
平成24年 (ワ )第 213号、平成 25年 (ワ )第 131号、同第252号

福島原発避難者損害賠償請求事件

原 告 早川篤雄 外 353名

被 告 東京電力株式会社

準 備 書 面 (刊 6)

(原子炉の安全確保に関して被告に課せられた2つの注意義務)

2014(平 成 26)年 8月 13日

福島地方裁判所いわき支部民事部 (合議 1係) 御中

原告 ら訴訟代理人弁護士   小  野  寺  利

田   次

木   尭

男

洋

勉
イ

山

　

　

　

辺

広

鈴

清

米

雀

渡

同

同

同

同

同

同

水
　
　
　

倉

尚

　

　

　

淑

1



目 次

第1 本書面の目的

1 原告らの主張の概要 .…………

(1)原告らのこれまでの主張のオ,モ要と整理 ._.

(2)予見可能J性を争う被告の主張.…………

2 本書面の構成と目的

第 2 設計基準事象に基づく安全確保とシビアアクシデン ト対策

2 原子力発電所の危険性と米国における安全確保対策の推移………

(1)「軽水炉」型原子力発電所の本質的危険性 .

(2)米国における原子炉の安ハェJ性確保に関する考え方の進展

3 設計基準事象とシビアアクシデン ト対策の関係

4 「シビアアクシデン ト」及び 「シビアアクシデン ト紺策」の意義

(2)津波による浸水から全交流電源喪失を

2 全交流電源喪失対策による結果回避義務

回避するための対策 ..

3

4

3

3

5

5

1 はじめに,………………………………………………………………………………………5

(1)「シビアアクシデント」とは,… .

(2)「シビアアクシデン ト姑策」とは .……… .

5 国際的に採用されている深層防護とシビアアクシデント対策との関係 .…………16

6 設計基準事象に基づく安全確保とシビアアクシデント対策の関係 .……………'19

第3 2つの過失 (結果回避義務違反)について

6

6

・9

13

14

14

15

19

19

1 設計基準事象として適切な地震・津波を設定することによる結果回避義務 .……19

(1)過失 (結果回避義務違反)の具体的な内容

20

20

(1)過失 (結果回避義務違反)の具体的な内容 .…… . 20

(2)全交流電源喪失に対して取られるべきシビアアクシデント対策 21

(3)本件原発事故後に非常用代替電源設備の設置が義務付けられたこと。…………21

中̈ ……………………………22第 4 2つ の過失 と予見可能性の対象

2



1 イよじめイ

(1)事前的判断と事後的判断の各方法 .………

(2)被告が実際に発生した原因事象の予見可能性を論じる誤り

(3)想定され うる原因事象全般についての予見可能性が検討されるべきこと.…

2 設計基準事象としての 「地震及びこれに随伴する津波」の予見可能性 .………

(1)予見可能性の対象

(2)全交流電源喪失を生じうる地震等の予見が可能であつたこと。中

3 全交流電源喪失対策による結果回避義務を基礎付ける予見可能性

(1)シビアアクシデン ト対策は原因事象を厳密には限定しないこと。………

._22

.… 22

.… 23

.… 24

.… 24

.… 24

25

25

25

26(2)予見可能性の封象 .…………………………

(3)地震・津波についても全交流電源喪失に至る多様な事態がありうること,……Ⅲ26

4 予見可育Bl生の程度と予見義務 .……………………………………………………27

(1)予見可育〕性の程度 27

(2)被告が予見義務を負うこと 28

(3)本件においては予見可能性は緩やかに判断されるべきこと 28

●中……̈ ―̈ ・̈・中中…………………。・中̈……29(4)′Jヽ 1舌 .………."中 中●●̈●中̈中"中―……………………………“………・・――……・・

・…………・・………………………・・中―中中………29第 5 まとめ ……………………………………………………

第 1 本書面の目的

1 原告らの主張の概要

(1)原告らのこれまでの主張の概要と整理

原告らは、被告が 2002(平成 14)年 7月 あるいは遅くとも2006(平成 18)

年までに、地震及びこれに伴 う津波により原子炉施設が水没 して全電源喪失に陥り、

炉心が溶融 し放射性物質が施設外へ大量放出されるという重大事故が発生する可能性

を認識 しえた旨、主張している (原告ら準備書面 (8))。 そして、その根拠として、
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原告ら準備書面 (8)第 3,2(12頁以下)において、「津波地震」「貞観タイプ」

