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第 1 福島第一原子力発電所事故は地震動による機器損傷による可能性がある

1 東京電力などの説明

2011年 3月 11日東日本を襲った地震及びこれに引き続く津波によつて福島

第一原子力発電所 1号機から3号機は、圧力容器内の燃料棒が溶けて崩れ落ちるメ

ル トダウンに至り、63万テラベクレルあるいは77万テラベクレルとも推定され

る大量の放射性物質を大気中に放出し、上記の地震、津波及びこの放射能汚染によ

り、原子炉から3キ ロ以内は立ち入り禁止の警戒区域と指定され、国が年間20ミ

リシーベル トを越える地域として避難を求める計画的避難区域の面積は計約 110

0平方キロメー トル、対象人口は計 8万 5000人 に及んだことはすでに指摘した。
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このメル トダウンは上記の想定外という津波によつて引き起こされたとされる。

すなわち、東電や原子力安全・保安院は、地震による配管等の破損なしで放射能

が格納容器外に漏出したという結論に至る想定として、

「津波による全電源喪失→原子炉冷去口機能喪失→炉心溶融→逃し安全弁開によ

る格納容器内への漏出→放射性物質の格納容器外漏出」

というルー トで説明しようとしている。

2 津波到達前の非常用電源喪失

国会のもとに設置された事故調査委員会の報告書 (甲 24の 1第 2.2.3節 、

甲24の 2第 2.2。 3節)は、事故当日15時 35分か 36分停止と認められ

る福島第一原子力発電所 1号機A系の電源喪失の原因は津波ではなく、また 15

時37分停止の 1号機B系及び 2号機A系、 15時 38分停止の 3号機A系及びB

系も電源喪失が津波によるといえるか疑間である、非常用電源機器の詳細検査未

了の段階で、津波がなければSBO(全交流電源喪失)に至らなかつたとの見解に

もとづいて行動することは慎むべきである、とした。

同調査報告書は、各原子炉の非常用電源の停止は、運転日誌及びコンピュータ

記録から特定しているが 1号機A系 はこれらの記録がなくヒアリングで 15時 3

5分か36分 とi認められるとした。

津波の到来についてはたとえば政府の事故調査委員会中間報告書では「3月 1

1日 15時 27分ころ及び同日15時 35分の 2度にわたり、福島第一原発に津

波が到来し」などと記述 しているが、この津波到来時刻は、沖合 1。 5h地点

の到達時亥Jである。

津波第 1波は波高4m程度で、非常用ディーゼル発電機等は敷地高さ10mか

13mにある。非常用ディーゼル発電機を冷却する海水ポンプは敷地高さ4mの

盤上 1。 6mの高さにある。第 1波襲来のころ撮影された写真、港内航行中船舶

の乗員や避難中の者の証言も確認し、 1号機から4号機では第 1波による海水ポ

ンプ被水停止はなかつたと考えられるとした。

津波第 2波の福島第一原発サイ トの4号機海側エリアヘの着岸については、波

高計から上記エリアヘの津波の到達時間から、 15時 37分頃とし、当時の写真

から4号機より北側にある 1号機を津波第 2波が襲 うのはさらに少し時間が経過
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した後としている。

以上より、同報告書は、上記のとおり1号機A系の電源喪失の原因は津波では

ないと考えるなどの結論を導きだしているのである。

以上の論証は、個別の根拠を示しながら進められており、説得力がある。

3 津波到達前の放射性物質の漏洩

同日15時 29分 1号機から 1。 5キ ロ離れたモニタリング・ポス トで高いレ

ベルの放射線量を知らせる警報が鳴っている。東京電力が事故の 2ヶ 月後に公表

した 1号機の運転員引継 日誌には, 3月 11日 記載されたホワイ トボー ドのメモ

から転記したとして「1529/15:36 MP‐ 3 Hi―Hi警報発生」と書かれている(甲 9,

16頁 日, 19頁 目。MPはモニタリング・ポス トをさす)。

津波第 1波は、高さが4メ ー トル程度であり、 15時 27分の数分後に 1号機

から4号機の敷地に到達しているものと思われるが、ただちに放射性物質の漏洩

につながるとは考えがたい。東電原子力設備管理部小林照明課長は,「津波が来

る前に放射性物質が出ていた可能性も否定できないと認めた」という (甲 8)。

4 1号機の配管破損

(1)3月 12日 午後 3時頃の圧力容器破損と燃料の格納容器流出

同発電所 1号機の原子炉圧力容器の圧力は通常運転時約 70気圧である。また

圧力容器を収めている格納容器は通常運転中大気圧程度である。 1号機について

は,地震発生後 12時間後の3月 12日 3時頃原子炉圧力容器の圧力が 8気圧ま

で落ち,格納容器の圧力は 8。 4気圧まであがつた (甲 10の A系原子炉圧力と

格納容器 (D/W)圧力)。 これは,炉心溶融,さ らに圧力容器の破損により,溶

けた燃料等が格納容器内に流出したためと考えられている。すなわち原子力安全

0保安院が行つた解析を示す図 (甲 1l p6の 右上図)では「燃料損傷」「一

部PCV(格納容器)へ流出」との記載がある。これらの時点では原子炉 (RPV)

