上重要な設備」の共通要因故障は防ぐことがで

きたといえる，と主張している（抗告人主張書面（１６）１１３頁参

照）。抗告人の主張する発想の元，新規制基準は，福島原発事故の原

因は津波であると決めつけてしまい，その結果，津波対策は，ある程

度拡充したものの，地震対策に関しては，従来とほぼ同じものとして

しまった。 

     しかしながら，このような新規制基準策定における決めつけは，原

発の再稼働を最優先したものであり，地震の影響を極めて過小評価す

るものであり，失当である。 

   ア 地震による事故 

          福島原発事故は，地震によって原発への送電鉄塔が倒壊し，送電線

の断線・受電遮断器の損傷等により外部電源が喪失したことが原因で

ある上，甲第２０８号証ないし甲第２１３号証により，福島第一原発

１号機が地震によって事故を起こした可能性が明らかである。 

     例えば，甲第２０８号証から甲第２１１号証は，国会事故調査委員

会の委員であった田中三彦氏の論文等であるが，その中では，福島第

一原発１号機の事故に関し，地震発生後の短時間で急激に原子炉内の

水位が低下した事実，３月１１日午後２時５２分からおよそ１０分の

間に，原子炉圧力は約７ＭＰａ（約７０気圧）から約４．６ＭＰａま
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で一気に２．４ＭＰａ（約２４気圧）も急降下した事実等を根拠に，

冷却材喪失事故（ＬＯＣＡ）が発生した可能性があることが指摘され

ている。また，田中三彦氏は，新たに１号機４階内部の損傷状況に関

する映像等を根拠に，１号機の水素爆発が４階で発生した可能性が高

く，その原因として，地震により非常用復水器の配管が損傷し，そこ

から漏れた水素が自然発火した可能性があることを指摘している（甲

第１９８号証）。そして，元国会事故調査協力調査員であり，弁護士

である伊藤良徳氏は，国会事故調査委員会で調査した資料及び国会事

故調査委員会解散後に判明した事実と資料（甲第２１２号証，甲第１

９５号証）に基づき，１号機の非常用電源喪失は１号機敷地への津波

到達（遡上）より前に発生しており，津波によるものではあり得ない

ことを明らかにしている（甲第１９２号証の１）。また，元東京電力

社員であり，福島第一原発において，燃料及び炉心設計管理業務に従

事し，日常的に業務として過渡現象記録装置のデータ解析を行ってき

た木村俊雄氏は，雑誌科学の論文において，地震動による配管破損に

より冷却材漏洩が進行を開始し，炉心シュラウド内の自然循環停止に

よる原子炉内の水位の低下と水位計測の故障が発生し，燃料の露出と

炉心損傷が開始し，早い段階で放射性物質が建屋内に放出されるに至

ったという事故の進展についての想定が合理的で正しいと指摘してい

る（甲第２０３号証）。さらに，九州工業大学名誉教授であり，原子

物理学を専門とする研究者である岡本良治氏は，福島第一原発事故へ

の地震動の影響について，福島第一原発事故の直接的原因において，

巨大な津波が非常用電源の一部又は大部分のとどめを刺したのは事実

であるが，事故の発端，事故の進展，大量の放射性物質の放出につい

て，地震動が主導的な役割を果たしたと評価している（甲第２１３号

証）。 

   イ 佐藤意見書 

       また，佐藤意見書(甲第２１４号証１～１３頁)によれば，福島原発

事故に対する地震の影響は，事故発生への影響，事故進展への影響，

救助活動・避難行動への影響，収束活動への影響，復旧計画への影響，

燃料プールの事故のそれぞれについて，次のとおりである。 

    （ア）事故発生への影響 

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

二原子力発電所の所外電源系に重大な影響を及ぼした。原因は，鉄
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塔の倒壊，絶縁碍子の損傷による地絡，変電施設や開閉所の故障な

ど，所外で生じた事象も多かったが，所内に設置されている変圧器

の内部に充填されている絶縁油が地震で揺れ，その圧力変動に反応

した保護装置(避圧弁，放圧管)の作動によって受電が遮断されたケ

ースも多例を数える。原子炉の安全性は，本来，所外電源には依存

しないことになっている。しかし，福島第二は，かろうじて残った

所外電源の１回線によって福島第一同様の惨事を回避することが出

来た。これは，「安全系」に属さない機器でも，その耐震性が，状

況によっては過酷事故への転落を左右する場合がある事象として記

憶されるべき出来事である。 

       ②上記地震後，原発への影響として，しばしば「安全系設備」が地

震に耐えたか否か論じられ，福島事故について，「耐えた」と言う

関係者もいたが，２点注意しておきたい。 

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

直後から今日まで実動作の機会がなく，いわば「醒めることなく死

を迎えてしまった」のであり，検証不能であるということである。

地震による影響というと，多くの人はひび割れや倒壊，破断のよう

な派手な損傷を思い浮かべるが，「安全系設備」を動かなくするに

は，例えばある半導体素子をつないでいる１カ所のハンダ付けが離

れるだけで十分なのであって，実際に起動し運転してみなければ「耐

えた」ことの証明にはならないのである。 

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

という分類の中にも，過酷事故の発生との結びつきが弱いものが含

まれており，逆に「安全系」に属さなくても，過酷事故の発生との

結びつきが強いものがある。「安全系」に属するか否かによらず，

過酷事故のリスクの高低に着目した議論が「リスク・インフォ―ム

ド」と呼ばれ，我が国以外では既に一般化しているのであるが，確

率論的な議論を好まない我が国は，旧来の「安全系」をベースとし

た議論に固執し，その弊害として，さながら「安全系」に属さない

構造物，系統，機器であるならば，それらが損傷しても原子炉の安

全性には全く問題ないかのような誤解が浸透してしまっているので

ある。 

      斯くして，地震が福島事故にどのように寄与したかを厳密に述べ

ることは難しいが，いずれにしても，「安全系の機能には影響はな
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かった」との説明は正しくない。その殆どが，出る幕のないうちに

電源喪失したことで，機能出来ていたかどうかも永久に分からなく

なってしまったからである。計測設備は直流電源の喪失によって記

録を停止してしまい，過渡現象記録装置もその本来の機能を発揮し

ていない。そのため，「津波が地震を無事に乗り切った安全系の機

器を一気に喪失させてしまった」との説明にも，その正しさを裏付

ける完璧な根拠がある訳ではない。 

      津波の影響が福島第一にとって甚大で致命的であったことは疑い

なく，この点について異論を唱えたいとは思わないが，地震による

損傷を津波がマスキングしてしまっている可能性については，より

注意深くあるべきだと考える。 

   （イ）事故進展への影響 

      自動スクラム停止が発生する程の地震が発生した場合，原発では，

その後重要機器に対する影響調査を実施することになっており，そ

の場合の巡視ルートや機器リストが手順書に定められている。この

場合の影響調査も，ひび割れ，倒壊，破断のような顕著なものに限

られる。通路にガラスの破片が飛び散っているとか，油や水の漏れ

跡，蒸気の噴出，発煙など目立った異常がなければどんどん先に進

んでいく。しかし，中央制御室のメッシュ天井が外れて埃が舞い上

がり，手摺に掴まりながらでなければ運転員が操作できなかったと

語るほどの地震に襲われた福島原発事故の場合，各建屋内でのその

ような巡視によってでさえ，目につくものだらけだったのではない

かと推測される。当然のことながらエレベータは止まり，階段室の

照明も割れていて真っ暗だったという。余震のたびに轟音がこだま

し，ページング(所内通話・放送システム)の声も聞こえ難かったの

ではないだろうか。それも原因としてあったかどうかわからないが，

２名の運転員が，４号機タービン建屋の地階で水死してしまった。 

      地震による所外電源の喪失は，事故進展を緩和するための活動も

困難にした。即ち，福島原発においては，唯一６号機用の空冷式デ

ィーゼル発電機だけが生き残り，これによって５，６号機の事故は

回避されたが，１～４号機に対しては，所内からも所外からも給電

する術がなく，完全な停電状態で孤立したことによって迅速な対応

の機会を失った。事故発生当時，４～６号機は計画停止中で，発電

所の構内には十分すぎるほどの人員がいたし，構内にある各業者の



- 17 - 

倉庫や工作場には様々な工事用の資機材が保管されていた。日没ま

での時間も残っていた平日で，天候も悪くはなかった。しかし，巨

大地震の襲来を受けた直後の原発では，これらの好条件も必要な即

効性を発揮するため十分ではなかった。天井が落ち，窓ガラスは割

れ，床には書棚から落ちたファイル，机の上には執務中の書類が散

乱した。余震も続く中，動揺から気を取り戻して冷静な緊急対応に

臨める体制が整うまでの間，１０００人の人員も倉庫の中の資機材

も役に立たず，全交流電源喪失(ＳＢＯ)に陥った原子炉の水位を有

効燃料長頂部(ＴＡＦ)以上に保ちながら圧力を降下させるために

は，差し当たって１号機においてはＩＣが，２，３号機においては

ＲＣＩＣが働き続けてくれる幸運を期待するしかなかった。それら

が時間を稼いでくれている間に，その後の有効な対応プランが関係

者に周知され実行されていなければならなかったのであるが，結局

失敗に終わった。即ち，ＩＣの胴部には十分な冷却水が温存されて

いたにもかかわらず，早々に隔離されてしまい，ＲＣＩＣは設計上

期待されているより遥かに長い時間にわたって運転し続けたが，や

はりその幸運を活かすことが出来なかった。 

      事故発生時，構内には３台の消防車があったが，１台は５，６号

機側で待機しており，地震に因る道路の損壊で，これを１～４号機

側に移動させることが出来なかった。１～４号機側の防護管理区域

のゲートは，地震による脱輪か津波による故障か定かではないが，

開門できなくなっていた。更に，津波で運ばれた巨大な重油タンク

が道を塞いだ。敷地内のマンホールの蓋は，所々吹き上げられて危

険な落とし穴となっており，十分に水が引くまでの間，足止めを余

儀なくされた。ようやく活動を開始したころには闇に覆われ，その

後も激しい余震が頻発したため，安全確認の点呼などで作業は幾度

となく中断した。 

      以上を振り返ってみると，我が国に抽出されるべき問題点と教訓

は多い。まず，巨大地震が起因事象となって原子炉事故の瀬戸際に

ある時，休日や深夜でなくても，緊急対策室に関係者が結集して体

制を整えるまでにどの位の時間がかかるかという点を考えた場合，

そもそも中央制御室の当直チームは，そのようないつ立ち上がるか

も分からない体制からの指示待ちというわけにはいかない。とはい

え，そのような体制が一刻も早く立ち上げられ，十分な人員の動員
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と資材の集積がなされ，次に向けた活動が開始されることを期待し

ないわけにもいかない。そのような場合，原子炉に対する唯一の保

護をＩＣやＲＣＩＣに任せ，マンホールの穴が危ない，まだ水が引

いていないという理由で，活動の開始を遅らせ，開始後も余震の都

度作業を中断させ安全点呼を行うことが正当かどうかという問題提

起もあるだろう。もし，緊急対応という状況下においてもそのよう

な人道的な行動上の限界や条件が適用され，今後も最優先とされる

ためには，上記体制の立ち上げまでのロスト・タイムも考慮し，そ

もそも起因事象の発生から一定時間の人的活動を期待してはなら

ず，開始後も突貫的な遂行を期待してはならないというルールが設

けられるべきである。しかし，もしそのような護身的なルールが公

衆の生命と安全を守る行動として相応しくないと判断される場合に

は，無理な人的対応に依存するのではなく，別のより高度な安全対

策が考案され，適用されなければならない。因みに，欧州の新設プ

ラント向け事業者規格(ＥＵＲ)には，人的対応への依存に関する制

限が規定されており，炉心損傷保護のための対応としては起因事象

の発生時刻から６時間，格納容器保護のための対応としては１２時

間(目標２４時間)，人的対応に期待してはならない旨規定されてい

る。そのため，ＥＵＲに適合することが認定された炉型においては，

安全設備を作動させるための動力や人的判断，活動を要しない設計

方式(パッシブ設計)が多く取り入れられている。 

      福島事故の場合，巨大地震を起因事象とした原子炉事故への対応

が人的活動一辺倒で，それでいて人道的な制限と条件を課した場合

には，将来も同じ事態を繰り返す懸念があるが，我が国は，福島事

故の教訓として引き出していないように見受けられる。 

   （ウ）救助活動・避難行動への影響 

      所外の放送設備から流された事故の情報は聞き取り難く，多くの

住民は巡回する警察署の職員の見慣れない装備に驚き，彼らの自動

車の窓を挟んでの意味不明な呼びかけと手振りから重大性を察して

避難行動を開始したが，目的地も道路も指示されず，ＳＰＥＥＤＩ

が避難行動のために活用されることもなかった。 

      避難道路には所々に地震による地割れや陥没が生じており，その

鋭利な割れ目にタイヤの側面を擦ってバーストし，乗り捨てられた

車が渋滞の原因にもなっている。どのガソリンスタンドにも長蛇の
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列が出来，停電のために動かなくなった電動ポンプに替えて従業員