に整理した上で、①4省庁「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」の重要

性とその内容、②2002(平成 14)年の土木学会津波評価部会「津波評価技術」

の批判、③2002(平成14)年の地震調査研究推進本部「長期評価」の位置付け

とその内容、④その他の2006(平成 18)年までの知見の進展について述べ、ま

た、原告ら準備書面 (10)において、⑤貞観津波に関する一連の知見について整理

して述べ、これら知見の進展に対して、被告がどのように対応してきたかについても

明らかにした。

(2)予見可能性を争う被告の主張

被告は、本件では原賠法3条 1項により民法709条の適用が排除され、過失を論

ずる必要がないとする。しかし、原子力事業者に対する民法709条の適用が排除さ

れないことは、すでに原告ら準備書面 (7)第 2で述べたとおりである。

また、民法709条に基づく請求であろうと、原賠法 3条 1項に基づく請求であろ

うと、慰謝料をはじめとする損害の算定に際して加害者の故意・過失の種類と程度が

掛酌されるため、本件においても、損害算定との関係で被告の過失が審理対象となる

ことについても、原告ら準備書面 (7)第 3において詳しく述べた。そして被告は、

不法行為において故意や過失の程度が慰謝料額に影響を及ぼすことを認めている (第

3回口頭弁論)。 本件で過失が審理対象とされるべきことについて、被告も争わない旨

示したものである。

一方で被告は、原告らの主張に対して、「最新の知見を踏まえても、本件地震の発生

以前の時点で、本件原発の所在地において本件地震のような巨大地震及びこれによる

巨大津波が発生することは予見できなかつたのである。」などと (答弁書 28頁 )、 本

件事故をもたらす程度の地震及びこれに随伴する津波に関する予見可能性を否定する

主張を行つている。
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2 本書面の構成と目的

以上のとお り、本件では、「地震及びこれに随伴する津波」をめぐり、予見可能性の

有無が争点となり得る。そのため原告らは、本書面において、被告の過失について、

原子炉の安全確保における2つの注意義務の存在とその違反を指摘 し、それぞれの過

失 (結果回避義務違反)と の関係で問われるべき予見可能性の内容について、従来の

主張も改めて整理 しつつ述べる。

なお、 2つの注意義務とは、設計基準事象に基づく安全確保と、シビアアクシデン

ト対策とい う考え方であり、両者における安全思想の異同を理解することが重要であ

る。そのため、それぞれの考え方がいかなるものであるか、また、これら2つの関係

性についても改めて整理する (第 2)。

次いで、この 2つの結果回避義務の具体的な内容を、それぞれについて指摘し (第

3)、 2つの結果回避義務の前提となる予見可台〕性はいかなる事実について要求される

のか、またその予見の程度 (蓋然性ないしは可台〕性の程度)についても整理して述べ

る (第 4)。

第 2 設計基準事象に基づく安全確保とシビアアクシデント姑策

1 はじめに

原告らは、すでに準備書面 (1)第 1において、原子炉に関する安全確保の方策は、

「設計基準事象」に基づく安全の確保と「シビアアクシデン ト姑策」による安全の確

保の 2つの考え方があること、本件事故における被告の過失 (結果回避義務違反)に

おいても、この 2つの考え方に対応 して、結果回避義務、その前提となる結果予見可

能性が問われることを主張し、それぞれの安全確保の考え方についても論 じている。

本書面は、この 2つの安全確保の考え方がまず歴史的にどのように構築されてきた

のかについて述べ、これを踏まえて、結果回避義務と予見可能性との関係を論じるも

のであり、また、改めて原子炉の安全確保における両者のそれぞれの位置付けと、そ

の関係について述べることとする。
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2 原子力発電所の危険J性 と米国における安全確保対策の推移

(1)「軽水炉」型原子力発電所の本質的危険′性

ア 軽水炉型 とは

わが国の原子力発電所で使われている原子炉はすべて軽水炉型である。冷去!材に

水を使 うことから「軽水」炉と呼ばれている。軽水炉には、沸騰水型炉 (BWR)