水位の解析値はほぼマイナス4メ ‐ トル (右 目盛)に達してほぼ完全に燃料は露

出している。他方通常では約 7 MPa(メ ガパスカル 約 70気圧)あ る炉圧の解

析値は急減に下がつて約 0。 6 MPaにまで到達している (左 目盛)。 さらにその

炉圧の下降と歩調をそろえて,甲 11, 6頁 目の右下グラフの格納容器 (D/W)

圧力の解析値が急激に上昇している。つまり炉圧が抜けて格納容器圧力が高まっ



ている。これら解析結果を基に,原子力安全・保安院は圧力容器に損傷が起こっ

たと判断し,「一部PCV(格納容器)へ流出」と記述している。

(2)3月 11日 17時 50分ころ原子炉建屋入日付近の高い放射線量計測

東電らの上記の説明によれば、放射性物質の漏出は上記の燃料の格納容器への

流出以後でなければならない。しかし事実はそれより前,地震発生からわずか約

3時間後の3月 11日 17時 50分に原子炉建屋内の入日付近 (エ アロックの二

重扉を入つたところ)で計測器が振り切れるほどの高い放射線量が計測されてい

る (甲 9p23 0Sと の記載はオーバ―スケールの意味である)。 つまり,こ の頃には

すでに燃料が溶融し,その放射能が何らかのルー トで格納容器外に漏出してきた

ことを意味している。この事実は地震による配管等の破損なしで放射能が格納容

器外に漏出したとする東電や原子力安全 0保安院の想定,すなわち津波による全

電源喪失→原子炉冷却機能喪失→炉心溶融→逃し安全弁開による格納容器内への

漏出→放射性物質の格納容器外漏出というルー トではまったく説明できない。保

安院の6月 6日 報告書の解析 (甲 11 6頁 目右下の図)では, 11日 19時頃

(地震発生後 4時間頃)までは格納容器圧力はほぼ 1気圧に維持されているので,

同日17時 50分までに格納容器から外部に放射能が出るはずはない。

(3) 放射性物質の漏出の原因は 1号機配管の破損と考えられる。

前記のように 1号機では地震から約 3時間経過した 17:50に原子炉建屋の

入口にあるエアロックの二重扉を入つたところで,放射能測定の線量計が振 り切

れた事実があるが,こ の問題について政府の事故調査検証委員会の2011年 1

2月 26日 付中間報告は次のように述べている (甲 25)。 「この時点で, 1号機

R/B(引 用者注 :原子炉建屋)やその付近において,通常より邊かに高い放射

線量が指し示された原因は,原子炉圧力容器内の核燃料から通常よりも多くの放

射性物質が放出され,それが建屋内に漏えいしたとい うこと以外に考え難い」

(104頁 )。 つまり, 17:50に 原子炉建屋内に放射性物質が放出されてい

たことを認めている。そうすると,いつたい原子炉圧力容器内の放射性物質がど

のルー トから格納容器外に出てきたのかが問題になる。そのルー トとしては,原

子炉圧力容器内から格納容器を貫いて出ている非常用復水器(IC)系の配管破損

以外に考えられない。また,原子力安全基盤機構の解析では,地震によつて面積
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0。 3 cII1 2ま でのひび割れが入つた可能性は否定できないと結論している (甲 2

6)。 結局,津波が来る前には破損面積が 0。 3 cm2以 内程度であったひび割れ

が,津波以後に徐々に拡大し, 3時間経過した 17:50頃 にはシューシュー音

を立てる程度にまで放射性物質入りの蒸気を放出していたと考えるべきである。

つまり地震によつてこの配管にはすでにひび割れが発生していたと考える以外

にない。

(4)国会事故調査委員会による指摘

上記の 1号機 IC系配管が破損した可能性が否定できないことは、国会事故調

査委員会によつても指摘されている (甲 24の 1第 2。 2.2節及び第 2。 2.