が手動のポンプを回して対応したが，これも渋滞を悪化させた。近

隣の市町村に急きょ設けられた避難所には，原子炉事故からの避難

者だけではなく，地震による被災者も集まったため，どこも混雑し，

避難者の多くが高齢と病身の家族を気遣いながらいくつかの避難所

を転々とさせられた。 

      これは，地震が原子炉事故に及ぼした影響の例であるが，逆に原

子炉事故が地震後の救助活動を妨げる場面もあった。即ち，地震や

津波の被災状況の確認や救出を待っていたかもしれない被災者の捜

索が，早々に打ち切られてしまった。 

   （エ）収束活動への影響 

      地震は，福島原発の建屋に無数のひび割れを発生させている。福

島原発を含む我が国の原発は，どこもかなり低い設計地震加速度で

建てられている。カリフォルニアのディアブロ・キャニオンが０.７

５ｇ(約７３５ガル)，サン・オノフレが０.６７ｇ(約６５７ガル)で

あるのに対し，福島第一原発１号機はたった０.１８ｇ(約１７４ガ

ル)であった。そのようなこともあり，２００５年から東日本各地の

原発でその超過が頻発し，徐々に引き上げられるようになったが，

それに合わせて改造や補強が隅々まで行われた訳ではない。それが

困難な代表的構造物が建屋そのものである。鉄筋コンクリートの床，

壁，梁などに鉄骨や鉄筋を追加したりすることが現実的に不可能だ

からである。建屋を剛体とみなし，建屋に設置されている配管など

の機器だけに改造や補強が行われた。その場合の問題は，高層マン

ションの１区画のある住人が，室内の壁と天井に対して食器棚をし

っかり固定して耐震性を高めたと思っても，建物全体が倒壊してし

まえば元も子もないのに似ているかもしれない。 

      地震後，福島原発の建屋のあちこちに目でも確認できるひび割れ

が夥しい数確認された状況が報告されているが，事故の発生以来，

そのようなひび割れから地下水が流入し，その後の収束活動を著し

く困難にした可能性がある。つまり，現在，敷地内に設置されてい

る１０００基以上の汚染水タンクが必要になった直接の原因がその

ようにして出来たひび割れからの流入で，それらが地震に起因して

いる可能性もあるということである。 

      このような地震との関連が疑われる多数のひび割れは，２００７
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年の中越沖地震に見舞われた柏崎・刈羽原発でも多数確認されてい

る。ひび割れの幅は１㎜未満であるが，長さは数ｍに及ぶものが多

い。そのようなひび割れに沿って侵入する地下水によって，長年，

鉄筋が湿潤環境に暴露され続けることが鉄筋コンクリートの構造物

に好ましい筈がない。やがて pH が低下して鉄筋が酸化するようにな

れば，それが膨張することで楔効果が働き，亀裂の幅が拡大し，劣

化が加速される可能性がある。 

      結局，元々低い設計地震加速度で建てられた建屋の場合，その後

の見直しによって内部の構造物や機器に対する耐震性の強化が行わ

れても，建屋自体の強度が増したわけではなく，建屋の強度は当初

のまま取り残され，そのことが福島の汚染水問題の根本原因となっ

ている可能性がある。そして，同じ問題の潜在性は，我が国の原発

の多くに当て嵌まっており，建屋が深いほど，地下水流量が多いほ

ど，深刻な問題をもたらす可能性がある。 

   （オ）復旧計画への影響 

      地震は，福島県の浜通り地方に多い瓦葺の民家の屋根を垂直方向

に長く激しく揺らし続け，文字通り瓦礫を地面に散乱させた。そし

て，その手当に着手する間もないうちに原子炉事故が発生し，避難

が指示され，そのまま壊れた家屋は放置され，風雨による劣化にさ

らされた。後に，ブルーシートが被せられ，重石が乗せられるだけ

の簡易な処置が施されたようではあるが，殆どが風にあおられて穴

だらけになっており，雨水の侵入を防ぐ役目を果たせなかった。一

時帰宅した住民の目に入ったのは，雨で濡れ，カビだらけになった

カーペット，鼠にかじられ，その繁殖場となった寝具などだった。

やがて，これを狙って蛇も入り込み，上空には鳶が舞うようになる。 

 この様に，急速に庭も家屋も荒れていき，地域全体の衛生環境が

劣化していく様子に，戻る意欲を失った住民も少なくない。地震で

傷んだ家屋に対しては，水が使えないなどの理由もあり，除染も遅

れた。 

      地震は，原子炉事故からの地元の復興を滞らせ，かつ，原子炉事

故による放射性物質の汚染が一般家屋や公共インフラの復旧を妨

げ，どちらか一方の場合よりも著しく状況を悪化させている。但，

どちらがより居住環境への影響が大きかったかといえば，同じ１９

８６年に発生したサンサルバドル地震(死者１０００～１５００人，
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負傷者１万人，家屋を失った住民２０万人)とチェルノブイリ事故に

ついて，今日までにそれぞれの影響を受けた地域がどのように処理

され，復旧されたかを比較すれば明らかである。 

   （カ）燃料プールの事故 

      福島事故の危機感は，４号機の原子炉建屋の爆発によってピーク

に達した。プールに保管されていた使用済み燃料が気中に露出して

発熱し，水蒸気と反応して大量の水素ガスを発生させ，それが爆発

した可能性があったからである。その後に続く現象はジルコニウム

火災で，一旦そのようなことが起こった場合には，燃料ペレットが

破砕してエアロゾル化し，それが上空に舞い上がって風で遠方まで

運ばれると懸念されたのである。 

      実際，そのような恐怖のシナリオを考えないわけにはいかない理

由もあった。４号機は，２０１０年１１月３０日，シュラウド取替

工事を主要な工程に盛り込んだ計画停止に入り，原子炉圧力容器内

から５４８体の燃料を使用済燃料プールに移しており，同プールに

収められた合計１３３１体の燃料から発せられる残留熱は２２６０

ｋＷもあった。原子炉建屋最上階には水が張られ，２０００トン前

後の荷重が追加されていた。上述したように，耐震性向上のための

補強は，使用済燃料プールを含む建屋の躯体に対してまで行われた

訳ではなく，元々は低い設計基準加速度をベースにしていた。強い

地震によって，鉄筋コンクリートの構造物にもひび割れが生じるこ

とは現に確認されている。使用済燃料プールの内張りは，厚さ６㎜

ほどのステンレス鋼板であり，過大な変形によって裂けることもあ

り得る。大きな物体が落下すれば，破れる可能性もある。仮に地震

によって使用済燃料プールが損傷し，水が抜けてしまっていたとす

ると，使用済燃料は急速に発熱する。燃料プールには水位計がなく，

実際の状況を確認したくてもテレビカメラが働かない。放射線レベ

ルの上昇は，３号機からの影響もあってよく確認することが出来な

い。９．１１の教訓として，アメリカでは，使用済み燃料を市松模

様に燃料プールに配置して熱源を分散させ，ジルコニウム火災のき

っかけとなる発火を起こり難くする対策が講じられていたが，日本

ではそのような対策は誰も知らず，ホットな使用済燃料が局所的に

まとめて保管されていた。 

      結局，懸念されたジルコニウム火災は起こらなかった。４号機の
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原子炉建屋は地震に耐え，使用済み燃料プールには十分な水が蓄え

られていることが確認された。しかし，これを機に米国では使用済

み燃料プールでの保管に不安を抱くようになり，ブルーリボン委員

会は，使用済燃料の乾式保管を加速させる必要性を最終報告書に盛

り込んだが，その後，NRC が，使用済み燃料プールの耐震性評価を行

った結果，ジルコニウム火災による大量放射能放出事象の発生頻度

が十分低いこと(１.１×１０ -７/炉年)を示したことで，乾式保管へ

の移行の加速は見送られている。このような経緯が我が国にも伝わ

り，使用済燃料プールの頑強さが信じ込まれるようになったが，米

国と我が国とでは前提が異なっていることを理解しなければならな

い。上記 NRC の計算は，０.７g の地震の発生頻度を６万年に１回と

して行ったものであるが，我が国では，６万年に１回ということは

ありえず，６０年に１回としてもおかしくない。また，NRC の計算は，

燃料の運転サイクルを７２０日としたものであるが，我が国ではそ

れよりも短く，平均４００日くらいである。この２点を修正するだ

けでも，我が国での頻度は，２.１×１０ -４/炉年まで跳ね上がる。

しかも，我が国では，上述した市松模様の配置が行われていないた

め，この頻度は更に大幅に高くなる。 

  (6) 地震対策の見直し懈怠と立地審査指針無視 

    原子力規制委員会は，福島原発事故の原因が究明されていないにもか

かわらず，また，福島原発事故地震原因説等に相当の合理的理由がある

にもかかわらずこれを無視し，福島原発事故の原因は津波であると決め

つけてしまい，その結果，津波対策は拡充したものの，地震対策は，抗

告人も認めるように従来とほぼ同じものとしてしまった。 

    本件原発の周辺には複数の活断層が存在し，過去においても大規模な

地震が頻発している地域であるたため，地震対策が極めて重要であるが，

原子力規制委員会は，その地震対策の見直しを怠ってしまったのである。

しかも，後述するように，班目委員長がその不十分さを指摘していた上

記立地審査指針を見直すどころか，立地審査指針さえ無視するという暴

挙を敢行し，原子炉等規制法に違反してしまったのである。 

    地震の影響に対する過小評価は，基準地震動の想定の甘さ，地震に伴

う共通要因故障を想定しない，地震の影響を受ける可搬式設備による人

的対応に依存した過酷事故対策等，新規制基準の脆弱性に直結してしま

っている。結果的に，諸外国と異なり，地震大国である日本において，
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最も厳重に警戒しなければならないはずの地震対策について，楽観的な

想定（基準地震動はまず越えることはないだろう，地震が起こっても共

通要因故障は起きないだろう，地震や津波が発生しても，可搬式設備が

有効に作動することができるであろう等）の下に，原発の再稼働が容認

されているのである。 

 

 ４ 拙速・聞く耳持たず・審査指針の欠落・申請書の提出等 

   抗告人は，原子力規制委員会担当委員や多様な学問分野の外部専門家ら

が出席し，約８ヶ月間，回数にして１２回ないし２３回にわたる会合にお

いて議論が重ねられ，その上，意見公募手続（パブリックコメント）が２

度にわたって行われた。したがって，新規制基準は，現在の最新の知見を

集合した知的信用性が高いものであると主張している。しかしながら，抗

告人による議論が重ねられたとの主張に関しても，実際の状況を踏まえれ

ば，全く根拠のない主張と言わざるを得ない。 

  (1) 新規制基準チーム 

   ア 会合 

     平成２４年１０月２５日に第１回会合が開催され，平成２５年６月

３日迄の間に２３回会合が開催された(甲第２１５号証)。 

   イ 骨子案の採択 

     平成２５年１月３１日に開催された第１３回会合(甲第２１６号証)

において，「新安全基準(設計基準)骨子(案)」（甲第２１７号証)と「新

安全基準(ＳＡ)骨子(案)」(甲第２１８号証)が採択された。 

     第１回会合から数えて９８日間であり，議論を尽くして採択された

ものではなく，議論が噴出する状態でありながら，スケジュールを優

先して採択されたものである(甲第２１６号証）。 

  (2) 地震・津波チーム 

   ア 会合 

     平成２４年１１月１９日に第１回会合が開催され，平成２５年６月

６日迄の間に１３回会合が開催された(甲第２１９号証)。 

   イ 骨子案の採択 

     平成２５年１月２９日に開催された第８回会合(甲第２２０号証)に

おいて，「発電用軽水型原子炉施設の地震及び津波に関わる新安全設

計基準(骨子素案)」（甲第２２１号証)が採択された。 

     第１回会合から数えて７２日間であり，議論を尽くして採択された
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ものではなく，議論が噴出する状態でありながら，同様に，スケジュ

ールを優先して採択されたものである(甲第２２０号証）。 

  (3) 平成２５年２月６日原子力規制委員会(甲第２２２号証) 

   ア 骨子案の採択 

     平成２５年２月６日開催された原子力規制委員会において，上記３

つの骨子案が採択された。 

   イ 議論なし 

     上記各チームの担当委員であった更田委員と島﨑委員から説明があ

ったが，議論らしい議論はなく，原案通り採択された(甲第２２２号証

１２頁～）。その際，更田委員は，新安全基準が同年７月１８日迄に

施行することが改正された法律で定められていると発言した(同１２

頁)。 

   ウ 大島発言 

     また，大島委員は，更田委員が言っているように，本来，この種の

作業は３年や５年かけてやってもおかしくないものだと思うが，法律

で７月までというデッドラインが決められているので，今さら言って

も仕方がないと発言した(甲第２２２号証１７頁)。 

  (4) 骨子案のパブコメ 

     この骨子案は，平成２５年２月７日から同月２８日迄の２２日間，パ

ブリックコメントに掛けられ，「十分な時間をかけて丁寧に検討すべき

だ」「基準の名にふさわしくないあいまいな表現が多すぎる」等の多数

の意見が寄せられたが，顧みられることはなかった(甲第２２３号証５１

頁)。 

  (5) 平成２５年４月１０日原子力規制委員会(甲第２２４号証） 

     平成２５年４月１０日に開催された原子力規制委員会に，骨子案に基

づいて委員会規則などの形で条文化した新規制基準が掛けられ，全く議

論なく採択された(２１頁～)。 

   (6) 新規制基準のパブコメ 

     この新規制基準は，平成２５年４月１１日から５月１０日迄の３０日

間，パブリックコメントに掛けられた。３０００頁にも上る膨大な文書

に対し，１８００通もの意見が寄せられた。その意見にある疑問や批判

に応えることなく，同年６月１９日，原子力規制委員会は，字句等の一

部を修正しただけで，新規制基準を決定した(甲第２２３号証５１頁)。 

  (7) 制定と施行 
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     そして，原子力規制委員会は，平成２５年６月２８日，この新規制基