と加圧水型炉 (PWR)が ある。福島第一原発の 1号機ないし6号機はすべて沸騰

水型炉である。

軽水炉の最大の技術的弱点は熱の除去にあると言われている。

イ 軽水炉は高いリスクをもつ

(ア)原子炉は、核分裂反応を起こして熱を発生させる炉心とそれを収納する原子炉

圧力容器からなつている。

炉心には、直径約 lcm、 長さ約 3。 6mの燃料棒が、 lcm弱 の間隔をおい

てびつしりと並んでいる。燃料棒はジルコニウム合金の被覆管の中に二酸化ウラ

ンのペ レントが詰められて構成されている。ジルコニウム合金の被覆管の融′煮は

1800℃ 、二酸化ウランの融点は2840℃ である。運転中のペレント中心の

温度は2400℃ 、被覆管の温度は約 300℃であると言われている。

化石燃料を燃やすボイラーでは、単位体積 (12)あたりの熱の発生率 (燃焼室

熱発生率)は最大でも1.5kw/2程 度であるが、原子炉の場合の出力密度 (炉

心 12当 た りの熱の発生率)は、電気出力 100kw/2(PWR)か ら50k

w/2(BWR)で あり、ボイラーと比べて 60～ 30倍高い。

沸騰水型炉 (BWR)は 、水が燃料棒の周 りを流れ、熱伝導を受けて蒸気とな

ってそのままタービン室に送られてタービンを回して発電をする。タービンを回

す役 目を終えた蒸気は海水を取 り込んだ冷却装置である復水器で除熱 した水と

して、再び原子炉の冷去日に送 り出される。このように冷去「材 として循環する水の

流量は、 117万 kw級の原発の場合 1秒間に16.6tと いう大量のものであ

る。
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原発では発生する熱エネルギーの3分の2を除熱のために捨てていると言われ

ている。たとえば100万 kwの原発は、 300万 kwの熱を発生させ、そのう

ち200万 kwの熱を温つ仁水として海に捨てていることになる。

(イ )軽水炉の炉心では、核分裂による大量の高熱の発生を、大量の水の循環による

熱の除去によつて制御しているが、このバランスが崩れる事態 (いわゆる空焚き

状態)が生ずると、極めて短時間に被覆管の温度が2000℃まで急上昇してし

ジルコニウム合金は 1200℃ を超えると酸化が始まり、大量の水素が発生す

る。 さらに、二酸化ウランの温度が融ッ点 (2840℃ )を超過 して溶融 してしま

う (炉心溶融)こ とにつながる危険がきわめて高いのである。

そして、炉心溶融となれば、放射性物質の放出、流出による放射能汚染に直結

する深刻な問題をかかえているのである。

(ウ )ボイラーは、燃焼を止めれば直ちに熱の発生が止まる。これに対し、原子炉の

場合は、制御棒が挿入されて核分裂反応が止まっても、炉内で原子が放射線を発

して崩壊するときに発生する「崩壊熱」を止めることができない。半永久的に崩

壊熱を発生 し続ける核燃料は、冷やし続けるしかないのである。

綱渡 り的な発熱と除熱のバランスをとつているのが、冷却材である大量の水の

循環である。この水の循環や復水器への海水の循環を推進する動力は電気モータ

ーである。

電源がすべて喪失 してしまうと冷去「材を循環させることができず、また海水を

取 り込むことができず、たちまちのうちに炉心溶融に突き進む。電源は原子炉の

暴走を食い止めるために何が何でも確保 しなければならない装置である。

ウ 軽水炉の安全の要である冷却設備

(ア )通常運転時には、原子炉内は大量の水の循環により蒸気熱に転化 して冷却を行

い、蒸気は主復水器に大量に取 り込まれた海水による熱交換により除熱される。

わが国において原発が海岸に設置されているのは、この海水による冷去「システム

7
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を採用しているからである。

(イ )定期点検のために原子炉の運転を通常停止 したときや地震などの理由で原子炉

が緊急停止 した時にも、崩壊熱を冷却するために、基本的には上記アと同じシス

テムが作動する。

ただ、外部電源を喪失 した場合には、蒸気が主復水器に循環することが自動的

に停止されてしまうため、サブシステムとしての「残留熱除去系」と呼ばれるシ

ステムが作動し原子炉を冷やすことになる。

(ウ )こ の「残留熱除去系」システムが作動 しなくなつた緊急事態に備えて、多様な

「)F常用炉心冷却系」が準備されている。

工 要の冷却設備を動かす電源システムと全交流電源喪失事象

原子力発電所では、通常運転中は自ら発電した電力を使つて発電システムを動

かしている。発電が止まつた場合には、外部電源を使用し、外部電源も喪失した

時には、非常用ディーゼル発電機を使 うことになる。

電気は、電源とともに電力を経由させる配電盤 (電源盤 ともいう)が必要不可

欠である。原子力発電所では、高圧配電盤 と低圧配電盤の 2種類がある。高圧配

電盤は、外部電源や非常用ディーゼル発電機から供給される6900ボ ル トの交

流式高圧電力を直接復水ポンプや海水ポンプなど大型設備のモーターに送電 し

たり、低圧配電盤に電力を供給 したりしている。低圧電力盤は、交流式480ボ

ル ト及び 100ボル トに変圧 し、小型の設備に配電をしている。監視や操作のた

めの設備は直流式なので、低圧配電盤で直流に交換をして配電している。

外部電源及び非常用ディーゼル発電機すべてが機能喪失 とい う事態となると

全交流電源喪失事象 となる。また、仮に、外部電源や非常用ディーゼル発電機が

生きていても、この高圧配電盤や低圧配電盤が機能しなくなれば、同じく全交流

電源喪失という事象になる。

なお、「全交流電源喪失」 (畜電池からの電流が交流に変換される場合を除く)