4節 )。 上記 0。 3 cll1 2以 内のひび割れの可能性については、だい 2.2。 2節

の4)で論じられ、最後の6)で早期放射能漏洩との関係が指摘されている。ま

た、事故時の ICの挙動については、第 2。 2。 4節の2)と 3)で詳しく論じ

られている。

(5)耐震評価の破綻

保安院の設置する建築物・構造に関する意見聴取会第 5回 (2011年 12月

9日 )に提出された原子力安全・保安院作成の資料 2-1(甲 15), 51～ 5

2頁の耐震評価結果によれば,非常用復水器系配管について,最も裕度の低い箇

所で,評価基準値 (破損しない上限値)3 1 0MPaに対し,今回の地震で配管に

作用した力の計算値は 1 0 5MPaであつた。もし配管が実際に破損していれば,

これら耐震評価は破綻したことになる。

5 3号機の高圧注水系配管の破損

(1)3号機の炉心溶融とその時刻

3号機もまた炉心溶融に至った。原子力安全・保安院の解析では, 3号機で炉

心溶融が始まったのは3月 14日 22時以後とされ (甲 11 8頁 目「3号機の

原子炉の状態について」の左下の図)。 従つて、上記の東電らの想定では、放射

性物質の格納容器外漏出はこれよりもあとでなければならない。しかし、炉心溶

融がはじまったとされる上記の時刻以前に3号機で蒸気漏れが生じているのであ

る。以下詳論する。



(2)圧力容器の圧力と高圧注水系の蒸気漏れ

東京電力の2011年 5月 23日 付 「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第

一原子力発電所運転記録及び事故記録の分析と影響評価について」 (甲 13の 1

～4)によれば, 3号機で最初に起動した炉心冷却のための原子炉隔離時冷却系

(RCIC)が 3月 12日 11時 36分停止した。そののち同日12時 35分高圧

注水系 (HPCI)が 起動した。そのとたんに,原子炉圧力容器の圧力は急低下し

始め,約 6時間の間に約 6 MPa(約 60気圧)も低下し, l MPa前後で経過した。

この高圧注水系は 13日 2時 42分に停止した。そのとたん,原子炉圧力容器内

の圧力は同日4時過ぎまでに7 MPaま で上昇している。この経過から高圧注水系

に蒸気漏れがあると推測される。

現に東京電力が高圧注水系に蒸気漏れがあると仮定して解析をしたところ,実

測とよく合 う結果が得られている (甲 13の 1～ 4)。 また,政府の原子力災害

対策本部が6月 にIAEAに提出した報告書では,「HPCI系 統からの蒸気流出の

可能性も考えられる」としている (甲 14pll)。 従つてこの高圧注水系の蒸

気漏れの原因は津波ではなく,津波に先立つ地震ということになる。

このHPCIの 挙動には,東電の解析では解明できていない点があるため,保

安院は 12月 16日 に再検討するよう指示を出した (甲 15)。 それに対する回

答を東電は 12月 22日 付で提出 。公表したが,その中でもなおHPCIの 挙動

が説明できていない。「今後調査が進むに従い,異なる情報,異なる解析結果が

得られる可能性がある」と東電は述べて,ま だ調査検討が不十分であることを認

めている (甲 1612月 16日 付保安院指示に対する12月 22日 付東電の回

答)。

(3)格納容器の圧力

3号機の高圧注水系 (HPCI)蒸 気管が破損した可能性については、格納

容器圧力の挙動からも説明できる (甲 27)。

高圧注水系では原子炉内の蒸気が小型タービンを回すのだが,その後の蒸気

は格納容器のサプレッションチェンバーに導かれる。したがつて熱い蒸気がサ

プレッションチェンバー内の水の温度を高め,その結果必然的に格納容器の圧

力を高めるようになる。もし,その蒸気を導く蒸気管が破損 していれば,そ こ
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から蒸気が抜けるため,格納容器の圧力は上がらないことになる。このことは