準を制定し，同年７月８日，施行したのである。また，抗告人が，高浜

３号４号機について本件の設置変更許可申請をしたのは，正にその施行

日当日のことであった。 

   (8) 拙速 

    上述した新規制基準チームの初会合から新規制基準の決定・制定まで

の期間は約８か月であるが，骨子案の検討期間は，新規制基準チームが

３か月余り，地震・津波チームが２か月余りに過ぎず，その後，２度の

パブコメや骨子案に基づいて委員会規則などの形で条文化する作業等が

行われたものの，新規制基準の骨格は，僅か２～３か月余りの間に策定

されたと言って過言ではない。 

    上述した大島委員の発言にあるように，本来３～５年程度かけて策定

されるべき新規制基準が，初会合から約８か月で策定されたというだけ

でも拙速といわなければならないが，実際には，僅か２～３か月余りの

間に策定されたものに過ぎない。 

 ５ 佐藤暁（科学「アキレスを追いかけるカメ」）の指摘（甲第２２５号証） 

   上記の如く，余りに拙速な新規制基準策定の経緯に関して，下記の通り

の指摘されている。 

  (1) 拙速 

   ア 初会合から８ヶ月余りの施行 

     新規制基準は，平成２４年１０月２５日の初会合から平成２５年２

月８日の会合までの短期間に作成された(甲第２２１号証)。実に４か

月に満たない超短期間である。そして，アリバイ作りのような短期間

の形式的なパブコメを経て，同年６月２８日に制定され，同年７月８

日に施行された。初会合から８か月余りの超ハイスピードの施行であ

る。 

   イ 予測を上回る拙速な作業 

     上記佐藤暁氏は，最低限の手続を最速で進めても再稼働は平成２９

年３月になってしまうであろうと予測したが，その予測は完全に外れ

てしまった(佐藤暁「アキレスを追いかけるカメ」(甲第２２５号証０

７１３～０７１４頁)。九州電力川内原発は，２０１４年９月１０日，

新規制基準に適合したとされ，２０１５年８月１１日，１号機が再稼

働した。 

   ウ 立地審査指針の見直し等なし 
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     佐藤氏は，上記予測にあたり，福島原発事故によって，かつての立

地審査指針が著しく過小評価だったことが判明したため，新規制基準

は，これに代わる新しい立地審査の指針が盛り込まれることになるだ

ろうと予想し，また，セキュリティ対策の要件も追加になるだろうと

予想していたが，その予想は外れ，立地審査指針は無視され，セキュ

リティ対策が追加されることもなかった (甲第２２５号証０７１４

頁)。 

  (2) 聞く耳持たず 

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

されるだろう，新規制基準等の最終版には受け付けたコメントの分析結

果が反映されるだろうと予想していたが，実際のパブコメの期間は３週

間程度しかなく，しかも，字数制限つきで，受け付けはするが考慮する

わけではないというものに過ぎなかった(甲第２２５号証０７１４頁)。 

  (3) 審査指針の欠落 

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

い統一的で整合性のある審査を行うための指針が必要になるだろう。従

って，新規制基準の制定の次には，これに対応した審査指針の制定作業

が続き，これも原案の作成，パブコメの受付，最終化という段階を踏ん

で進められると，この作業にも１年半はかかるだろうと予想していたが，

審査指針は策定されず，審査指針なしの審査が始まってしまった(甲第２

２５号証０７１４頁)。 

  (4) 施行当日の申請書の提出 

    佐藤氏は，事業者が原子力規制委員会の審査を受けるための申請書を

作成するのは，少なくとも審査指針の形が見えて来てからで，作成から

提出までには半年はかかるだろうと予想していたが，抗告人らが申請書

を提出したのは，新規制基準施行日当日であった(甲第２２５号証０７１

４～０７１５頁)。 

 

 ６ 新規制基準に適合することは安全を意味するものではないと原子力規制

委員会が繰り返し認めていること 

  (1) 抗告人は，新規制基準に適合したとことを縷々説明しているが，新規

制基準に適合したからといって，本件原発の安全性が確保されているこ

とを意味するものではないことは，他ならぬ原子力規制委員会が繰り返

し述べているところである。 
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     抗告人の主張のスタンスは，そもそも，新規制基準が，「安全基準」

ではなく，「規制基準」とされるに至った経緯を完全に看過しており，

失当である。 

     すなわち，平成２５年３月１９日，平成２４年度第３３回原子力規制

委員会において，田中原子力規制委員長が，私案として示した「原子力

発電所の新規制施行に向けた基本的な方針」（甲第２２６号証）におい

ては，「事業者は，原子力発電所の安全確保の一義的責任を負う。規制

当局が，原子力発電所の安全性に関する証明責任や説明責任を負ってい

ると履き違えると，安全神話に逆戻りしてしまう。原子力規制委員会は，

原子力発電所が規制の基準を満たしているか否かを確認し，その結果に

より達成される安全レベルの説明を行うことを役割とする。」とされ，

原発の安全性の確保は一義的には事業者の責任であり，原子力規制委員

会は，原発の安全性を担保する役割はないことが確認されている。 

     また，平成２５年４月３日，平成２５年度第１回原子力規制委員会に

おいて，田中委員長は，「『安全基準』と言うと，基準さえ満たせば安

全であるという誤解を呼ぶことがあって，私も先にプレス会見で御指摘

をいただいて，傾聴に値しますということで，先週『規制基準』がいい

という話をさせていただきました。今日ここで皆さんの御賛同をいただ

ければ，今後は『規制基準』ということで，私どもの文章も統一してい

きたいと思うんですが，よろしいでしょうか。」と発言し，他の委員か

らも異論なく，以降この「規制基準」という用語が使用されるに至った

（甲第２２７号証）。すなわち，用語の策定にあたっても，原子力規制

委員会は，基準適合性を判断するのみで，「規制」基準を満たしたから

といって，原発が「安全」であることを意味しないことが，強く意識さ

れているのである。 

     さらに，平成２６年７月１６日，平成２６年度第１６回原子力規制委

員会において，九州電力川内原発１，２号機の再稼働に向けた安全審査

の申請に対し，これを認める合格書案にあたる審査書案をとりまとめた

直後の記者会見でも，田中委員長は，「安全審査ではなくて，基準の適

合性を審査したということです。ですから，これも再三お答えしていま

すけれども，基準の適合性は見ていますけれども，安全だということは，

私は申し上げません。」などと発言し（甲第１６号証），新規制基準に

適合しているからといって原発が安全であることを意味するものではな

いと再度強調しているのである。 
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 ７ このような，原発の早期再稼働を最優先したとしか言いようがない，拙

速な議論のもと，新規制基準は，下記で述べる通り，原発の再稼働を最優

先し，安全審査指針類の根本的な誤りを放置したまま，既存の原発に付け

焼き刃的な手直しをするだけで，再稼働を可能にするというものであった。 

   

第４ 立地審査指針に関する主張について 

 １ 抗告人は，「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすに

ついて」（いわゆる「立地審査指針」）に関して，設置許可基準規則解釈

において引用されていないとしている（抗告人主張書面（４）１２頁）。

すわなち，抗告人の主張は，新規制基準には，立地審査指針が存在しない

ということである。 

    その上で，抗告人は，新規制基準を踏まえ，安全確保対策を強化するこ

ととしていること，地震，津波等の自然的立地条件の適切な想定をしてい

ること等を考慮すれば，福島第一原発事故と同様の事故が生じることは「ま

ず」考えられないとして，立地審査指針に適合しないとの主張に対する反

論をしている。 

 ２ しかしながら，立地審査指針は，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，原発審査の最も根本的かつ重要

な基準である（既存の原発は，立地審査指針に適合しているとの判断のも

と設置許可がなされている）。このような，立地審査指針が欠如している

のであれば，新規制基準は，周辺公衆の放射線被害を防止することを何ら

保証しないこととなる。 

   仮に，抗告人が言うように，新規制基準を踏まえ安全対策が強化された

ため，福島第一原発事故と同様の事態が生じることはまず考えられないの

であれば，立地審査指針を新規制基準に組み入れ，再稼働の必要最低限の

条件として，立地審査指針に基づき，立地の適合性を判断すればよい話で

ある。立地審査指針に基づき判断して，一般公衆に対して放射線被害が生

じないことが判断されない限り，安全対策が十分とは言えないからである。 

   ところが，実際には，抗告人も認めているように，新規制基準には立地

審査指針が組み入れられていない。福島第一原発事故の発生を踏まえた，

各原発の立地審査指針への適合性の再検証すら一切なされていない。 

   これは，立地審査指針に基づき立地の適合性を判断すれば，本件各原発

を含めた原発が全て，現に現実化した福島第一原発事故程度の原発事故を



- 29 - 

想定した場合ですら（最悪のシナリオは偶然が重なり回避されたに過ぎな

い），周辺公衆の住民に放射性被害を与えること，すなわち，立地不適合

となってしまうことが明らかになったからに他ならない。 

   原発審査の要であり，設置許可の大前提である，立地審査指針を欠如し

た，新規制基準では，原発の安全性は何ら保証されるものではない。抗告

人が，いくら，「安全」性を吹聴しようと，立地審査指針に基づく判断が

欠如している以上，全く根拠がない机上の空論に過ぎない。 

 ３ さらに，抗告人は，地震等の自然的立地条件の適切な想定の下，「安全

上重要な設備」の共通要因故障が防止されるので，福島第一原発事故と同

様の事故が生じることは「まず」考えられないとして，同事故と同様の事

故と放射能の広がりを想定すべきとする相手方らの主張には理由がないと

している。 

   しかしながら，立地審査指針は，万が一（「まず」起こらないとしても）

の事故が発生した場合であっても，放射線被害が周辺公衆に及ばないこと

を審査し，安全性を保証する基準である｛立地審査指針における基本的目

標は，技術的見地からみて，最悪の場合には起こるかもしれないと考えら

れる重大な事故（「重大事故」）や重大事故を超えるような技術的見地か

らは起こるとは考えられない事故（「仮想事故」）の発生を想定するもの

とされている（甲第１０２号証）｝。 

   よって，立地審査指針は，決して，抗告人の主張するような，「まず考

えられない」から想定しなくてよいという楽観論をもって判断される基準

ではない。あくまでも，万が一の重大事故が起こることを前提にした基準

であり，抗告人の主張は矛盾・破綻している。なお，抗告人の言う，「安

全上重要な設備」の共通要因故障が防止されるとの主張は，新規制基準に

おける基準地震動の策定方法が極めて不合理であるため，その前提自体が

誤りである。新規制基準では，万が一の事故（例えば，基準地震動を越え

る地震が発生）の場合に関して，何ら実効性ある対策は講じられておらず，

立地審査指針において想定されるべき，重大事故や仮想事故を前提とした

場合には，公衆の安全に具体的な危険が生じることが確実な状況である。 

 ４ ここに，原発は，原子炉内に莫大な量の放射性物質が蓄積されているこ

とから，大事故を起こすと広範な放射能汚染をもたらす。また，原発とそ

れ以外の技術との決定的な違いは，事故収束の本質的困難さにある。すな

わち，原発は，核分裂の連鎖反応が暴走する危険性を秘めた制御しにくい

ものであることに加え，核分裂停止後も生成された核分裂生成物が崩壊熱



- 30 - 

を出し続けるという特殊性をもつ。そのことが運転停止後の継続的冷却を

不可欠とし，その失敗によるメルトダウンの危険性を生み，原子炉圧力容

器や格納容器の破損により大量の放射性物質を広範にばらまくという深刻

な放射能汚染を引き起こす。その被害規模は，他の技術における事故とは

決定的に違い，原発は，いったん過酷事故が起こるとその収束は困難を極

めるとともに，放射能汚染における被害は計り知れない。そのことは，福

島第一原発事故によって実証されている。 

   にもかかわらず，抗告人は，万一の事故を前提とした基準である立地審

査指針に関して，まず考えられないから想定しなくて良い等と，安易な基

準にすり替えてしまっている。抗告人は，原発を家電製品等の一般的な技

術と勘違いしているとしか言いようがない。 

 ５ さらに，事故が発生した場合の，第５層の防護である避難計画の実効性

に関して，新規制基準は全く判断するものではない（この点に関する抗告

人の実質的な反論も全くない。本訴においてであるが，抗告人の代理人自

身，準備書面の主張は，制度を説明したのみであり，計画に実効性がある

との趣旨ではないと明言している）。 

   このような新規制基準が，公衆に対して放射線被害を与えないことを何

ら保証するものではないことは明々白々であり，新規制基準は，公衆に対

して被曝の受容を迫る極めて不合理な基準である。 

   抗告人の主張は，ことごとく，立地審査指針を欠如し，避難計画の実効

性に触れない，新規制基準では何ら安全性が保証されないという相手方ら

の主張に対する，反論になっていない。むしろ，「万が一」の事態を想定

した原発の基準を，「まず」起こらないから大丈夫等という安易な基準に

すり替えており，その安全思想の根本的な誤りを露呈している。 

 

第５ 設備に関する安全性について（抗告人主張書面（１９）「第３章の第３」） 

 １ 故障想定 

  (1) 単一故障指針が不合理であること 

   ア 安全設計審査指針は単一故障を想定していた 

      仮処分申立書「第３章の第１の２（１）」（２４頁以下）及び相手

方ら準備書面６「第３の３」（４１頁以下）で主張したように，新規

制基準が制定される前の安全設計審査指針では，各系統を構成する機

器の単一故障を仮定し，それでも必要な機能を失わないことが求めら

れており（単一故障指針），複数の機器が同時に故障することを想定



- 31 - 

していなかった。 

   イ 福島原発事故での共通要因故障 

     しかしながら，福島原発事故では，自然現象や人為事象によって，

非常用復水器(ＩＣ)２系統の手動停止，非常用交流動力電源系統の多

重故障，非常用所内直流電源系統の多重故障など，共通要因故障が生

じた。 

     そのため，福島原発事故の教訓を踏まえれば，当然，単一故障指針

を見直し，複数の機器が同時に安全機能を失うこと(共通要因故障)を

想定した設計でなければならない。にもかかわらず，新規制基準では，

単一故障指針は見直されていない。 

  (2) 新規制基準も共通要因故障を想定していない 

   ア 設置許可基準規則の規定 

     新規制基準の根幹をなす「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「設置許可基準規則」

という。）では，第１２条第２項において，「安全機能を有する系統

のうち，安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものは，当該

系統を構成する機械又は器具の単一故障【単一の原因によって一つの

機械又は器具が所定の安全機能を失うこと(従属要因による多重故障

を含む。)をいう。以下同じ。】が発生した場合であって，外部電源が

利用できない場合においても機能できるよう，当該系統を構成する機

械又は器具の機能，構造及び動作原理を考慮して，多重性又は多様性

を確保し，及び独立性を確保するものでなければならない」とされて

いる。 

   イ 「設計基準事故」の規定 

      また，設置許可基準規則第２条第２項第３号では「設計基準事故」

の規定を新たに定めた。 

     同号では「設計基準事故」とは，「発生頻度が運転時の異常な過渡

変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場合には発電

用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとし

て安全設計上想定すべきものをいう」とされている。 

     そして，設置許可基準規則第２条第２項第３号は，「運転時の異常

な過渡変化」とは，「通常運転時に予想される機械又は器具の単一の

故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似

の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ
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って，当該状態が継続した場合には発電用原子炉の炉心(以下単に「炉