という用語と「全交流動力電源喪失」という用語は同義であり、本準備書面では、
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適宜双方の用語を使用する。これに対し、「全電源喪失」とい う事象は、全交流

電源の喪失に加え、直流のバッテリー (畜電池)ま で失われた場合を指す。

(2)米国における原子炉の安ハニJ性確保に関する考え方の進展

わが国の原子炉の安全規制のあり方を検討するための前提的な問題として、国際

的にみて、原子炉の安全の確保のあり方がどのように進展してきたかについて、以

下に、主にわが国が 「軽水炉」型原子炉技術の導入に当たつて先例とした米国の歴

史に沿ってその要点を整理する。

ア  「距離」と「格納容器」に依存 した安ハニ′性への 「信仰」

米国において初期の原子力発電が運転を開始 した当時の安全策は、「距離をと

る」ことであつた (「距離因子」と呼ばれる。)。 すなわち、原子炉は無人の地に

建設され、米国原子力委員会 (AEC)が 1950(昭 和 25)年に定めた最初

の安ハニJ性評価レポー ト (WASH-3)に おいても、安全装置の効果は一切考慮

に入れず、内部の放射Jl生物質が放出されるという条件で公衆の居住を許さない距

離を与える式が示 されている (た とえば、 100万 kw規模の原子力発電では半

径 30キ ロメー トルが無人地帯として指定される。)。

1962(昭 和 37)年には、新たな立地基準 (TID-14844)が 策定

されたが、ここでも距離をとるということが重視されており、これにあわせて格

納容器による放射能放出抑制機能 (静的安全装置)のみが安全審査で評価された。

すなわち、ここでは 「頑丈な格納容器の中に原子炉を入れておけば、原子炉がど

んな事故を起こしても放射性物質をこの中に開じ込めておけるから、周辺社会に

大きな災害を及ぼすことはないはずである」という一種の「信仰」があり、「全

体的安全像すなわち格納容器」とい う単純な捉え方がなされていたといる (甲 A

98舘野淳 「シビアアクシデン トの脅威 科学的脱原発のすすめ」45頁、甲A

99佐藤一男 「改訂 原子力安全の論理」 74頁以下も同旨。)。

イ  「信仰」から「DBEに 基づく設計に基づく安全の確保」に

しかし、その後、商業用原子力発電の経済性が追求され、その結果として原子
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炉の大型化、高燃焼度化及び高出力密度化に伴い、予想される事故の規模も大き

くなり、事故時に炉心の溶融が起き、それによつて格納容器も破壊される可能性

が指摘されるに至 り、緊急時の炉心の冷去「のための高度の安全基準の必要性が認

識 されるに至った。

こうした中で、 1970年 代に入ると、原子炉の安全対策の有効性は科学的に

論証される必要があることが認識され、設計基準事象 (Design Basis Event、

DBE。 設計基準事故とも表現されることがある。)に基づく安全設計概るが導

入されるに至った。

設計基準事象とは、原子炉の設備設計を行 う際、その寿命の間にいつでも起こ

りうると仮定することが求められる事故のことである。設計基準事象は、一般に、

「原子炉の寿命期間中に予想 される機器の故障・誤作動又は運転員の誤操作、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生じる原子炉の異

常な状態に至る事象」 (運転時の異常な過渡変化)と 、「運転時の異常な過渡変化

を超える異常な状態であって、発生する頻度はまれであるが、発生した場合は原

子炉施設からの放射性物質の放出の可含静性がある事象」 (事故)に分類される。

そして、原子炉施設は、これらの予想される顕著で代表的な設備故障や人的過

誤による事故に対 しても、それを自動的に検知 して安全設備を起動させるように

設計されねばならないというのが、設計基準事象に基づく安全設計の考え方であ

る。これは、この当時としては、斬新な設計概念であり、その後、安全設備に姑

する信頼J性を高めるために、安全設備の故障を想定して多重化 したり、さらにそ

のバックアップを備えた りすべきことが原則とされていく (甲 A8・ 佐藤暁 「原

子力の安全規制のあり方 と日本の新安全基準」 7頁 )。

ウ シビアアクシデン ト対策の必要J性が共通認識に

(ア)設計基準事象に基づく設計による安全確保の限界

設計基準事象に基づく設計も、原子炉の安全を完全に保障するものではなく、

限界のあるものであることは、広く承認されてきたことである。
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すなわち「設計の責任範囲には限界があることに注意しなければならない。設