東電の解析で示されていて,蒸気管破損を仮定したときの格納容器圧力の解析

値は横ばいになっている。

他方,格納容器の測定値はどうかと言えば,高圧注水系が働いたとたんに上

がるどころか逆に下がり,高圧注水系を止めたとたんに上がっている。この事

実を踏まえれば,蒸気管が破損したばかりか,さ らに格納容器圧力が高圧注水

系の破損日から抜け出したと考えざるを得ない。

東電の解析がまったく測定値を説明していないことは技術的知見に関する意

見聴取会でも問題となり,その結果原子力安全 。保安院は昨年 12月 16日 に

東電に対し解析をやり直すよう指示を出した (甲 15)。 その結果 12月 22日

に東電は再解析の結果を出したが,やはり格納容器圧力の実挙動が説明できな

いというのが回答であつた (甲 16)。

そのためか, 2月 1日 の技術的知見意見聴取会に今度は原子力安全基盤機構

(JNES)が 新たな解析結果を提出した (甲 28)。 その結果,HPCIを 起

動させた初期の頃の圧力挙動は下がり気味になつて改善されているが,途中か

らやはり解析は上昇に転じている。他方,実測値はちょうどその頃から急激に

下がつているので,やはり解析ではその挙動が説明できていない。

(4)地震動の予測と耐震評価

3号機の原子炉建屋基礎盤上の最大加速度は507ガルであるとの観測記録

がある。これは基準地震動Ssか ら計算される最大応答加速度 (予測される最大

加速度)441ガ ルを15%超えるものである (甲 29p2)。 観測記録が予

測される最大加速度を上回つたことからすれば,従前の予測される最大加速度

の算出方法自体に問題があつたことになる。

他方,東電が 7月 28日 に公表した今回の地震によるHPCI配管の耐震性評

価によれば,配管の評価基準値 3 3 5MPaに対し,今回の地震動により配管に

働いた力は最大 1 1 3MPaだ としている (甲 18 参考別紙-2「高圧注水系

(HPCI系 )配管の耐震評価について」 参別表‐2.1)。 破損しないとされ

た上限値の 3分の 1の力でHPCI配 管は破損した可能性がある。

6 タービン建屋のたまり水



福島第一原発 1号機から3号機については,それぞれタービン建屋や原子炉建

屋には大量の高レベル放射性汚染水が溜まっている (甲 19,甲 20)。 この汚

染水は,冷却のため原子炉に注いだ水が外部にもれ出ているせいだと考えられて

いる。しかしその漏洩のルー トは全く明らかにされていない。原子炉の底にある

制御棒駆動機構や格納容器内サプレッションチェンバーに出入りしている多数の

配管はタービン建屋を通 り越して復水タンクにつながつている。これらの配管が

地震で破損した疑いがある。

7 まとめ

以上からすれば,福島第一原子力発電所 1号機, 2号機及び 3号機では,いず

れも津波とは無関係に、非常用ディーゼルエンジンが停止し、放射能が漏出する

などしている。すなわち、地震動によつて配管類その他の機器が損傷した可能性

がある。そして,これが今回の炉心溶融事故につながつた可能性が否定できない。

これらの損傷の有無や内容を検証しないまま,津波の影響のみを考慮した緊急安

全対策の実施などによつて原子力発電所の安全が確認されたとして運転すること

は危険極まりなく断じて許されないことである。

第 2 本件における主張・立証責任

1 名古屋高等裁判所金沢支部判決平成21年3月 18日 判夕1277号317頁

(1) 「具体的危険」についての主張立証責任分配

上記裁判例の判示は次のとおりである。

「人格権に基づく原子力発電所の運転差止訴訟においては,当該原子力発電所に

安全性に欠けるところがあつて,被控訴人らの生命,身体,健康が現に侵害され

ているか又は侵害される具体的危険があることについての主張立証責任は,人格

権に基づく差止訴訟の一般原則どおり,本来,被控訴人らが負 うものと解するの

が相当である。」

「しかしながら,前記第 2章第 2「前提事実」の4「原子力発電の仕組み」に

判示のとおり,本件原子炉を含め,原子力発電所は,放射性物質を内蔵する施設

であり,その運転は,原子炉の出力を一定にするため,高度かつ複雑な科学技術

を用いて,核燃料の放射性物質の核分裂反応の量が一定に維持される (臨界)よ



うに制御しながら行われるものであるから,常に潜在的な危険性を内包しており,

このような技術利用の前提となる安全管理が不十分である場合は,こ の潜在的危

険が顕在化し,放射性物質が原子炉の外部へ排出される可能性を有するものであ

る。そして,前記第 2章第 2「前提事実」の 7「放射線被ばくの人体への影響」

に判示のとおり,放射線の持つエネルギーは極めて大きいため,極めて微量の放

射線でも細胞やDNAの損傷をもたらし得ることからすれば,放射性物質が原子

炉の外部へ排出された場合,こ の放射性物質により,被控訴人らのうち少なくと

も本件原子炉の周辺に居住する住民の被ばくの可能性が存在するというべきであ

る。・…そして,その安全管理の方法は,各原子炉ごとに異なり,かつ,その資

料はすべて原子炉設置者の側が保持していることなどの点を考慮すると,本件原

子炉の安全性については,控訴人の側において,まず,その安全性に欠ける点の

ないことについて,相当の根拠を示し,かつ,必要な資料を提出した上で主張立

証する必要があり,控訴人がこの主張立証を尽くさない場合には,本件原子炉に

安全性に欠ける点があり,その周辺に居住する住民の生命,身体,健康が現に侵

害され,又は侵害される具体的危険があることが事実上推認されるものというベ

きである。そして,控訴人において,本件原子炉の安全性について前記説示の主

張立証を尽くした場合は,本来主張立証責任を負 う被控訴人らにおいて,本件原

子炉に安全性に欠ける点があり,被控訴人らの生命,身体,健康が現に侵害され ,

又は侵害される具体的危険があることについて,その主張立証責任に適った主張

立証を行わなければならないとするのが相当である。」

「そこで,以下では,まず,本件原子炉施設が本件安全審査における審査指針

等の定める安全上の基準を満たしているかについて,〈 1〉  立地条件に係る安

全確保対策,〈 2〉  平常運転時の被ばく低減に係る安全確保対策,(3〉  事故

防止に係る安全確保対策,〈 4〉  運転段階における安全確保対策の順に検討し,

これらが満たされていることが確認された場合には,控訴人は,本件原子炉に安

全性に欠ける点がないことについて,相当の根拠を示し,かつ必要な資料を提出

した上での主張立証を尽くしたことになるというべきである。そして,こ の場合

には,本来的に主張立証責任を負 う被控訴人らにおいて前記具体的危険性につい

てその主張立証責任に適つた主張立証を果たしているか否かを検討すべきことに



なる。」

(2)判示の要約

このように上記判例は,「具体的危険性」の主張立証責任の分配について,①