心」という)又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著しい損傷が生ずるお

それがあるものとして安全設計上想定すべきものをいう」と規定して

いる。 

   ウ 規則は単一故障を仮定 

     従って，設置許可基準規則は，設計基準事故の想定事象として，共

通要因故障が生じることを想定しておらず，あくまでも単一故障を仮

定しているに過ぎない。 

  (3) 様々な事故を想定すべきである 

     しかしながら，本来原発の安全設計においては，起こりうる様々な事

故を想定し，それに対処するための要求条件を設定することが出発点で

ある。ここで想定される事故こそ設計基準事故である。 

    それ故，原子力規制委員会の基準検討チームにおいても，当初は，「信

頼性に関する設計上の考慮」について，共通要因故障を取り入れた基準

が策定されようとしていた。重要度の特に高い安全機能を有する系統に

ついて，多重性に重きを置いていたが，福島原発事故が多重性では防ぐ

ことができなかったという反省から，「ただし，共通要因又は従属要因

による機能喪失が独立性のみで防止できない場合には，その共通要因又

は従属要因による機能の喪失モードに対する多様性及び独立性を備えた

設計であること」という規則案が検討されていたのである。 

    単一故障指針を見直し，設計基準事故に共通要因故障が生じた場合を

位置づけてこそ，はじめて福島原発事故の教訓を踏まえた新規制基準に

なるというべきである。 

  (4) 安全評価審査指針の組み込み・見直しなし 

    また，「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

基準に関する規則の解釈」（原規技発第１３０６１９３号原子力規制委

員会決定，以下「設置許可基準規則解釈」という。）第１３条第１項は，

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評価について

は，現行の安全評価審査指針に基づいて実施すると規定している。 

    しかしながら，安全評価審査指針は，安全設計審査指針と並んで原発

の安全審査における重要な判断基準であるにもかかわらず，今回の新規

制基準には組み込まれず，見直されていない。そのため，運転時の異常

な過渡変化，設計基準事故に対する解析及び評価にあたっては，現行の

安全評価審査指針が単一故障の仮定をとっている以上，単一故障の仮定
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に基づいた解析・評価をすることにならざるを得ない。共通要因故障に

よって福島原発事故が生じたというのに，安全設計評価を行うにあたり，

共通要因故障が生じた場合を仮定しないというのでは，まともな解析・

評価ができる筈がない。 

    しかも，安全評価審査指針は，設計基準事故の原因として，内部事象

だけを想定し，自然現象あるいは外部からの人為事象は想定外とされて

いる。結局，自然現象による事故を考えれば，単一故障の仮定を維持で

きないので，設計基準事故の原因は内部事象に限定し，自然現象を事故

原因として考えないことにしているのである。 

  (5) 抗告人の主張の不合理性 

   ア 抗告人の主張 

      抗告人は，抗告人主張書面（４）「第４・２」（１３頁以下）等に

おいて，大要，新規制基準では設備の安全重要度に応じて，地震，津

波等の自然現象に対する設計要求を規定し，「安全上重要な設備」の

地震，津波等による共通要因故障はこの設計要求により防止されるこ

とから，偶発的な機器の故障，破損等に対する設備の信頼性に関して

は「単一故障」を仮定した設計及び安全設計評価であれば足りる，な

どと主張している。 

       しかしながら，抗告人の主張は，福島事故において共通要因故障が

生じた事実を無視するものにほかならず，原発の安全性を確保するう

えで全く不足した考え方に基づく不合理な主張である。 

   イ 共通要因故障を防止できると強弁することの不合理性 

     そもそも，新規制基準における基準地震動の策定方法が不合理であ

り，そのような不合理な方法で策定された基準地震動を前提とする耐

震設計をしても，地震による共通要因故障を防止することなどできな

い。 

     したがって，新規制基準（設置許可基準規則及び設置許可基準規則

解釈）による設計要求によって共通要因故障は防止できるとする抗告

人の主張は，その前提が誤りであり，相手方らの主張に対する反論と

はならない。 

      また，抗告人自身が「安全上重要な設備」について，「実際に故障

等が発生することはまず考えられないが，敢えて，故障を仮定して評

価する。」（抗告人主張書面（４）「第４・２（４）」（１６頁）な

どと自ら主張するように，原発の設計においては万が一にも事故が発
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生しないよう慎重に慎重を重ねて設計すべきであり，仮に故障の発生

が考え難いとしても「あえて」故障が発生したと仮定して設計すべき

ものである。 

     それゆえ，原発の設計にあたっては共通要因故障が生じることを仮

定すべきことは当然であり，共通要因故障が生じてもなお安全を担保

できる設計でなければならない。 

   ウ 福島事故の教訓を無視してはならない 

     しかも，福島事故の経験から，地震や津波などの自然現象を原因と

する事故については，単一故障の仮定通りに事態は進展はせず，一つ

の原因で必要な安全機能が同時に全て故障するという共通要因故障が

生じ，単一故障を仮定する設計思想が安全確保に不足した考え方であ

ったことが明らかとなっている。 

     したがって，共通要因故障が起こらないことを前提とするのではな

く，共通要因故障が起きることを仮定し，それでもなお安全が確保で

きるという設計でなければ，原発の安全を確保することはできない。

新規制基準は，共通要因故障を仮定した設計を要求しておらず，原発

の安全を確保することができないことは明らかである。 

 

 ２ 電源設備について（抗告人主張書面（１９）「第３章の３」） 

 （１）外部電源の耐震重要度分類について 

   ア 抗告人の主張 

     原決定は，原々決定を引用し，「外部電源についてはＣクラスに分

類し，事故時には非常用ディーゼル発電機等の非常用電源（Ｓクラス

に分類）により本件各原発の電力供給を確保すること」としているこ

とに対し，「経済的観点からのこの発想が福島第一原子力発電所事故

を経験した後においても妥当するのか疑問なしとしない」とした。 

     これに対し，抗告人は，抗告人主張書面（１９）の７５頁「第３章

の第３の１（３）」において，抗告人主張書面（１４）「第４章の第

３の１（３）」（７４～７５頁）で主張したのと同様に，経済的観点

を理由とする考え方を採用していることを否定する。そして，「原子

力発電所の多様な設備について，その重要度に応じて，重要なものほ

どより厳格な基準を適用するということは，原子力発電所の基本設計

において一般的に採用されている考え方による」とし，「より重要な

対象により厳しい基準を適用し，より厳密にこれを確認することで，
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より高い安全性を確保できるという一般的な経験則が，重要度に応じ

た分類を行う際の根底にある科学的理念」であり，「事故時には，安

全機能の確保に関して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，上記の考え方に従い，

非常用ディーゼル発電機に，『安全上重要な設備』として高い耐震性

を持たせているのであって，経済的観点からこのような取扱いを採用

したものではない」などと主張し，原決定は原子力発電所の基本設計

に関する一般的な考え方や本件発電所の設計思想を何ら踏まえないも

のであって誤りである，などど批判している。 

   イ 抗告人の主張は外部電源が耐震Ｃクラスであることを正当化する理

由にはならない 

     しかしながら，相手方ら準備書面（１７）の７頁以下「第２の１（１）」

で述べたように，抗告人の主張は，福島第一原子力発電所事故を経験

した後においても外部電源の耐震重要度分類をＣクラスのままにして

おくことを正当化する理由とはならない。 

     抗告人の主張する原子力発電所の基本設計に関する考え方によれ

ば，「重要度に応じて，重要な設備により厳格な基準を適用する」と

いうことになるが，いうまでもなく外部電源は原子力発電所の安全性

を確保するにあたって極めて重要な設備である。 

     福島第一原発事故において全交流電源喪失という事態を招いた原因

は，外部電源と非常用電源の両方を喪失したことにあったが，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，東日本大震災（平成 23 年 3 月 11 日）においては，福島第一

原発だけではなく，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

あった（甲第１６６号証）。耐震Ｓクラスの非常用電源がすべてダウ

ンしたのに，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，

福島第二原発は最悪の事態を避けることができたのである。 

     このような経験からも明らかなように，事故時における電源確保に

おいても，外部電源が極めて重要な設備であることはいうまでもない。
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仮に抗告人の主張する考え方に従い，重要度に応じた分類をするとし

ても，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。抗告人の主張は，外部電源を耐震重要度分類Ｃ

クラスのままにしておくことを何ら正当化するものではない。 

 （２）非常用ディーゼル発電機の起動失敗例について 

   ア 抗告人は，原決定が原々決定と同様に，非常用ディーゼル発電機の

起動失敗例は少なくない（甲第８０号証）としたことに対して，２事

例は，本件発電所の非常用ディーゼル発電機と設計・構造が異なって

いるとし，残る１事例も抗告人の非常用ディーゼル発電機で生じたも

のではない上，抗告人においては，必要な対策を実施済みである，な

どと主張する（抗告人主張書面（１９）の７８頁「第３章の第３の１

の（５）」，抗告人主張書面（１４）の７７頁「第４章の第３の１（５）」）。 

   イ しかしながら，相手方ら準備書面（１７）の９頁「第２の１（２）」

で述べたとおり，起動失敗例（甲第８０号証）の２事例における非常

用ディーゼル発電機と本件発電所の非常用ディーゼル発電機とは設計

・構造が異なるとしても，設計・構造が異なっていれば異なる原因で

起動に失敗することがあり得るから，設計・構造が異なるからといっ

て，安全性が高いということはできない。 

     また，これまでに生じた起動失敗例の原因について対策を講じてい

たとしても，当然のことながら他の原因によって起動に失敗すること

も十分に考えられる。 

     重要なことは，非常用ディーゼル発電機も，様々な原因によって，

起動に失敗することがあり，しかも２台同時に起動不能になることが

あることであって（甲第８０号証），非常用ディーゼル発電機を複数

台備えたからといって，安全性が高まるということはできない。  

 （３）空冷式非常用発電装置の耐震性能について 

   ア また抗告人は，原決定が原々決定と同様に，「空冷式非常用発電装

置の耐震性能を認めるに足りる資料はなく，また，電源車等の可動式

電源については，地震動の影響を受けることが明らかである」とした

ことに対して，空冷式非常用発電装置については，基準地震動に対す

る耐震性を有することが求められており，電源車は地震により生じる

敷地下の斜面の滑り，液状化及び揺すり込み等による不等沈下などの
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影響を受けない位置に保管することとしている旨主張する（抗告人主

張書面（１９）の７９頁「第３章の第３の１（６）」，抗告人主張書

面（１４）の７７頁「第４章第３の１（６）」）。 

   イ しかしながら，この点についても，相手方ら準備書面（１７）の１

０頁「第２の１（３）」のとおり，外部電源を喪失し，非常用ディー

ゼル発電機（耐震Ｓクラス）の起動に失敗した時に，空冷式非常用発

電装置が耐震Ｓクラスであったとしても，必ず起動すると楽観視する

ことはできない（基準地震動を越える地震が生じれば，起動は全く期

待できない）。 

   ウ また，電源車は可搬式設備であり，可搬式設備に依存することの危

険性については，相手方ら準備書面（６）の５７頁以下で述べたとお

りであって，可搬式設備による人的対応は，過酷事故発生後の緊急事

態下では有効に機能しない。 

     ヨーロッパのＥＵＲの基準では，①設計基準事故の発生後７２時間

は，可搬式設備による人的対応の有効性を期待してはならない，②設

計基準を超えた事故の発生後６時間は，可搬式設備による炉心損傷防

止のための人的対応の有効性を期待してはならない，③設計基準を超

えた事故の発生後１２時間（目標は２４時間）は，可搬式設備による

格納容器保護のための人的対応の有効性を期待してはならない，④格

納容器は，設計基準を超えた事故の発生後１２時間（目標は２４時間）

は，人的対応（格納容器ベントを含む）なしで耐久できること，⑤設

計基準を超えた事故の発生後７２時間は，所外からの支援を期待して

はならない，としており，可搬式設備による人的対応の有効性を期待

することを明確に禁止している。 

     しかるに，新規制基準における過酷事故対策は，上記国際基準が明

確に禁止している可搬式設備による人的対応を基本としている点で，

重大な欠陥がある。 

     可搬式設備による人的対応は，我が国で最も警戒すべき地震の場合

に致命的な欠陥を露呈する。すなわち，地震は，兆候なく瞬時に広範

囲に影響を及ぼし，それ自体の破壊力の他に，多くの併発事象と誘発

事象を起こすものである（山崩れ，地滑り，道路や通路の損傷等）。 
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     また，地震の影響は，建屋全体から電子基板のハンダ付けにまで及