計では、平常時、異常 。事故時の双方について、安全確保のための様々な紺策を

立てるのであるが、平常時についてはともかく、異常時や事故時については、原

子炉に起こり得る一 自然法則に反 しないとい う意味では不可能ではない一事柄

の一切合切を考える訳ではないのである。設計で考えるのは、ある範囲内のもの

であって、決 して森羅万象全てを尽くすとい うようなものではない。」とされる

(甲 A98, 43～ 44頁 )。

(イ )米国原子力委員会のラスムセン報告

米国原子力委員会 (AEC)は 、プライス・アンダーノン法 (原子力損害賠償

保険法)の改正のための基礎資料の提供の必要から、マサチューセンツエ科大学

のノーマン・ラスムセンに原子炉の安ハニJ性に関する詳細な検証を委託 し、その結

果として 1975年 に報告がなされた (いわゆるラスムセン報告書、「WASH

-1400」 の番号が付く。)。 AECが この研究を委託 した目的は原子力発電所

の安ハェJ性を宣伝 してその推進をはかろうとするところにあつた。実際にこの報告

書が用いている重大事故発生確率はことさら低 く見積もられていることに大き

な批判が加えられている。

このような限界をもつ報告書ではあるが、それでもなお、原子炉のリスクのほ

とんどは設計で想定し対策を立てている範囲を超えた事故によること、事故が設

計の想定の範囲を超える確率は当時まで一般に信 じられていた値よりかなり高

いこと、事故が設計の範囲を超えてもその影響はまさに千差万別であることなど

が明確に示された (同報告書については甲A98, 48～ 54頁を参照。)。

(ウ )ス リーマイル島原発事故によるシビアアクシデン ト対策の必要性の認識

ラスムセンの研究は、総合的な安全評価の最初の試みであり、また、確率論的

安全 (リ スク)評価 (あ る確率や頻度で発生する機器の故障や地震などの事象を

出発点にして、その後の自動、手動による安全設備の作動に対し、成功と失敗の

場合分けをしながら、最終的に原子炉や格納容器を損傷に至らしめる事故シーケ
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ンスの発生頻度を確率論により求め、リスクの軽重を数値化する方法のこと。実

際には、全てを網羅 したこのような事故シーケンスは、巨大な網目状となリコン

ピューターで計算される (甲 A8, 13頁 )。 )の喘矢となった研究である。

このラスムセン報告は、設計基準事象を超える事故が起こりうることを示した

ものであつたが、これに対しても、設計の範囲を超える事故などは純理論的・思

弁的産物で現実にはあり得ないとの意見もあつた。

このような希望的な幻想を粉砕 したのが 1979(昭 和 54)年に発生したス

リーマイル島原発事故である。スリーマイル島原発事故は、設計の範囲を超える

極めて重大な事故 (シ ビアアクシデン ト)が、単なる理論上の存在ではなく、現

実にア九誕生 しうることを実証 したものであり、それまでの科学的論証を伴わない信

仰 ともい うべき「安全像」が根底から覆された。

米国においてはこの事故を契機に、運転監視磯能、災害対策の大幅な追加、ヒ

ューマン・エラー対策など、多分野の規制要件が一段と強化されるようになった

(こ のため、原子力発電のコス トも急増 して、火力発電等に対する経済的優位J性

も低下した。)。

スリーマイル島原発事故によって、シビアアクシデン トが現実に発生し得るこ

とが実証され、国際的にもこれに対する対処及び研究が緊急の課題となり、深層

防護の考え方に立ってその中にシビアアクシデン ト対策を位置づけること、及び

確率論的安全評価を通 じての原子炉の安全評価が国際的な標準とされていくこ

ととなった。

以上の経過については、次のとお り、簡潔に要約 されている。

「シビアアクシデン トの検討は、 1975年 に米国で公表された原子炉安全研

究 (WASH-1400)に より注目された。同報告書は、初めて確率論的なリ

スク評価の考えを原子力発電所の安全サ性の評価に取 り入れたものである。その後、

1979年 に米国TMI事 故が、さらに 1986年 に旧ソ連でチェルノブイリ事

故が発生 し、シビアアクシデン ト姑策の重要性が認識され、現在、各国でシビア
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アクシデン トの研究とその対策が実施されつつある。」 (甲 A100、 平成 4年 7