原子炉周辺住民が許容限度を超える放射線を被ばくする具体的危険性の主張立証

責任は原告側が負うとはしつつも,②原子力発電所の潜在的危険性や当事者間に

おける資料の偏在などの実質的考慮から,まず被告側において,本件原子炉の安

全性に欠けることのないことについて相当の根拠を立証しない限り,本件原子炉

に具体的危険性があることが事実上推定される。③被告において安全審査におけ

る審査指針適合性を立証すれば,本件原子炉の安全性に欠ける点がないことにつ

いて相当の根拠が認められる,と 説示していると要約しうる。

(3) 上記主張立証責任の分配が確立された基準であること

上記主張立証責任の分配は,最高裁第一小法廷平成4年 10月 29日 判決 (民集46

巻7号 H74頁 ,判夕804号51頁 )【行政訴訟である原子炉設置許可処分の取消訴訟

(伊方原発訴訟)】 における主張立証責任を,事業者を相手方とする人格権に基

づく原子力発電所の差止訴訟に踏襲したものである。

事業者を相手方とする人格権に基づく原子力発電所の差止訴訟において,伊方

原発訴訟の主張立証責任論を取り入れた裁判例としては,0東北電力女川原子力

発電所建設工事差止請求事件に係る仙台地判平6。 1。31判夕850号 169頁 ,②その控

訴審仙台高判平11.3。 31判時1680号46頁,0志賀原子力発電所建設差止請求事件に

係る金沢地判平6.8。 25判 夕872号95頁 ,④その控訴審名古屋高金沢支判平10。9.9判

夕994号82頁,0もんじゅ建設・運転差止請求事件に係る福井地判平12.3.22判 タ

1043号259頁,0浜岡原子力発電所運転差止請求事件に係る静岡地判平19。 10。26

(公刊物未登載)な どがある。このように,伊方原発訴訟以降,多くの裁判例が

その主張立証責任論を採用しており,現在は,上記主張立証責任分配基準が確立

された基準であるといえる。

これまでに言及した各判例を通覧するに,原告の主張立証責任を緩和する理由

として,原子炉は常に潜在的危険性を内包しており,その潜在的危険性が顕在化

し,放射性物質が原子炉の外部へ排出されると,周辺住民の生命・身体等に直接

的かつ重大な被害を与えることなどが挙げられている。
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ここで,福島第 1原発事故により生じた被害を想起してみるに,放射性物質の

拡散による土壌 0海洋汚染,食料品からの放射能検出,住民の避難による生活破

壊,および今後生じるであろう人体への悪影響等,その被害は周辺住民の健康被

害にとどまらず,広範かつ甚大である。このように,原発事故が現実に生じてし

まい放射性物質が外部に放出され拡散してしまうと広範かつ甚大な被害が生じて

しまうことが実証されたわけである。上記の主張立証責任の妥当性が実証された

というべきである。

第 3 安全審査基準不存在

1 法による原子力発電所の安全規制

原子力発電所の安全規制は,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)及び電気事業法に基づき,原子炉設置許可 (原

子炉等規制法 23条),工事計画の認可 (電気事業法第47条)な ど一連の規制に

よつて確認される仕組みになつている。実用発電用原子炉の設置に際しては,経済

産業大臣の許可を受けなければならない (原子炉等規制法 23条 1項 1号 )。 そし

て主務大臣は,原子炉施設の位置,構造及び設備の安全性に関して規定する基準の

適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない (原子炉等規制法

24条 1項 4号, 2項 )。 原子力安全委員会は,「発電用軽水型原子炉施設に関する

安全設計審査指針」 (甲 2 以下単に「安全設計審査指針」という),「発電用原子

炉施設に関する耐震設計審査指針」 (以下単に「耐震設計審査指針」という)な ど

の安全審査指針やこれらを補完する報告書等を用いて審査をする。日本における商

業用の発電用原子炉は,これらの安全審査指針に適合することによつて,その安全

性が確保されるという構造になっている。

2 福島原発事故による安全設計審査指針類への疑問

(1)安 全設計審査指針 27項

安全設計審査指針 27は、「原子炉施設は、短時間の全交流動力電源喪失に対

して、原子炉を安全に停止し、かつ、停止後の冷却を確保できる設計であるこ

と」とし、このうち「短時間」とは約 30分間であるとして運用してきた (甲

5)。 すなわち一応全交流動力電源の喪失は想定するが、約 30分後のその電源



は回復するものとし、その喪失の間原子炉を安全に停止し、停止後の冷却が確保

できればよい、とするものであつた。

実際に福島第一原子力発電所において、地震で外部電源が失われた。その後の

津波で非常用ディーゼル発電機が使用不能となり、原子炉を冷却できるのはほぼ

蒸気で駆動するポンプだけとなったが、その弁の開閉に必要なバッテリー電源の

使用可能時間は8時間であつた。 8時間までの全交流動力電源喪失であればなん

とか原子炉の温度上昇は免れ、炉心溶融に至る過酷事故には至らなかつたかもし

れない。

しかし、現実には、福島第一原子力発電所の 1号機及び 2号機で電源が回復し

たのは3月 19日 、なんと地震から8日 目のことであつた。 3号機は3月 22日

であり、地震から11日 日であつた。この事実は、安全設計審査指針 27の想定

する「短時間の全交流動力電源喪失」に対応できれば可としたのでは、完全に誤

りであり、「安全設計」の名にまったくそぐわないことを明らかにしたのである。

(2) 単一故障の仮定

安全設計審査指針は、単一の原因によつて一つの機器しか機能を失わないとい

う単一故障の仮定を前提に、多重性または多様性によつて機能を保持する (でき

る)と する考え方を妥当として策定されている。

しかし、今回のような地震・津波で複数の系統または機器が損なわれ うること

が実証されたのであるから、単一故障の仮定の妥当性は根底から崩れたというベ

きである。

(3) 「想定」の問題

今回の津波について、電力会社や原子力安全・保安院あるいは原子力安全委

員会などの関係者は「想定外の津波」であつたとするが、従来の安全指針での

「想定」についてもそれが妥当かどうか、再検討が必要である。

安全設計審査指針の指針 2「地震以外の想定される自然現象」には、「洪水、

津波、風、凍結、積雪、地滑り等」が挙げられているが、例えば隕石落下が検

討されているとは思われない。

また、同指針 3「想定される外部人為事象」には、「飛行機落下、ダムの崩

壊、爆発等」が挙げられているが、ミサイル攻撃やテロ襲撃は含まれていない
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とされる。