び，複数の機器を同時に損壊させ，状況把握を混乱させる。そして，

地震の場合には，１基だけでなく，発電所内の全基に及ぶことになる。

地震によって，併発事象の複合作用，誘発事象の二次，三次的な損傷

が重複する。さらに，地震発生に際して，発電所の職員に怪我を負わ

せ，恐怖感を与え，家族の安否確認もできない精神的なストレスも与

える。のみならず，所外からの支援も滞り，孤立無援に陥る可能性が

あり，飲食物の困窮，暖冷房の停止，医療支援の欠乏も起こりうる。

以上のような要因により，巨大地震が発生した場合，可搬式設備によ

る人的対応は全く期待できない。 

     よって，原決定及び原々決定が電源車等の可動式電源については，

地震動の影響を受けることが明らかであると判示したことは正当であ

り，可搬式設備による人的対応を基本とした新規制基準における過酷

事故対策には致命的な欠陥があるというべきである。 

 （４）電源設備における問題の本質 

   ア 抗告人の設計思想こそが誤りである 

     抗告人は，原決定及び原々決定が原子力発電所の基本設計に関する

一般的な考え方や本件発電所の設計思想を何ら踏まえないものである

などと批判する。 

     しかしながら，抗告人の設計思想こそが，相変わらず，原子力発電

所設計の基本的な考え方である多重防護の思想とはかけ離れたもので

あり，原決定及び原々決定はその点を指摘しているというべきである。 

     福井地裁決定が「多重防護とは堅固な第１陣が突破されたとしても

なお第２陣，第３陣が控えているという備えの在り方を指すと解され

るのであって，第１陣の備えが貧弱なため，いきなり背水の陣となる

ような備えの在り方は多重防護の意義からはずれる」（甲第７２号証

３８頁）と判示したように，原発設計の基本的な考え方である「多重

防護」の思想に立てば，原発の電源確保において第一次的な役割（す

なわち第１陣）を担う外部電源についても「堅固な第１陣」にふさわ

しい耐震性をもたせるべきことは当然のことである。 

     ところが，抗告人は，相変わらず，事故時における必要な電力の供

給においては，外部電源ではなく非常用ディーゼル発電機が担うから

外部電源についての耐震安全性は低くても構わないとする主張を繰り



- 39 - 

返しており，いわば第１陣が容易に突破されることを許容している。

このような設計思想が，原発設計の基本的な考え方である多重防護の

思想を全く理解しないものであることは明らかである。 

   イ 抗告人の考え方は経済的観点からの発想である 

     しかも，これまで主張しているように，外部電源を耐震需要度分類

Ｓクラスに格上げし，相応する耐震性を備えさせることは，技術的・

物理的に十分に可能である。 

     それにも拘わらず，外部電源の耐震重要度分類がＳクラスに格上げ

されないのは，外部電源をＳクラスにしてしまうと，膨大な数の送電

鉄塔を基礎工事からやり直す必要が生じるなど，敷地内外の外部電源

に関わる系統を大幅に見直す必要があり，莫大なコストがかかるから

にほかならない。 

     抗告人は，外部電源をＳクラスに分類しないことは経済的観点とは

無関係であるかの如く主張するが，かかる主張は詭弁である。新規制

基準は，費用対効果の観点，すなわち経済的観点から外部電源を耐震

重要度分類Ｓクラスに分類していないのである。 

     しかしながら，外部電源は，電源確保にとって極めて重要度の高い

設備であることは明らかである。福島第一原発事故を経験した後にお

いては，脆弱な外部電源を耐震Ｓクラスへ格上げし，多重防護におけ

る堅固な第１陣となるにふさわしい耐震性を備えさせるべきであるこ

とは必須である。 

     電源設備の問題は，経済的理由から，外部電源を耐震Ｃクラスのま

ま放置していることにあり，原決定は，外部電源を喪失した際の備え

が重厚で十分なものではないと述べることによって，外部電源を耐震

Ｃクラスのまま放置していることの問題を逆説的に指摘しているので

ある。 

 

第６ 過酷事故対策について 

 １ 「安全神話」に基づく過酷事故対策の不備 

   福島原発事故以前，原子力発電所は，「止める，冷やす，閉じ込める」

の機能で安全が保たれており，閉じ込める機能については，①燃料ペレッ

ト，②燃料被覆管，③原子炉圧力容器，④原子炉格納容器，⑤原子炉建屋

ないしコンクリート製の遮蔽壁の５重の壁で放射性物質が閉じ込められて

いるので，放射性物質が外部に多量に放出されることは絶対にないという
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「安全神話」が振りまかれていた。過酷事故対策に関しては，福島原発事

故前には，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ものとなっているとして，原子力事業者の自

主的取組とされており，実質的には何も行われていなかった。 

 ２ 福島原発事故後の過酷事故対策の不備 

しかしながら，福島原発事故により，原発の「安全神話」は崩壊し，従

前の規制基準では，原子力発電所を「止められない，冷やせない，閉じ込

められない」ことが明らかになった。本来，異常が発生した際に，原子力

発電所を「止める，冷やす，閉じ込める」ためには，福島原発事故で露呈

した設備の不備等を真摯に反省して，設計面で根本的な改善に取り組むこ

とが必要不可欠である。しかしながら，新規制基準は，設計の不備等設計

面を根本的に見直すことなく，既存の原発に付け焼き刃的な過酷事故対策

を施すことでよしとしており，極めて不十分な基準であるといわなければ

ならない。言い換えれば，原子力発電所を「止められない，冷やせない，

閉じ込められない」ことを所与の前提として，過酷事故が発生した後に，

後付けの付け焼き刃的な安全装置で被害を緩和させようとする（これらの

安全装置では被害を十分に緩和できないことは後述するとおり）だけのも

のである。この点に根本的な発想の誤りがある。新規制基準は，コストを

かけない改修で既存の原子炉をパスさせることができるような代物なので

ある。 

 ３ 設計面と安全装置の不備 

まず，設計面で根本的に「止める，冷やす，閉じ込める」機能を十分に

拡充しなかったことを指摘するとともに，その後，後付けの付け焼き刃的

に設置を求められた安全装置が，いかに実効性を欠き，安全性が欠如して

いるものかについて明らかにしたい。 

なお，新規制基準について，規制委員会でさえも「その基準さえ守って

いれば安全だというものではない」という認識を表明している（当初，「新

安全基準」と呼んでいた基準を「規制基準」と変更したことにも現れてい

る）。仮に「規制基準に適合する」という結論が出たとしても，それは急

ごしらえの不備な規制基準に適合するというだけのことであり，何ら原発

の安全性を保証するものではないのである。 

 ４ 過酷事故対策に関する条文の構造（設計ではなく，後付けの付け焼き刃

的な安全装置で対応） 

  (1) 条文の構造 
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    条文の構造からも明らかなように，過酷事故対策は，設計で考慮しな

くても，後付けの付け焼き刃的な安全装置をつければよいという，時代

遅れな発想に立っている。 

  (2) 炉規法の規定 

    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）第４３条の３の６の３は，その者に重大事故（発

電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の原子力規制委員会規則で定める

重大な事故をいう。第４３条の３の２２第１項において同じ。）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その他

の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること

と規定する。 

   (3) 「重大事故」 

    そして，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」第４条に

よれば，法第４３条の３の６第１項第３号の原子力規制委員会規則で定

める重大な事故は，次に掲げるものとする。 

    ①炉心の著しい損傷 

    ②核燃料物質貯蔵施設に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷 

    とされている。 

    要するに，いわゆるメルトダウンが重大事故であるということである。 

(4)「重大事故等」 

    ところが，「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」には，重大事故に至るおそれがある事故（運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。以下同じ）又は重大事故

（以下「重大事故等」と総称する）という記載があり（同規則第２条２

項１１号参照），規制基準で扱う「重大事故等」は重大事故に至るおそ

れがある事故（但し，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故は含ま

ない）も含むということで，結局，「設計基準事故」に含まれないもっ

と危険な事故ということになってしまっている。 

    ちなみに，「設計基準事故」とは，発生頻度が運転時の異常な過渡変

化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場合には発電用原

子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全

設計上想定すべきもの（同規則第２条２項４号）をいう，と定義されて

いる。 

    とすれば，論理的には，設計基準事故でないものは，「安全設計上想
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定すべき」というわけではないということになり，仮に，「重大事故」

が「設計基準事故」でないなら「重大事故」は安全設計上想定しなくて

いい，と書いてあることになる。 

(5)「重大事故等対処施設」 

  ところが，「重大事故等対処施設」とは，重大事故に至るおそれがあ

る事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。以下同じ）

又は重大事故（以下，「重大事故等」と総称する。）に対処するための

機能を有する施設を言うとある（同規則第２条２項１１号）。 

  すなわち，安全設計上は想定しなくていいが，「対処するための機能」

はなくてはならないと書いてあるように見受けられる。 

(6) バックフィット 

  このような不可解にみえる規則になっているのは，新規制基準では「バ

ックフィット」を謳っているからと考えられる（原子炉等規制法第４３

条の３の２３，同法第４３条の３の１４）。これは「既存の原発も新規

制基準に適合しなければ運転を認めない」というもの（既にあるもので

も新規制基準に合わせなければならないというもの）である。 

  一見厳しい方針に見えるが，実際には，バックフィットが可能になる

ような基準を設定する，という結果になっているのである。すなわち，

設計で考慮しなくても後付けで安全装置を設置すればいいことにすると

いう構造の基準になっているのである（甲第１１６号証）。 

(7) 国際的な基準からの乖離 

  このような，設計（恒設設備）でなく，後付けの安全装置（可搬設備

を基本）とする発想は，国際的な基準から乖離しており，過酷事故対策

の実効性を著しく減殺させる結果となっている。 

 ５「重大事故」への対応の実態（実効性の欠如） 

(1) 過酷事故対策が，極めて不十分なことは，「重大事故」への対応の実

態からも明らかである。肝心な「重大事故」への対応の実態は，下記の

通り，極めて不十分なものである。 

    そして，過酷事故対策として今回導入されることとなった「冷やす」

対策，「閉じ込める」対策については，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則」（以下，「技術基準に関する規則」と

いう）第３章の内，第６０～６９条に規定されている。同規則をどのよ

うに解釈するかについては，実用発電用原子炉及びその附属設備に関す

る規則の「解釈」（第６０条から６９条）によっている。規則ではもっ
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ともらしいことが規定されているが，その解釈を見れば，その実態が付

け焼き刃的であり，実効性が疑わしい不十分な対策しか求めていないこ

とが分かる。また「冷やせない，閉じ込められない」ことを前提とした

同規則第７０条の「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備」も不十分極まりない。 

(2) 「冷やす」ことが充分にできないこと 

 ア 可搬式設備と人力依存 

   例えば，技術基準に関する規則第６０条（原子炉冷却材圧カバウン

ダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備）によれば，「発電

用原子炉施設には，原子炉冷却材圧カバウンダリが高圧の状態であっ

て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失し

た場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，発電用原子炉を

冷却するために必要な設備を施設しなければならない。」と規定され

ている。 

   この規則の解釈については，技術基準に関する規則の「解釈」第６

０条において，「発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは，

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備として，（ａ）可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又

は窒素ボンベ等），（ｂ）現場操作を行うための設備を整備すること

と規定されている。 

   つまり，実際に要求されているのは，「可搬型重大事故防止設備」

か人力に頼る「現場操作」に過ぎない。 

 イ 格納容器スプレイ代替注水設備を配備 

   技術基準に関する規則第６４条（原子炉格納容器内の冷却等のため

の設備）によれば，「１，発電用原子炉施設には，設計基準事故対処

設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉

心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を

低下させるために必要な設備を施設しなければならない。２，発電用

原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並び

に放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備を施設しなければ

ならない。」と規定されている。 

   この基準を文字通り読めば，原子炉格納容器内の圧力及び温度が上

昇することはないということになるが，この規則の解釈については，
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技術基準に関する規則の「解釈」第６４条において，「炉心の著しい

損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ために必要な設備」「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性

物質の濃度を低下させるために必要な設備」とは，以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備として，

(1)重大事故等対処設備，a) 設計基準事故対処設備の格納容器スプレ

イ注水設備（ポンプ又は水源）が機能喪失しているものとして，格納

容器スプレイ代替注水設備を配備することと規定されている。 

   すなわち，実際に要求されていることは「格納容器スプレイ代替注

水設備を配備すること」だけである。 

 ウ 可搬型代替注水設備等 

   技術基準に関する規則第６９条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

の設備）によれば，「１，発電用原子炉施設には，使用済燃料貯蔵槽

の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の

漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場

合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵

槽内燃料体等」という。）を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防

止するために必要な設備を施設しなければならない。２，発電用原子

炉施設には，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因

により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯

蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するた

めに必要な設備を施設しなければならない。」とされている。 

   しかるに，技術基準に関する規則の「解釈」第６９条によれば，第

１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び

臨界を防止するために必要な設備」として，代替注水設備としての，

可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車等）を配備すること。

第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，

及び臨界を防止するために必要な設備」としての，スプレイ設備とし

て，可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ，スプレイライン及びポン

プ車等）を配備すること程度のことしか要求していない。 

  (3) 「閉じ込める」ことが充分できないこと 

 ア フィルターベント 

   技術基準に関する規則第６５条（原子炉格納容器の過圧破損を防止

するための設備）によれば，「発電用原子炉施設には，炉心の著しい
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損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を施

設しなければならない」としている。 

   この点について，技術基準に関する規則の「解釈」第６５条は，「原

子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるために必要な設備」 について，「格納容器圧力逃がし

装置又は格納容器再循環ユニットを設置すること」等の措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備について規定して