月通商産業省資源エネルギー庁 「アクシデン トマネジメン トの今後の進め方につ

いて」 2～ 3頁 )。

工 米国におけるその後の推移

その後、2001(平 成 13)年には、「9.11テ ロ」が発生すると、原子炉

について、機器の故障や人的過誤などの内的事象や 自然現象など外的事象などの

ほかに、第二の脅威があることが改めて認識され、テロに対処するための新 しい

規制要件が制定され、事業者は大規模な対策をとらなければならなくなつた。

2000年 代の後半に入ると「原子カルネッサンス」の到来が喧伝され、いく

つかの新型炉が提唱されたが、他方、火災防護などの規制要件も一層厳 しくなり、

また航空機衝突に対処する恒久設備の設置も求められるなど、安ハニJ性の規制がよ

リー層強められてきているところである (甲 A8, 8頁 )。

3 設計基準事象とシビアアクシデン ト対策の関係

上記のとおり、設計基準事象を慎重に設定したとしても、その想定を超える重大事

故が発生する可能性は否定されないのであり、これは、本件原発事故以前においても

スリーマイル島原発事故及びチェルノブイリ原発事故によって不幸にも実証されてい

たところである。

そ して、伊方原発最高裁判決も判示するとおり、「原子炉が原子核分裂の過程におい

て高エネルギーを放出する核燃料物質を燃料として使用する装置であり、その稼働に

より、内部に多量の人体に有害な放射J性物質を発生させるものであって、原子炉を設

置 しようとする者が原子炉の設置、運転につき所定の技術的能力を欠くとき、又は原

子炉施設の安ハニサ性が確保されないときは、当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等

の生命、身体に重大な危害を及ばし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深

亥Jな災害を引き起こすおそれがあることにかんがみ、右災害が万が一にも起こらない

ようにする」ことがもとめられるところである。」 (下線は引用者 )
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こうした原子炉の巨大な危険性に基づき、特に、スリーマイル島原発事故以降には、

米国等において、設計基準事象に基づく安全設計・安全評価に留まらず、シビアアク

シデン ト対策をとるべきことの必要性が広く認識されるに至ったものである。

原告ら準備書面 (1)第 1においても指摘 したとお り、設計基準事象に基づく安全

設計・安全評価という考え方は、原子炉事故の原因となり得る事象を想定 (特定)し、

その事象から発展 し得る異常状態ないし事故に対する安全対策を講じて安全を確保 し

ようとする考え方である。これに対してシビアアクシデン ト対策の考え方は、設計基

準事象を超える事象の発生も否定することはできないことから、事故の発端となる起

因事象を特定の事象 (設計基準事象)に限定することなく、逆に、炉心損傷等の重大

事故 (シ ビアアクシデン ト)又はシビアアクシデン トに発展する可育}性のある前駆事

象 (た とえば、本件事故で発生した全交流電源喪失など)の発生があり得ることを前

提として、こうした異常状態又は事故に対する対策を講じようとするものである。

すなわち、シビアアクシデント封策の考え方は、①設計基準事象から外れる (発生

確率の低い)事象から炉心損傷に至る可育静性のある異常状態が生じた場合においても、

万が一にも炉心の損傷に至ることは回避されなければならず、また、②仮に炉心の損

傷という事故に至った場合においても、その影響の回避・低減のための施策が用意さ

れる必要があるという考え方である。

以下、原子炉の安全確保に際して重要な役割を果たすべきシビアアクシデント対策

の意義について確認する。

4 「シビアアクシデン ト」及び「シビアアクシデン ト姑策」の意義

(1)「シビアアクシデン ト」とは

シビアアクシデン トの意義については、次のとおりに定義されている。

すなわち、「設計基準事象を大幅に超える事象であって、安全設計の評価上想定され

た手段では適切な炉心の冷去日又は反応度の制御ができない状態であり、その結果、炉

心の重大な損傷に至る事象。」とされている。
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また、ここでいう「設計基準事象」とは、「原子炉施設を異常な状態に導く可有静性の