これらに対して根本的な観点から再検討がなされるべきである。

(4) 耐震設計審査指針などの妥当性

今回の東 日本大震災の地震動は従来の予測を超えるものであったことも前述

した。そのため、地震動の予測を含めた耐震設計審査指針の見直しもまた必要

となる。また今回の地震動が従来の予測の限度を超えないのに配管類が破損し

た可能性もある。そうであるならば、従前の機器設備の耐震強度の基準が妥当

であったのかどうかも問題となる。

3 安全審査指針類見直しの作業

(1) 班目春樹原子力安全委員会委員長発言 (甲 6)

2011年 (平成 23年)5月 19日 班目春樹原子力安全委員会委員長は、安

全設計審査指針 27の 「長時間にわたる全電源喪失を考慮する必要がない」は

「明らかに間違い」と述べた。さらに、津波による電源喪失に対して防護が十分

でなかったとして、多重防護を原則として指針を改定する、とした。さらに「予

想を上回る地震だつた」とし、耐震設計審査指針も見直しの対象となるとした

(以上甲 5)。

(2) 「安全審査指針類の検討について (指示)」 (甲 30)

さらに原子力安全委員会の審議を経て2011年 (平成 23年)6月 17日 原

子力安全委員会委員長は原子力安全基準・指針専門部会部会長宛に「安全審査指

針類の検討について (指示)」 なる指示を発した。これは、「平成 23年 3月 11

日発生した東日本大震災では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所において、

地震及び津波により長期間にわたる全交流電源喪失及び原子炉の冷却機能の喪失

に陥つたことから、原子炉炉心が損傷して大量の放射性物質が環境中に放出され

るという深刻な事態に至りました」として「安全確保策の抜本的な見直しを図る

必要がある」として、原子力安全基準・指針専門部会長に以下の事項を検討し、

報告を求めるものである。

1.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

2。 耐震設計審査指針及び関連の指針類に反映させるべき事項

(3) 山口彰「安全設計指針等の見直しに関するコメント」 (甲 31)
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原子力安全委員会では、具体的に安全設計審査指針類あるいは耐震設計審査指

針類のどの点に問題があるとしていたのか。なぜかこの点に関する同委員会の議

事録が公開されていない。上記の指示をうけて開催された原子力安全基準・指針

専門部会の2011年 6月 22日 第 17回会議の基指専第 17-2号 「安全設計

指針等の見直しに関するコメント」 (甲 64)は、委員の一人である山口彰大阪

大学環境・エネルギーエ学専攻教授が作成し資料として配付したものである。こ

れは、福島第一原子力発電所事故の進展と教訓を踏まえ、「4.指針類の見直し

について」の項で、

「想定を超える事象は同時に起こりうること、それが多重故障、多重防護壁

を侵すこと」

とし、

「指針類の見直しのポイント候補 (事故の進展から)」 として、

自然現象 (地震)    (指 針 2、 耐震指針)  (教 訓 1)

外部電源        (指 針 48)      (教 訓 2)

自然現象 (津波)    (指 針 2、 耐震設計)  (教 訓 1)

全交流電源喪失     (指 針48)      (教 訓 2)

非常用直流電源     (指 針 48)      (教 訓 2)

最終ヒー トシンクの喪失  (指針 26)      (教 訓 3)

計測制御系       (指 針 47)      (教 訓 14)

残留熱の除去      (指 針 26)      (教 訓 3)

原子炉格納容器の機能   (指針 28)      (教 訓 3)

通信連絡設備      (指 針 45)      (教 訓 16)

制御室の居住性

燃料の貯蔵設備

放射線監視

(指針 43)

(指針 49)

(引旨金+5 9)

(1数司|14)

(ヨ教司|117)

(1数司|126)単一故障、多様性、多重性 (解説)

とほぼ指針の全分野に及ぶ 14項 目の見直しポイントを指摘している。

(4) 各小委員会による見直しの作業

上記の指示を受け、原子力安全基準・指針専門部会のもとに安全設計審査指針
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等検討小委員会及び地震・津波関連指針等検討小委員会とが設置され、それぞれ

検討を開始したことは既に述べた。

安全設計審査指針等検討小委員会は 13回の会合を開催し、2012年 3月 1

4日 「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)」 を作成 し、「平成 24年 (2012

年)3月 時点での論点等の整理結果」を示した (甲 32)。 それは、

① 指針 27「電源喪失に対する設計上の考慮」を中心としたSBO(全 交流

電源喪失)対策について指針改定案を作成し部会に報告をした。

② LUHS(最 終ヒー トシンク喪失)対策については、技術的課題を整理

たうえで、LUHS対 策に係る基本的考え方を整理した。

③ ①及び②以外に、今後検討すべき事項について整理した、として以下の

5項 目をあげる。

i 安全設計審査指針における多重性、独立性、多様性の考え方につい

て

五 安全機能を有する設備の共用について

面 水素の漏えい対策について

市 施設の状態監視について

v 使用済燃料の冷却について

地震・津波関連指針等検討小委員会は、「現在までに得られた知見や教訓を踏

まえて、耐震設計審査指針の改定案及び同指針の運用・解釈を明確にすることを

目的とした『発電用原子炉施設の耐震安全性に関する安全審査の手引き』の改訂

案をとりまとめた」。しかし「現在、国内外において東北地方太平洋沖地震及び

それに伴 う津波などに関する様々な調査研究が行われている。また東北電力株式

会社女川原子力発電所や東京電力株式会社福島第一原子力発電所では、上記地震

の観測記録が基準地震動 Ssを上回り、安全上重要な施設の損傷の有無などにつ

いて現在調査が進められている。地震・津波審査指針及び手引きの見直しは、こ

れらの研究結果や調査結果を踏まえ、継続的に行 う必要がある。」としている

(甲 33pl、 p9)。 東 日本大震災に際して、津波ではなく地震動によつて福
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島第一原子力発電所の機器損傷が生じた可能性を原告らは指摘してきたが、現時