いる。 

   これはフィルターベントの設置に関するものであるが，フィルター

ベントに関しては，従来の「閉じ込める」という発想ではなく，圧力

を低減するために，むしろ外部に排出するというものである。したが

って，この点において「閉じ込める」ことを放棄したといえる。また

外部に積極的に排出することを是認するのであれば，放射性物質の被

害を公衆に及ぼすことを前提としているのであるから，なおさら避難

計画等を整備しなければならないはずであるが，前述したとおりこれ

も充分にされていない。 

 イ ポンプ車及び耐圧ホース等 

   技術基準に関する規則第６６条（原子炉格納容器下部の溶融炉心を

冷却するための設備）によれば，「発電用原子炉施設には，炉心の著

しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために

必要な設備を施設しなければならない。」とされている。 

   しかるに，技術基準に関する規則の「解釈」第６６条によれば，規

則第６６条に規定する「溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉

心を冷却するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいうとして，「ａ）

原子炉格納容器下部注水設備を設置すること」を規定するが，「原子

炉格納容器下部注水設備」とは，「原子炉格納容器下部注水設備（ポ

ンプ車及び耐圧ホース等）を整備すること。（可搬型の原子炉格納容

器下部注水設備の場合は，接続する建屋内の流路をあらかじめ敷設す

ること。）」とされている。 

   すなわち，ここで要求されているのは，ポンプ車及び耐圧ホース等

という後付けの設備に過ぎない。 
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 ウ 水素濃度制御設備等 

   技術基準に関する規則第６７条（水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するための設備）によれば，「発電用原子炉施設には，炉

心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水

素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必

要がある場合には，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要な設備を施設しなければならない。」とされている。 

   しかるに，技術基準に関する規則の「解釈」第６７条によれば，規

則第６７条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するために必要な設備」について，水素濃度制御設備の設置や放射性

物質濃度測定装置を設けること，監視設備を設置することを規定する

のみである。 

 エ 水素濃度制御設備 

   技術基準に関する規則第６８条（水素爆発による原子炉建屋等の損

傷を防止するための設備） によれば，「発電用原子炉施設には，炉心

の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋その他の原子炉格納

容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施設（以下

「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止する必要が

ある場合には，水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するた

めに必要な設備を施設しなければならない。」と規定している。 

   しかるに，技術基準に関する規則の「解釈」第６８条によれば，第

６８条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止す

るために必要な設備」として，水素濃度制御設備（制御により原子炉

建屋等で水素爆発のおそれがないことを示すこと。）又は水素排出設

備（動的機器等に水素爆発を防止する機能を付けること。放射性物質

低減機能を付けること。）を設置する程度のことしか要求していない。 

(4) 敷地外への放射性物質の拡散抑制対策も不十分極まりないこと  

  技術基準に関する規則第７０条（工場等外への放射性物質の拡散を抑

制するための設備）によれば，「発電用原子炉施設には，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に至

った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要

な設備を施設しなければならない。」と規定されている。 

  しかるに技術基準に関する規則の「解釈」第７０条によれば，「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設備」としては，「 原
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子炉建屋に放水できる設備」を配備することとなっている。 

  すなわち，原子炉がメルトダウンし，格納容器も破損した場合に備え

た準備は，「建屋への放水設備」ということである。これでは，平成２

３年３月の高圧放水車からの水かけを行っていたが，それができればよ

いと規定されている。 

  この点，放水に意味があるのは，建屋の屋根と壁が既に爆発で吹き飛

んだあとであろうから，これで何かを防ぐことができるかは疑わしい。 

(5) 結論 

  以上のように，福島での事故で起こった，ということに対して，「そ

れを防止する設備」というのが書いてあり，それが津波や地震のあとで

もきちんと動作して機能を果たすことを要請していることになっている

が，第７０条の例からも分かるように，意味があるかどうかがよく分か

らない程度のものが，設備として存在すればよいというものになってい

る（甲第１１６号証）。 

 ６ 「受動的安全性」について触れさえしていないこと 

(1)「受動的安全性」の無視 

  原子炉の原理的な安全性という観点からの新規制基準の根本的な問題

は，「受動的安全性」について触れさえしていない点である。 

(2) ここに，「受動的安全性」とは，簡単に言えば，電源や動力がなくて

もなにもしないでも長期にわたって冷却できるようにしようというもの

である。これに対して，日本の従来の原子炉の安全設計は，「多重防護」

ないし「深層防護」で，要するに沢山安全装置を付けておけばどこかで

なんとかなってくれるのではないかと期待する，というものであったが，

福島ではその多重の装置が津波による電源喪失ですべて機能しなくなっ

た。 

(3) 「受動的安全性」の概念は，３０年くらい前からある国際的な常識で

あるが，新規制基準は全く触れておらず，極めて時代遅れな安全性の考

え方によっている。 

   これは，「既存の原子炉も新規制基準に適合しなければならない」と

いう原則が，逆に「新規制基準は既存の原子炉を適合させることができ

るものでなければならない」という基準に対する要請にすり替わってい

る，ということを意味する。しかも，単に適合させることができるだけ

でなく，あまりコストも時間もかけないでできることで，という暗黙の

要請があり，受動的安全性をもたせるような根本的な改修は要求されて
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いないのである（甲第１１６号証）。 

 ７ 可搬式設備への依存の危険性 

(1) 付け焼き刃的対策の容認 

        新規制基準は，設計の不備等設計面を根本的に見直すことなく（原子

炉本体の改良は全くなされていない），既存の原発に付け焼き刃的な過

酷事故対策（可搬式設備による人的対応を基本とする）を施すことでよ

しとしている。 

(2) 可搬式設備による人的対応の限界 

  しかしながら，可搬式設備による人的対応は，過酷事故発生後の緊急

事態下では有効に機能しないことは明白である。 

(3) ＥＵＲの基準 

  この点に関しては，ヨーロッパの EUR の基準では，①設計基準事故の

発生後７２時間は，可搬式設備による人的対応の有効性を期待してはな

らない。②設計基準を超えた事故の発生後６時間は，可搬式設備による

炉心損傷防止のための人的対応の有効性を期待してはならない。③設計

基準を超えた事故の発生後１２時間（目標は２４時間）は，可搬式設備

による格納容器保護のための人的対応の有効性を期待してはならない。

④格納容器は，設計基準を超えた事故の発生後１２時間（目標は２４時

間）は，人的対応（格納容器ベントを含む）なしで耐久できること。⑤

設計基準を超えた事故の発生後７２時間は，所外からの支援を期待して

はならない。などと可搬式設備による人的対応の有効性を期待すること

を明確に禁止している。 

(4) 国際基準が禁止した対応を基本 

  しかるに，新規制基準における過酷事故対策は，上記国際基準が明確

に禁止している可搬式設備による人的対応を基本としている点で，重大

な欠陥がある。 

(5) 地震に対応できない 

  可搬式設備による人的対応は，我が国で最も警戒すべき地震の場合に

致命的な欠陥を露呈する。 

  すなわち，地震は，兆候なく瞬時に広範囲に影響を及ぼし，それ自体

の破壊力の他に，多くの併発事象と誘発事象を起こすものである（山崩

れ，地滑り，道路や通路の損傷等）。また，地震の影響は，建屋全体か

ら電子基板のハンダ付けにまで及び，複数の機器を同時に損壊させ，状

況把握を混乱させる。そして，地震の場合には，１基だけでなく，発電
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所内の全基に及ぶことになる。地震によって，併発事象の複合作用，誘

発事象の二次，三次的な損傷が重複する。さらに，地震発生に際して，

発電所の職員に怪我を負わせ，恐怖感を与え，家族の安否確認もできな

い精神的なストレスも与える。のみならず，所外からの支援も滞り，孤

立無援に陥る可能性があり，飲食物の困窮，暖冷房の停止，医療支援の

欠乏も起こりうる。 

  以上のような要因により，巨大地震が発生した場合，過酷事故対策マ

ニュアルが使えなくなってしまう可能性が大きい（可搬式設備による人

的対応は全く期待できない）。  

(6) 結論 

  よって，可搬式設備による人的対応を基本とした，新規制基準におけ

る過酷事故対策は，致命的な欠陥があり，極めて不十分である。 

 ８ 国際的な過酷事故対策の設計思想との落差 

国際的な過酷事故対策の設計思想は，パッシブ（無動力），自動，恒設，

プロアクティブ（先を見越す），実践主義（実証主義，現実主義）である

のに対し，我が国の新規制基準は，アクティブ（動力依存），手動（判断

に基づく人的操作），仮設（まず移動，設置が必要），リアクティブ（起

こったら考える），楽観的（精神論的）机上論であって，非常に危うい。

このうち，自動と手動，恒設と仮設（可搬）については上述したが，パッ

シブ（無重力）とアクティブ（動力依存），プロアクティブ（先を見越す）

とアクティブ（動力依存），ならびに実践主義（実証主義，現実主義）と

楽観的（精神論的）机上論との落差も甚だしく大きく，我が国の過酷事故

対策は国際基準から余りにも遅れている。 

 ９ 過酷事故の想定の問題 

(1) 規制委員会が想定した事故 

  原子力規制委員会が指定した「大破断ＬＯＣＡ＋ＳＢＯ＋全ＥＣＣＳ

喪失」という過酷事故の想定は，一見厳しい想定のように見えるが，実

際には，巨大地震のような単一事象によって起こりうる一群の併発・誘

発事象に過ぎない。 

(2) あまりにも楽観的なシナリオ 

しかも，その過酷事故が，仮設と可搬装置を使った人的対応に多くを

依存していながら，限られた時間内に成功を収めるというシナリオであ

って，失敗した場合を想定しない，不合理な余りにも楽観的なシナリオ

に過ぎない。 
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(3) ＴＩ－ＳＧＴＲ等を想定せず 

本件各原発のような加圧式軽水炉（ＰＷＲ）のナイトメアシナリオと

して，原子炉容器内での水素爆発，不用意な海水注入によるＴＩ－ＳＧ

ＴＲ（空焚きになった原子炉容器からの高温ガスが，蒸気発生器の細管

を対流するうちに高温クリープによる破損を起こさせ，二次系に流出し

た放射能ガスが，開固着した主蒸気逃し安全弁の排気管から外部環境に

放出されるという現象）等，いくらでも考えられるが，そのような事故

は全く想定されていない。 

(4) サリー原発の過酷事故シナリオとの対比 

このような過酷事故の想定は，ＮＲＣが平成２４年１月に発効した最

新の解析書（ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－７１１０ タイトルの略語「ＳＯＡＲ

ＣＡ」）が行った伊方３号機と同じウエスティングハウス製のサリー原

発の過酷事故進展シナリオと対比した時，その想定が非現実的で，楽観

的すぎることが明白であって，国際基準のレベルに遙かに及ばない。 

(5) 極めて不十分な過酷事故対策 

以上述べたように，新規制基準は既存の原子炉を，それほどコストを

かけない改修でパスさせることができるようなものになっている。その

結果，過酷事故対策は，効果が疑わしい極めて不十分なものとなってい

る。 

 

第７ 避難計画（５層の防護）の欠如     

 １ 上記の通り，新規制基準は，原発の再稼働を最優先し，旧指針の重大な

過ちを放置しており，耐震設計の基礎となるべき基準地震動が本質的に過

小評価となる基準であること，肝心な過酷事故対策に関しても，既存の原

発がコストと時間をかけずに多少の作業でパスできる範囲で，福島第一原

発事故の教訓を取り入れたものに過ぎず，「世界最高水準の安全性」から

はほど遠い，極めて不十分なものである。さらに，立地審査指針の見直し

組み入れがなされておらず，再稼働にあたって立地審査（万一の事故の場

合であっても，周辺公衆の放射能被害が生じないかを審査）するシステム

となっていない。 

   したがって，新規制基準は，周辺公衆の放射性被害を防止することを何

ら保証するものではない。よって，福島第一原発事故の経験を踏まえれば，

再稼働審査に際しては，あらゆる事態に対応でき，実効性のある避難計画

は必要不可欠である。 
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   にもかかわらず，再稼働の可否を決する基準とされる新規制基準の中に

は避難計画についての記載が一切ない（住民の避難計画は，審査の対象と

なっていない）。 

   最終的に住民の生命・健康を守るためには第５層が絶対的に重要である

にもかかわらず，新規制基準は初めからこの部分を放棄しているのである。

これは，国際常識にもとる，致命的な欠陥である。 

 ２ 再稼働と避難計画は無関係という政府の見解 

   防災計画に関する現状での最大の問題点は，「新規制基準によって世界

最高水準の安全性が確認された原発は順次再稼働」という政府の姿勢にあ

る。すなわち，新規制基準は，原発についてのもので，防災計画は別の話

であり，防災計画があってもなくても原発は順次再稼働されることになる。 

   このことは，１８６回国会での菅元首相による「原発の再稼働と地域防

災計画に関する質問主意書」への国会答弁で明らかにされている。すなわ

ち，「新規制基準には，地域防災計画に係る事項は含まれておらず，同計

画については，原子力発電所が再稼働するか否かにかかわらず，住民の生

命，身体及び財産を災害から保護することを目的として，災害対策基本法

に基づき，都道府県及び市町村において作成等がなされるものである。」

とされている。 

   すわなち，再稼働と防災計画は無関係というのが政府の公式見解となっ

ている（甲第１０５号証）。 

   現に，新規制基準においては，避難計画に関する基準が欠如している（避

難計画の実効性は審査されない）。 

 ３ ５層目の防護規定は国際常識である 

  (1) 国際基準では５層の防護規定は常識となっている。国際基準に適合さ

せるためには，５層の防護を規制内容としなければならない。防災計画

（避難計画）については，IAEA の指針でも米国の基準，EUR 等の基準で

も必要不可欠なものとされている。 

     相手方ら準備書面（６）２１～２８頁において詳述した通り，IAEA は

緊急時対応の整備を必要事項と定め，米国では，避難等の防護措置を含

めた十分な緊急時計画が運転許可要件とされ，NRC（原子力規制委員会）

がこれを審査し，妥当性が認められなければ（避難計画が不十分であれ

ば），許可されないと規定されており，原子力規制委員会が停止を指示

することになる。 

   (2) 米国の緊急時計画基準 
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    例えば，米国連邦規則集（Code of Federal Regulations）の内エネル