ある事象のうち、原子炉施設の安全設計とその評価に当たつて考慮すべきとされた事

象」とされる (甲 A101「 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

策としてのアクシデン トマネージメン トについて」(平成 4年 5月・原子力安全委員会)。

(2)「シビアアクシデン ト姑策」とは

「シビアアクシデン ト対策」については、わが国においては 「アクシデントマネー

ジメン ト」とも表現されているものである。

その意義については、「設計基準事象を超え、炉心が大きく損傷する恐れのある事態

が万一発生したとしても、現在の設計に含まれる安全余裕や安全設計上想定した本来

の機能以外にも期待 し得る機能またはそうした事態に備えて新規に設置した機器等を

有効に活用することによつて、それがシビアアクシデン トに拡大するのを防止するた

め、もしくはシビアアクシデン トに拡大した場合にもその影響を緩和するために採ら

れる措置をいう。ここではこれらのうち、前者をフェーズ Iのアクシデン トマネージ

メン ト、後者をフェーズⅡのアクシデン トマネージメントと呼ぶこととする。」とされ

ている。

たとえば、 1次冷却材の喪失等による炉心露出事故は設計基準事故であり、工学的

な安全設備により「止める」 「冷やす」 「封じ込める」という姑策がとられ、具体的

には非常用炉心冷却系 (ECCS)等 により炉心水位を回復し、炉心の健全状態が保

たれる。 ところが、これに失敗 した場合は、 「設計を超える事故」であり、炉心溶融

等の炉心損傷 (シ ビアアクシデン ト)が生 じうる。アクシデン トマネジメントの第一

段階は、この段階における姑策としての炉心損傷防止策である。

しかし、炉心溶融を防ぐことができず 「設計を大幅に超える事故」、すなわちシビ

アアクシデン トに拡大した場合については、格納容器の破損やそれに伴 う大規模な放

射能放出といつた事態の拡大を防止するために、アクシデントマネジメン トの第二段

階の対策が求められる (以上につき、甲A2政府事故調 。中間408～ 409頁 )。
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甲A2「政府事故調査報告書 (中間)」 409頁より

代表的なシビアアクシデント姑策としては、①原子炉の緊急停止 (ス クラム)が不

能となる過渡的事象 (ATWS)に対する対策に関するもの、②炉心損傷の結果、燃

料被覆管と蒸気/水との化学反応により圧力容器内に発生する水素の制御 (水素対策)

に関するもの、③全交流電源喪失状態 (SBO)に関するもの、及び④格納容器船圧

強化ベント (格納容器の過圧破損の防止を目的として核分裂生成物 〔FP〕 を含む格

納容器雰囲気を部分的に環境へ放出せざるを得なくなつた場合にも、これを管理され

た状態で行うために、格納容器に専用のベントライン 〔フィルター付の場合を含む〕

を設置して利用すること)に関するものなどがある。

5 国際的に採用されている深層防護 とシビアアクシデン ト対策との関係

シビアアクシデン ト対策は、前記のとお り、スリーマイアレ島原発事故を契機にして

その対策の必要性が国際的な共通認識 となってきたものである。この点に関しては、

前記原子力安全委員会の決定 (甲 A101)も 「近年、アクシデントマネージメント

は、原子炉施設のリスク管理手段の一つとして重要であることが国際的に広く認識さ

16



れるようになり、設計基準事象を超える事象が万一発生した場合を想定して、炉心冷

却機能の回復や格納容器の健全′性の維持等を目指す緊急時操作手順の整備及びそれら

に係わる要員の訓練、並びに関連機材の整備等が各国で検討され、あるいは実施され

てきている。」としているとお りである。

そして、このシビアアクシデン ト対策は、国際的に採用されている原子炉の安全性

に関する深層防護の考え方の中に位置づけられるものである。

深層防護 とは、「原子力又は放射線の事故を防止及び緩和するためにすべての努力を

行わなければならない」という原則に基づく安全Jl生確保のための基本的設計思想であ

り、原子炉施設の安全対策を多段階的に設けるものであり、「1つの安全確保対策が損

なわれることがあつても施設の安全が脅かされることがないようにする」という「前

段否定」という考え方に立っている。

国際原子力機構 (IAEA)が 策定した原子力安全基準「NS― R-1」 (2000

〔平成 12〕 年)においては、以下の 5層において、安全姑策の必要J性が示されてい

る。

第 1層 異常運転及び故障の防止

第 2層 異常運転の制御及び故障の検出

第 3層 設計基準内への事故の制御

第 4層 事故の進展防止及びシビアアクシデン トの影響緩和

第 5層 放射性物質の放出による放射線影響の緩和

上記第 1層から第 3層 までは、事故による炉心の損傷を防ぐまでの安全紺策であり、

第 3層が設計基準事故への対応 として位置づけられる。第 4層が、炉心の深刻な損傷

とその影響を緩和するためのシビアアクシデン ト対策に該当するものであり、第 5層

は放射Jl生物質の放出から住民を守るための安全対策として位置づけられる。

津波による原子炉損傷防止のための多重防護安全措置としては、第 1層から第 3層

には浸水防止や安全系統損傷時の代替設備などの原子炉施設側での防護措置が位置付

けられ、第 4層でシビアアクシデント対策強化が位置付けられている。第 1層から第
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3層では起因事象に応 じた個別の対策が可能であるのに対 し、第 4層では、広範囲の