点でこれらの機器を直接確認することができず、確定することが出来ない。ガヽ委

員会のとりまとめは、これらの研究結果、調査結果を踏まえてさらに見直しを継

続的に行 う必要があるとしているのである。

安全設計審査指針類と地震 0津波関連指針類のいずれも、それぞれの小委員会

レベルの検討すらまだ完結したものでもなく、原子力安全委員会としてこれら指

針類の見直しそのものをしたものでもない。これら指針類の見直し作業はまだ完

了しておらず、従ってあるべき指針類について本件各原子炉の適合性も確認され

ていないことになる。

(5)/Jヽ 1吉

以上みてきたように安全審査指針類の見直しはまだ完了していない。

現時点で本件各原子炉は、本来のあるべき安全審査指針類への適合性が確認で

きたとすることはできないのである。従つて、本件各原子炉について、安全性に

欠ける点がないことについて相当の根拠を示し、かつ、必要な資料を提出した上

での主張立証は、なされていないことになる。

第4 緊急安全対策などは安全審査基準の代替たりえない。

1 はじめに

福島原発事故を踏まえて、国は従前の安全審査基準類の見直し作業を開始したこ

とは前述した。政府は、後述するように緊急安全対策、ス トレステス トの実施、四

閣僚判断基準の設定などを行い、なんとか既存の原子力発電所の稼動をはかろうと

している。しかしながらこれらのものは従前の安全審査基準類に代わりうるもので

はない。被告は、本件各原子炉の安全性について、その安全性に欠ける点がないこ

とを相当の根拠を示し、かつ必要な資料を提出した上で主張立証しなければならな

い。そして本件原子炉施設が本件安全審査における審査指針などの定める安全上の

基準を満たしているかについて、平常運転時の安全確保対策、事故防止にかかる安

全確保対策などについて満たされることが確認された場合、上記の安全性に欠ける

点がないことを相当の根拠を示し、かつ必要な資料を提出した上で主張立証を尽く

したことになるのである。ここで求められているのは、原子炉規制法 24条による
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原子力安全委員会の行う安全審査に際して用いられる「原子炉施設の位置、構造及

び設備の安全性に関して規定する基準」を満たしているかどうかである。後述の緊

急安全対策、ストレステス ト及び四閣僚判断基準は、法形式としてもこれらの基準

に該当するものではなく、内容的にもきわめて不十分なものである。

2 緊急安全対策

(1)緊急安全対策の指示

すでに述べたように、 2・011年 (平成 23年)3月 30日 経済産業大臣は「平

成 23年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の

実施について (指示)」 を発した (甲 34 別紙 2)。 これは「現在判明している知

見に基づき,津波による電源機能など喪失時においても放射性物質の放出を抑制し

つつ原子炉施設の冷却機能を回復することを可能とするための緊急安全対策を講ず

る」としている。

(2) 津波についての緊急対策であること

この緊急安全対策は、津波対策に限定した救急の安全対策にすぎず、安全審査

基準などに代替するものではない。福島第一原発事故は、上記のとおり地震動に

よつて設備等が故障し、これが事故につながつた可能性も否定できない。安全設

計審査指針は、事故につながる原因として機器の故障のほか「地震以外の想定さ

れる自然現象」として、「洪水、津波、風、凍結、積雪、地滑 り等」を、また

「想定される外部人為事象」には、「飛行機落下、ダムの崩壊、爆発等」をあげ

ている。これらの原因を含めて安全審査指針類の見直しが完了し、問題の原子炉

がこれらに適合することが確認されてはじめて原子炉の稼動が認められるのであ

る。上記の緊急安全対策の要請する対策がすべてなされたとしても、それは原子

炉の稼動の容認するものとはなりえないのである。

3 ス トレステス ト

2011年 7月 6日 原子力安全委員会は「東京電力株式会社第一原子力発電所に

おける事故を踏まえた既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価」 (以

下ス トレステス トという)に よつて、既設の発電用原子炉施設について、設計上の

想定を超える外部事象に対する頑健性に関して総合的に評価することを要請した

(甲 35)。 これに対し原子力安全・保安院は、同年 7月 15日 その総合評価に関

17



する評価手法及び実施計画を定めた (甲 36)。

ス トレステス トとは,設計上の想定を超える自然現象 (地震、津波)に対する発

電用原子炉施設の頑健性についての総合的評価であり,安全上重要な施設・機器等

について,設計上の想定を超える事象に対してクリフ・エッジ (炉心溶融等崖っぷ

ちの状態)に至るまでにどの程度の安全裕度が確保されているか評価する手法で行

なわれる。すなわち,ス トレステス トは,炉心溶融という崖うぶちまでの安全裕度

を調べるものであり,ス トレステス トに合格しても,何 ら原子炉の安全運転が担保

されるわけではないのである。また設計上の想定を超える外部事象として地震と津

波のみがあげられており、それ以外の自然現象、人為事象などは考慮されていない。

原子炉の安全性は様々な自然現象、人為事象などに対して考慮されるべきものであ

ることは前述した。

4 四閣僚判断

(1) 四閣僚判断基準の概要

2012年 (平成 24年)4月 6日 に四閣僚により「原子力発電所の再起動にあ

たっての安全性に関する判断基準」 (以下「四閣僚判断基準」という。)が決定,発

表された。 (甲 37)