ギーに関する第１０巻（ 10CFR）では，緊急時計画の条項（§50.47 

Emergency Plans）において，放射能が放出される緊急事故時に十分な

防護措置が取られうる保証があると NRC（米国の原子力規制委員会）が

判断しなければ，原発の運転許可も，建設・運転許可もなされないと規

定し，十分な緊急時計画の策定を許可条件としている。 

    NRC は，州と地方政府の策定した緊急時計画の妥当性と実行可能性並

びに原発の許可申請者の策定した原発サイト内の緊急時計画の妥当性と

実行可能性を判断する。州と地方政府の策定した緊急時計画の妥当性と

実行可能性については，NRC は FEMA（連邦緊急事態管理庁）が行った評

価をもとに判断する。 

    そして，原発サイト内及びサイト外の緊急時計画は，NRC の定める基

準に適合しなければならない。その基準として，①原発の許可を受けた

事業者と州・地方政府のそれぞれに緊急時対応の責任が割り当てられて

いること，②原子力発電所から半径約１０マイル（約１６キロメートル）

のプルーム被ばく経路の緊急時計画区域を定めて，その区域において避

難，屋内退避や，避難や屋内退避を補強するための予防用のヨウ素カリ

ウム剤の使用について計画すること，③原発の申請者と許可取得者は推

定避難時間を定め，それは定期的に見直すこと，④原子力発電所から半

径約５０マイル（約８０キロメートル）の食物摂取経路の緊急時計画区

域における食物摂取の防護措置を策定すること等が定められている。 

     また，許可申請者および州と地方政府の作成する緊急時計画の統一的

な評価基準は，NUREG―0654 に示されている。 

    このように，米国においては，妥当で実行可能な緊急時計画の策定が

許可条件になっており，IAEA の要求する５層目の防護が規制基準とされ

ている（甲第１０８号証～甲第１１０号証）。 

  (3) にもかかわらず，新規制基準においては，第５層の防護（避難計画）

が欠如している。 

    第５層の防護に関する審査が欠如していることは，国際的な基準（常

識）に照らしても，到底あり得ないものであり，まさに人格権の侵害を

許容する規制基準である。 

 ４ 置き去りにされた避難計画（「車の両輪」とされていたこと） 

  (1) 福島第一原発事故において明らかになったように，過酷事故の際は市

町村の枠組みを超えた大規模な避難が必要となる。避難時の道路の規制
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はどうするのか，避難先での対応はどうなっているのか，誘導，移動方

法はどうするのか等，市町村単位では対処できないものである。加えて，

原発事故の情報は，事業者と国が一手に握っている。安全協定によって

立地自治体などには情報が送られるが，福島第一原発事故では，メルト

ダウンという重要な情報が２ヶ月も隠された。 

    国会事故調査委員会は，福島第一原発事故では住民の避難過程で混乱

が生じ，犠牲者も多く出たことを伝えている。浪江町や双葉町の住民の

７０％以上が４回以上も避難先を変えたこと，避難指示が出た後，大渋

滞が発生したことも指摘されている。 

    これに対して，規制委員会発足直後には，平成２４年９月２６日に開

かれた第２回委員会で，元国会事故調査委員会のメンバーであった大島

賢三委員が「安全基準というものと，防災計画というのは，原子力の安

全確保のために言わば車の両輪のような位置づけといいますか，重要性

を持つものだ」と発言した。田中俊一委員長も，「原発の立地自治体に

とって納得できる防災計画がなければ，再稼働などあり得ないと考えて

いる」と述べている（甲第１１２号証）。２０１３年２月１３日の記者

会見では，田中俊一委員長が，再稼働と防災計画の関係性を聞かれて「車

の両輪になる」と答えている（甲第１１１号証）。 

  (2) しかるに，新規制基準においては，避難の問題は欠落しており，規制

委員会は避難計画の実効性について関与していない。 

    ２０１４年６月２５日の会見で，ロイター通信の記者が，原子力規制

委員会で避難計画の確認をしないのか，する気がないのかを追及すると，

田中委員長は「規制庁の職員，防災課の方達も地元の要望に応じて色々

と相談に乗っている」と述べるのみであった。記者がさらに，「（現状

では避難計画が）いいのかどうか，水準に達しているのかどうかを見る

場がない」と指摘すると，片山啓長官官房審議官が「今の日本の法体系

上，そういう枠組みはない。地域の防災計画，避難計画はあくまでも自

治体が作成するもの」と引き取った（甲第１１１号証，甲第１１３号証）。 

  (3) 通常の災害の場合は市町村長が避難指示を出すが，原子力災害では内

閣総理大臣が避難指示を出すとされている。他方で，防災計画・避難計

画は立地自治体に丸投げされており，権限配分や責任の分担が不明瞭で

ある。 

    米国では，連邦議会の要請によって，米国科学アカデミーが福島第一

原発の事故の教訓を分析した報告書をとりまとめた。報告書では，避難
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で混乱が生じたことを踏まえ，過酷事故の際の子どもや病人，高齢者ら，

いわゆる「避難弱者」を守る方法，避難や移住による社会的，精神的，

経済的な長期的影響，汚染地域への再定住決定などに関するガイドライ

ンを見直すよう，国や電力会社に求めている（甲第１１１号証）。 

    ところが，新規制基準においては，避難計画の問題が全く触れられて

おらず，当然，再稼働にあたって避難計画の実効性を審査する仕組みも

一切ない。 

    避難計画を置き去りにしたまま原発の再稼働を目指すというのが，現

在の再稼働ありきの新規制基準の帰結となっている。 

 ５ まとめ 

   原子力規制委員会においても，当初は，「車の両輪」と位置づけるなど

再稼働において必須条件としていた，国際的な常識である５層の防護を欠

如した新規制基準では，公衆の生命安全を到底守ることはできず，人格権

侵害を許容する極めて不十分な基準である。 

   避難計画の問題に関して，原々決定は，「福島第一原発事故を経験した

我が国民は，事故発生時に影響の及ぶ範囲の圧倒的な広さとその避難に大

きな混乱が生じたことを知悉している。安全確保対策としてその不安に応

えるためにも，地方公共団体個々によるよりは，国家主導での具体的で可

視的な避難計画が早急に策定されることが必要であり，この避難計画をも

視野に入れた幅広い規制基準が望まれるばかりか，それ以上に，過酷事故

を経た現時点においては，そのような基準を策定すべき信義則上の義務が

国家には発生しているといってもよいのではないだろうか。」と指摘した

上で，「万一の事故の発生時の責任は誰が負うのかを明瞭にするとともに，

新規制基準を満たせば十分とするだけでなく，その外延を構成する避難計

画を含んだ安全確保対策にも意を払う必要があり，その点に不合理な点が

ないかを相当な根拠，資料に基づき主張及び疎明する必要があるものと思

料する。しかるに，保全の段階においては，同主張及び疎明は尽くされて

いない。」と判示しているが，福島第一原発事故の惨禍に鑑みれば，正鵠

を得た指摘である。 

   しかるに，抗告人は，控訴審においても，従来通り，原子力災害対策の

概要，原災指針，避難計画の制度概要について触れるのみであり（抗告人

主張書面（１６）１４０～１４３頁，抗告人主張書面（１９）９６～１０

１頁），その実効性に関する具体的な主張疎明はなされていない。 
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第８ 汚染水対策の問題について触れられていない 

 １ 福島第一原発事故では，深刻な汚染水問題が発生している。原発の過酷

事故後に発生する放射能汚染水により生命・身体に対する重大な危険が生

じることが明らかになっている。 

かかる福島第一原発事故の教訓を踏まえれば，汚染水対策に関する考察

と実効性ある対策の可否を審査することが必要不可欠である。 

しかるに，新規制基準においては，汚染水対策の問題について一切触れ

られていない。なお，本件原発は，山と海に挟まれた狭い敷地に建設され

ており，汚染水対策を行う上で不可欠な大量の放射能汚染水を貯蔵するた

めの貯水設備を設置することができない状況が看取されるところであり，

実効性のある汚染水対策を構築できる目処は全くない。 

福島第一原発事故後，深刻な問題となっている，汚染水対策に関する考

察を全く欠いた新規制基準は，極めて不十分な基準と言わざるを得ない。 

 ２ この点，抗告人は，福島第一原発事故における汚染水のような事象につ

いては，まず，これを発生させないことが重要なのであり，新規制基準は，

原発から放射性物質が異常放出される事態を防ぐために，設計基準事故と

重大事故等に分けて，施設の設計等を行うこと等を要求していると主張す

るのみである（抗告人準備書面（９）３３～３４頁）。 

   しかしながら，深層防護の思想からすれば，避難計画の問題と同様に，

実際に発生した場合の対策を講じることが必要不可欠であり，発生させな

い場合の対策を講じているから，汚染水対策に関する考察と実効性ある対

策の可否に関する基準が欠けていることを正当化することは，正に，深層

防護の思想に反するものである。 

 

第９ 使用済み燃料ピットについて 

  １ 使用済燃料ピットの冷却装置について 

(1)抗告人の主張の骨子 

   抗告人は，「使用済燃料は，冠水状態を保つことにより健全性が担保さ

れ，使用済燃料ピットの冷却設備及び使用済燃料ピットの補給設備がこの

役割を担っているが，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 クラスとされているのは，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（２０）９２

頁６行目以下）とか，「新規制基準において使用済燃料ピットの冷却設備
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が B クラスであっても，使用済燃料ピット水の補給設備が S クラスである

ことから，使用済燃料ピットの冷却機能は基準地震動によってそこなわれ

ることはない。」（抗告人主張書面（２０）９２頁下から５行目以下，抗

告人主張書面（１９）８０頁）と主張する。 

⑵ 使用済み燃料ピットの損壊という事態も想定してその対策を取るべき

である 

抗告人は，「使用済燃料ピットの冷却設備が B クラスであっても，使用

済燃料ピット水の補給設備が S クラスであることから，使用済燃料ピット

の冷却機能は基準地震動によってそこなわれることはない。」と断定的に

主張する。 

しかしそもそも，本件発電所全体が基準地震動を超える地震動に襲われ

る危険があるのは当然であるし，基準地震動以下の地震動に襲われた場合

でも，使用済み燃料ピット自体に損壊が生じないと断定する根拠もない。 

被告の主張は，使用済燃料ピット水の補給設備さえ耐震性を具備してい

ればそれにより冠水状態が維持されて，使用済燃料ピットの冷却機能が維

持されるということを主張するようであるが，使用済燃料ピット自体が地

震によって損壊されて冠水状態を維持できず冷却機能が維持できない場

合の可能性が否定できないのであって，抗告人の主張はそのような想定を

していないという批判が可能である。 

⑶ 技術基準に関する規則６９条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設

備） 

同規則６９条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）において， 

「発電用原子炉施設には，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪

失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用

済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体

又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」という。）を冷却し，放射線を

遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な設備を施設しなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその

他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合におい

て貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するた

めに必要な設備を施設しなければならない。」と規定している。 

   このように新規制基準である技術基準に関する規則においてさえも，「使

用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵

槽の水位が低下した場合」として規定し，ピット自体の損壊によってピッ
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トの冠水状態が維持できず重大事故に至る場合をも想定しているのであ

る。 

このように同規則がピット自体の損壊によって，冷却機能が維持できな

い場合を想定しているのであって，使用済燃料ピット水の補給設備さえ耐

震性を具備していればそれにより冠水状態が維持されて，使用済燃料ピッ

トの冷却機能が維持されるとし，ピット自体の損壊を想定に入れていない

抗告人の主張は，同規則の立場とも相容れないという批判が可能である。 

(4) 結論 

本件訴訟で相手方らが繰り返し指摘してきた通り，新規制基準における

基準地震動の策定は極めて甘く，基準地震動を越える地震動に襲われる危

険は十分に考慮されなければならない。基準地震動を越える地震が発生し

た場合には，ピット自体の損壊の恐れが現実化することは明白であり，又，

使用済み燃料ピット自体の損壊が生じることを想定することは，技術基準

に関する規則においてさえも，求められているのである。 

この点，大津地方裁判所平成２８年３月９日高浜原発３，４号機運転差

止仮処分決定は，使用済み燃料ピットの冷却設備の危険性に関する新規制

基準の簡易な扱い（Ｂクラス）を問題視した上で，「基準地震動により使

用済み燃料ピット自体が一部でも損壊し，冷却水が漏れ，減少することに

なった場合には，その減少速度を超える速度で冷却水を注入し続けなけれ

ばならない必要性に迫られる」（４７頁）として，使用済み燃料ピット自

体が破損する場合を想定してその対策を取るべきと指摘しているが，福島

第一原発事故の教訓を踏まえれば，極めて妥当な指摘である。 

抗告人は，この決定の指摘に対しては，理由を付せずに単に「使用済燃

料ピットに関する新規制基準の内容を理解せずになされたもので，誤りで

ある。」（抗告人主張書面（２０）９３頁４行目以下）として批判を繰り

返しているのみである。 

 ２ 使用済み燃料プールの脆弱性（福島第一原発事故の教訓が無視されてい

ること） 

   本項では，福島第一原発事故において明らかになった使用済み燃料ない

し使用済み核燃料プールの危険性，及び，使用済み燃料プールに関する規

制の脆弱性（福島第一原発事故の教訓が無視されていること）について補

充説明する。 

  (1) 福島第一原発事故で明らかになった使用済み核燃料ないし使用済み核

燃料プールの危険性 
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ア 使用済み核燃料プールからの放射能汚染による最悪シナリオ（甲第１