この四閣僚半J断基準は,以下のとおり、 2つの章立てで構成され,第 2の章につ

いては,さ らに3つの基準で構成されている。

1。 事故の原因及び事象の進展に関する「基本的理解」

福島第一原発事故について,津波や浸水という要因により安全上重要な

設備 。機器が機能喪失したところに原因があり,地震の影響については,

安全上重要な設備・機器が安全状態を保持できる状態にあつたと推定され

る。

2。 原子力発電所の再起動にあたつての安全性に関する判断基準

基準 (1):地震・津波による全電源喪失という事象の進展を防止するた

めの対策が講じられていること

基準 (2):国が「東京電力福島第一原子力発電所を襲ったような地震・

津波が来襲しても,炉心及び使用済燃料ピットまたは使用済燃料プールの

冷却を継続し,同原発事故のような燃料損傷には至らないこと」を確認し
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ていること

基準 (3):更 なる安全性・信頼性向上のための対策の着実な実施計画が

事業者により明らかにされていること。

(2) 『 1.事故の原因及び事象の進展に関する「基本的理解」』の問題点

上述のとおり,地震により配管が損傷したことを裏付ける事実が存在し,地震

により配管が損傷した可能性が極めて高いにもかかわらず,四閣僚判断基準にお

いては,地震による影響は考慮されていない。すなわち、四閣僚判断基準では,

「津波来襲前に重要な配管類が破壊された指摘がある」としつつも,「そうした

事実は確認できていない」と断定されているのである。

また,地震により機器・配管等に破損可能性が存在しなかったとの四閣僚判断

基準の「基本的理解」は,パラメータ挙動と耐震解析に基づいているが,その前

提に疑義がある。すなわち,上記 「基本的理解」は,福島原発 1号機の非常用復

水器 (IC)系配管を新品として扱い耐震解析を行つているのである。しかし,

福島原発 1号機の非常用復水器 (IC)系配管が,取 り替えられた時期は197

5年頃であり,すでに40年近く経過 し相当に劣化しているはずである (甲 3

8)と ころ,耐震解析にあたり,非常用復水器 (IC)の経年変化が十分に考慮

されていない。

(3)基準 (1)の問題点

上記のように、基準 (1)は 「地震・津波による全電源喪失という事象の進展

を防止するための安全対策が既に講じられていること」を求めるものである。こ

れは、文字とおり地震津波による全電源喪失の事象対策のみを検討するものであ

り、安全基準としてみた場合範囲が狭小すぎる。

(4) 基準 (2)の問題点

基準 (3)は ,「国が『東京電力福島第一原子力発電所を襲ったような地震・

津波が来襲しても,炉心及び使用済燃料ピットまたは使用済燃料プールの冷去口を

継続し,同原発事故のような燃料損傷には至らないこと』を確認していること」

とする。これはス トレステス トと同じことを求めるものであり、ス トレステス ト

に対する批判がそのまま妥当する。

(5) 基準 (3)の問題点
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基準 (3)に記載されている対策が,必要かつ重要な対策であるにもかかわら

ず,あ くまで期限を定めた計画とされているだけで,運転開始前に対策の実施を

求められていない。フィルター付きベント設備や免震事務棟の設置等の過酷事故

対策として必要不可欠な設備でさえも,設置時期の目途が2015～ 2016年

度とされているのである (甲 39)。 仮に,こ れから対策がなされるまでの空白

の3年間に,福島第一原発事故のような事態が生じてしまつた際には,被害の拡

大を防止することは困難となるは明らかである。保安院のス トレステス トの意見

聴取会で委員を務める芝浦工業大学の後藤政志非常勤講師は「『 2～3年以内に安

全策を講じますから、とりあえず再稼働させてくださいよ』ということですが、

野田総理や推進派は、自然に対して『地震も津波も、あと3年間待つてくださ

い』という約束でも取り付けたというのでしょうか」(前出・後藤氏 甲40)。

「『 3年間は地震も津波も待つてください』というのと同じこと。新たな安全

神話に基づいた再稼働にほかならない」と批判しているのである (甲 40)。

(6)  /Jヽ薪壬

上記東京電力福島原子力発電所事故調査委員会黒川清委員長は、

① 基礎となつている『技術的知見』に示された対策は、暫定的な原因分析

に基づいている。

② 判断基準で想定する事故は、東京電力福島第一原子力発電所事故と同じ

事故シーケンスのもの、との前提がついている。

などと問題点を指摘し、

事故原因を特定の事象に限定してそれに応じた対策を立てるだけではなく、

地震、津波、火災あるいはテロも含めたあらゆる事象にも耐えられる対策をた

てるべきではないか、などと提言しているが、まさに問題の本質を突いた指摘

であると考える (甲 41)。

上以
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