１号証） 

（ア）使用済み核燃料は，原子炉から取り出された後の核燃料であるが，

なお崩壊熱を発し続けているので，水と電気で冷却を継続しなければ

ならないところ，その危険性は極めて高い。 

（イ）福島第一原発事故においては，４号機の使用済み核燃料プールに納

められた使用済み核燃料の冷却機能が喪失し，この危険性ゆえに近藤

駿介原子力委員会委員長（当時）が想定した避難計画が検討された。 

原子力委員会委員長が想定した被害想定のうち，最も重大な被害を及

ぼすと想定されたのは使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり，

他の号機の使用済み核燃料プールからの汚染も考えると，強制移転を求

めるべき地域が１７０ｋｍ以遠にも生じる可能性や，住民が移転を希望

する場合にこれを認めるべき地域が東京都のほぼ全域や横浜市の一部

を含む２５０ｋｍ以遠にも発生する可能性があり，これらの範囲は自然

に任せておくならば，数十年は続くとされた。 

（ウ）このような「最悪シナリオ」は，日本の原子力委員会委員長のみが

想定したものではなかった。 

例えば，米国が福島第一原発事故の初期の数日間に行った分析では，

３号機と４号機の使用済み核燃料プールから約５９０ペタベクレルの

セシウム１３７が放出されると推定された（この量は，福島第一原発事

故において実際に放出されたと推定されているセシウム１３７の量の

約３０倍である）。また，個人の被ばく線量は，放出後最初の９６時間

で，東京にまで至る地域（約２００ｋｍ）において１０ミリシーベルト

を超えるというものであった（甲第２２８号証１１９５頁）。 

  （エ）さらに，特筆すべき点は，壊滅的事態回避は，人為によるものでは

なく，全くの偶然による僥倖によるものであったという点である。 

すなわち，「平成２３年３月１１日当時４号機は計画停止期間中で

あったことから使用済み核燃料プールに隣接する原子炉ウェルと呼

ばれる場所に普段は張られていない水が入れられており，同月１５日

以前に全電源喪失による使用済み核燃料の温度上昇に伴って水が蒸

発し水位が低下した使用済み核燃料プールに原子炉ウェルから水圧

の差で両方のプールを遮る防壁がずれることによって，期せずして水

が流れ込んだ。また，４号機に水素爆発が起きたにもかかわらず使用

済み核燃料プールの保水機能が維持されたこと，かえって水素爆発に
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よって原子炉建屋の屋根が吹き飛んだためそこから水の注入が容易

となったということが重なった。そうすると，４号機の使用済み核燃

料プールが破滅的事態を免れ，上記の避難計画（最悪のシナリオ：代

理人注）が現実のものにならなかったのは僥倖ともいえる」ものであ

る（甲第２２９号証２２２頁，甲第７６号証６０～６１頁）。 

(2) 福島第一原発事故から学ぶべき教訓 

   以上のような，使用済み燃料ないし使用済み燃料プールの危険性が明ら

かになった福島第一原発事故における経験を踏まえれば，最低限の教訓と

して下記の点が指摘出来る。 

ア まず，使用済み核燃料においても破損により冷却水が失われれば冠水

状態が保てなくなるのであり，その場合の危険性は原子炉格納容器の一

次冷却水の配管破断の場合と大きな違いはないということである。むし

ろ，使用済み核燃料は原子炉内の核燃料よりも核分裂生成物（いわゆる

死の灰）をはるかに多く含むから，被害の大きさだけを比較すれば使用

済み核燃料の方が危険であるとも言える。 

イ また，福島第一原発事故から学ぶべき教訓としては，福島第一原発事

故で実際に生じたように使用済み核燃料プールの冷却機能が喪失する

ことを前提とした，深刻な災害が万が一にも起こらないといえる程度に

根本的な対策を講じなければならないということである。 

ところが，「抗告人は，可搬式代替低圧注水ポンプ及びスプレイヘッ

ダ等を配慮し，これらによる使用済燃料ピットへの直接散水（スプレイ）

による注水を行うことで，燃料体の著しい損傷の進行を緩和し，できる

限り環境への放射性物質の放出を低減する対策も講じている。さらに，

原子炉補助建屋が損壊した場合又は原子炉補助建屋に近付けない場合

等，万一，上記設備での直接散水（スプレイ）による注水が困難となる

場合に備えて，大容量ポンプ及び放水砲を配備し，これらの設備を用い

て使用済燃料ピットへ放水できるようにしている。」（抗告人主張書面

（１９）８４頁３行目）と主張する。 

ウ しかし，いずれも人為的な作業を伴い，いくつもの要件を満たして初

めて効を奏するものであり，コストに配慮した付け焼き刃的な対応に過

ぎず，地震等の災害発生時に機能する保障は全くない極めて脆弱なもの

に過ぎない。 

最悪のシナリオ（甲第１１号証）８枚目では福島第一の事故の場合に

ついて，特別に「事故連鎖の考え方」（８枚目）という項目を設けて，
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次のとおり，どのように事象が連鎖するかを以下のように予測をしてい

る。 

① １号機の水素爆発発生⇒放射性物質放出⇒１号機注水不能⇒

格納容器破損に進展 

② 線量上昇により作業員総退避 

③ ２，３号機原子炉への注水／冷却不能⇒４号使用済燃料プール

への注水不能 

④ ４号使用済燃料プールの燃料が露出⇒燃料破損⇒溶融⇒溶融

した燃料とコンクリートの相互反応（MFCI）⇒放射性物質放出 

⑤ ２，３号機の格納容器破損⇒放射性物質放出 

⑥ １，２，３号機の使用済燃料プールの燃料破損⇒溶融⇒MFCI に

至り⇒放射性物質放出 

  原発施設において一旦重大事故が発生した場合には，以上のように

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

生じるのである。その場合に，抗告人が主張するような，前記「可搬

式代替低圧注水ポンプ及びスプレイヘッダ等を配慮し，これらによる

使用済燃料ピットへの直接散水（スプレイ）による注水」とか，「大

容量ポンプ及び放水砲による使用済燃料ピットへ放水」という方法は

余りにも非現実的である。「線量上昇により作業員総退避」という状

況でだれが注水作業をするのであろうか。 

  抗告人が，使用済燃料ピットへ放水という方法について言及してい

るのは，冠水状態が維持できない場合を想定してのことである。とす

るならば，冠水状態が維持できず，使用済燃料棒が溶解する場合をも

想定しなければならない。その場合，最悪のシナリオで指摘したよう

に，「線量上昇により作業員総退避」の状況をも想定しなければなら

ず，そのような状況において作業員の作業を必要とする放水という方

法がいかに非現実的で幼稚な議論であるかが明らかである。 

抗告人の同主張によって，抗告人が福島第一原発事故から何ら教訓

を学んでいないという事実が明らかとなったといえる。 

エ 「最悪のシナリオ」は，福島第一の事故時，菅元総理大臣が３月２

２日非公式に原子力委員会の近藤駿介委員長に，最悪の事態を想定し

たシミュレーションの作成を依頼し，近藤氏は，JAEA（日本原子力研

究開発機構）や JNES（原子力安全基盤機構）の専門家とともに，３

日間ほぼ徹夜でコンピューター解析によるシミュレーションを行い，
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同シミュレーションに「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１枚目）というタイトルをつけて，３月２５日

に１５枚のパワーポイントにまとめて政府に提出したものである（甲

第２２９号証２１１頁）。 

  近藤氏はいわゆる原発推進側ともいえる人物であるが，そのような

人物が作成したシナリオとして，最悪のシナリオは説得力がある。 

     オ 危機的状況下の事故対応の困難性 

使用済み燃料プールはそれ自体においても莫大な放射能を抱えて

いる点で危険性が高いだけでなく，使用済み燃料プールの燃料が破損

等の危機に瀕している場合には，連鎖的事象の発生によって他の原子

炉の炉心も危機的状況に陥っていると考えなければならない。 

その場合には同時に，作業員の総退避という事態にも陥るのである

（「最悪のシナリオ」８枚目②，７枚目参照）。したがって，いくら

有効な最終手段があるといっても，実行する作業員が退避している状

況ではそれは画餅に過ぎないのである。 

  抗告人の主張は，非現実的である。 

３ 深刻な災害が万が一にも起こらないというために必要な対策が講じられ

ていないこと 

(1) 使用済み核燃料が堅固な施設によって囲い込まれていないこと（「閉

じ込める機能」がないこと） 

ア 福井地方裁判所平成２７年４月１４日高浜原発３，４号機運転差止仮

処分決定は，「使用済み核燃料も原子炉格納容器の中の炉心部分と同様

に外部からの不測の事態に対して堅固な施設によって防御を固められ

る必要がある」とし，かかる規制を行っていない新規制基準は，緩やか

にすぎ，合理性を欠くと判断した（甲第７２号証３９～４５頁）。 

上記判示は，前記福島第一原発事故で実際に生じた事実ないし生じる

おそれがあった事実を基礎に置くものであり，極めて妥当である。 

イ そもそも，原発の安全とは，放射線に係る危険から「一般公衆を適切

に保護する」ということで，その最も主要な部分は「放射性物質の環境

への放出を防止すること」である。放射性物質の拡散を防止するのであ

れば，施設内の放射性物質を何重にも囲っておくというのは，誰でも考

えつくところである。原子炉の中には様々な放射性物質があるが，その

中でも最も量が多く，しかも放散し易いものを多く含み，したがって最

も重視すべきものは，核分裂反応の結果できる核分裂生成物である。原
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発の安全確保の最も主要な部分は，この核分裂生成物の拡散を防止する

ための「壁」の健全性を，平常時にも事故時にも，いかにして維持する

か，すなわち，「閉じ込めるか」ということである。 

しかるに，使用済み核燃料は，原子炉内の核燃料よりも核分裂生成物

をはるかに多く含むにもかかわらず，建屋という極めて脆弱な「壁」に

よってしか囲われていない。福島第一原発事故で水素爆発により４号機

建屋の屋根が吹き飛び，使用済み核燃料プールがむき出しになったこと

からも建屋の脆弱性は明らかであるが，建屋の脆弱性は，水素爆発が起

きた場合に限られない。例えば，本件原発の使用済み核燃料プールを囲

んでいる燃料取扱建屋は，鉄骨造であるところ，その外壁及び屋根は，

１００ｍ／ｓの竜巻が襲来した場合，鋼製材の飛来物の衝突によって貫

通が生じるという程度の脆弱性である。 

原発の安全確保の最も主要な部分である，いかにして「閉じ込めるか」

という観点からすれば，使用済み核燃料を堅固な施設によって囲い込む

という対策は，合理的である。また，前記福島第一原発事故で実際に生

じた事実ないし生じるおそれがあった事実からすれば，深刻な災害が万

が一にも起こらないというために必要不可欠な対策というべきである

が，福島第一原発事故後も，全く対策は講じられていない。 

(2) 使用済み核燃料プールの冷却設備の耐震クラスがＢクラスであること 

ア 福井地方裁判所平成２７年４月１４日高浜原発３，４号機運転差止仮

処分決定は，「使用済み核燃料プールの冷却設備の耐震クラスがＢクラ

スであることから，地震が基準地震動を超えるものであればもちろん，

超えるものでなくても，使用済み核燃料プールの冷却設備が損壊する具

体的危険性があるとし，使用済み核燃料プールの冷却設備の耐震クラス

をＢクラスとしている新規制基準は，緩やかにすぎ，合理性を欠く」と

判断した（作者要約，甲第７２号証４２～４５頁）。 

また，大津地方裁判所平成２８年３月９日高浜原発３，４号機運転差止

仮処分決定も，「使用済み核燃料プールの冷却設備が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て，使用済み核燃料の

危険性から，原子炉だけでなく，使用済み核燃料プールの冷却設備もまた

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」と判断した（作者要約，原々決定４７～４８頁）。 

前記福島第一原発事故で実際に生じた事実ないし生じるおそれがあっ

た事実からすれば，上記各判示は，妥当である。 
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イ 本件原発の使用済み核燃料プールの冷却設備も，Ｓクラスとして審査

されておらず（審査されることはなく），基準地震動に対する耐震安全

性が確認されていないから，深刻な災害が万が一にも起こらないという

ために必要な対策が講じられているとは到底言えない状況である。 

(3) 使用済み核燃料プールの計測装置がＣクラスであること 

ア 福井地方裁判所平成２７年４月１４日高浜原発３，４号機運転差止仮

処分決定は，事故時の事態の把握の困難性から，使用済み核燃料プール

の計測装置がＳクラスであることが必要だとし，使用済み核燃料プール

の計測装置の耐震クラスをＣクラスとしている新規制基準は，緩やかに

すぎ，合理性を欠くと判断した（甲第７２号証４４～４５頁）。 

イ ここで，水位計や温度計の計測装置が脆弱で破損する可能性があると

いうことは，使用済み核燃料プールの水位が低下し温度が上昇した場合

に，正確な状況の把握が困難になることを意味する。 

例えば，福島第一原発事故では，１号機で水位計が誤った数値を示して

いたため，電源がなくても機能するはずだった非常用復水器が作動してい

ないことに長時間気づかず，水位が保たれていると見ていたことが，メル

トダウンを早めたと見られている。 

また，米国スリーマイル島原発事故でも，長時間にわたって水位が保た

れていると誤認していたことが事故の進展に決定的な役割を果たしたと

されている。 

さらに，国会事故調査委員会もまた，福島第一原発事故では，電源喪失

による計装系の機能喪失が大きな問題であったが，仮に電源があっても炉

心溶融後は，設計条件を遥かに超えており，計測器そのものがどこまで機

能するか，既設原発での計器類の耐性評価を実施し，設備の強化及び増設

を含めて検討する必要があると提言している。 

これらの事実からすれば，使用済み核燃料プールの計測装置がＳクラス

であることの必要性を指摘する上記判示は，極めて妥当である。 

ウ 本件各原発の使用済み核燃料プールの計測装置は，耐震クラスがＣク

ラスとされており，基準地震動に対する耐震安全性が確認されていない

から，深刻な災害が万が一にも起こらないというために必要な対策が講

じられているとは到底言えないものである。 

 ４ なお，本項以外の「使用済み核燃料ピットの危険性」については，相手方

ら準備書面（４）の３頁以下においても詳述したとおりである。 
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以上 