起因事象を想定 したシビアアクシデン ト対策が求められる。

安全対策のうち、原子炉冷却系と、放射能閉じこめ機能及び電源や最終除熱系は、

多重防護の第 3層に位置付けられている。 しかし、その両者の独立′
l生の担保は弱く、

地震時等の外的事象では炉心損傷と同時に放射能放出となるおそれが多い。そこで、

第 4層のシビアアクシデント対策において、安全系統系と格納容器系を異なる層とし、

両者の独立J性の確保が必要とされている。たとえば、米国の原子力発電所の安全規格

である「NUGEG1860」 では、新設炉の場合、第 4層 と第 5層 に燃料原子炉冷

却系と独立した放射能の格納機能を設けることを要件としている。また、既設炉で第

3層にある安全機能の独立性や多様性を図る改善が現実的でない場合でも、第 4層に

第 3層から独立した電源等や放射能格納容器強化の施設追設か、アクシデン トマネジ

メン トを設ける多重防護 とすることが求められている。

この 5重の深層防護の考え方は、チェルノブイ リ事故を契機に 1990年 代半ばか

ら国際的に確立され採用されていた。

すなわち、国際原子力機構 (IAEA)に おいては、 1988(昭 和 63)年の報

告書 IAEA「 75-INSAG-3」 においては第 3層の深層防護までが示されて

いたが、 1996(平 成 8)年には、幸R告書 「INSAG-10」 においてシビアア

クシデント対策強化のため 5層の深層防護へと改訂がなされ、2000(平 成 12)

年に定められた安全基準 「NS― R-1」 以降、一貫して第 5層までの考え方、対策

の必要が示されてきた。

また、米国においても、 1994(平 成 6年)年に、規格 「NUREG/CR604

2」 において第 5層までの考えの必要性が示され、さらに、 2006(平 成 18)年

には、第 5層 にとどまらず、規格 「NUREG1860」 において第 6層 として立地

が定義されている (甲 Al国会事故調 116～ 121頁 )。

しかしながら、わが国においては、国が、多重防護のうち第 3層 までしか法規制せ

ず、
′
第 4層ないし第 5層は事業者の 「技術的能力」いわゆる「知識ベース」での自主
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対応にとどめてしまい、被告もこれに乗じて、シビアアクシデント姑策を十分に取つ

てこなかつた。

6 設計基準事象に基づく安全確保とシビアアクシデン ト対策の関係

なお、設計基準事象に基づく安全確保と、シビアアクシデン ト対策による安全の確

保の関係について整理すれば、両者は相互に矛盾するものではない。

前述 した歴史的な経緯 (第 2の 2)が示すように、原子炉の安全の確保のためには、

まず第 1に安全の確保に向けて適切な設計基準事象を設定して、その事象を踏まえて

想定される「運転時の異常な過渡変化」や 「事故」への進展を防止しうる対策を講じ

る必要がある。

しかし、こうした設計基準事象に基づく対策のみでは、原子炉の安全の確保ができ

ないことがスリーマンイアレ島原発事故等によつて明らかになつた。そこで、設計基準事

象に基づく安全確保策に付加するものとして、原因事象を必ず しも設計基準事象に限

定することなく、逆に、重大な被害をもたらす可能性のあるシビアアクシデン トとい

う結果に着 日して、設計基準事象から外れる事象が生じても、万が一にも炉心の損傷

に至ることは回避 し、また、仮に炉心の損傷とい う事故に至った場合においても、そ

の影響の回避・低減のための施策を用意しようとするシビアアクシデン ト対策による

安全の確保の必要性が国際的な共通認識となった。

第 3 2つの過失 (結果回避義務違反)について

1 設計基準事象として適切な地震 。津波を設定することによる結果回避義務

(1)過失 (結果回避義務違反)の具体的な内容

被告の過失 (結果回避義務違反)と して、原告 らは、まず、設計基準事象として想

定すべき「地震及びこれに随伴する津波」に関して、次の対策のllぽ十怠を主張する。

すなわち、外部電源の喪失をもたらしうる地震及びこれに随伴する津波によつて、

内部の非常用交流電源の喪失がもたらされる事故 (全交流電源喪失)が発生しうるこ
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とについての予見可能性があつた以上、全交流電源喪失及びそれに起囚する炉心損傷

に基づく周辺住民の被害の発生を防止するために、次項 (2)で指摘する内容の紺策

を取ることが求められた。

被告は、発電用原子炉を運転する電気事業者として、こうした封策をとるべき注意

義務を負担していた (注意義務の根ヤタ迅については、原告ら準備書面 (8)の第 2で詳

述している。)。

しかるに被告は、必要な対策を取ることなく、結果回避義務に違反したのであり、

この′点が被告の過失 (結果回避義務違反)と されるべきものである。

(2)津波による浸水から全交流電源喪失を回避するための対策

全交流電源喪失を回避するためにとられるべきであつた対策としては、以下の対策

が考えられるところである。

①津波が原子炉の敷地に遡上することを未然に防止する姑策を講じること (防潮堤

の設置など)

②仮に、敷地への津波の遡上があったとしても、海水が (重要な機器が設置された)

建屋内に侵入することを防止し得る対策を講じること (防潮扉の設置など)

③万が一、建屋内に津波が侵入したとしても、安全確保のための重要機器が浸水に

よつて機能喪失しないよう紺策を講じること (重要機器の水密化や高い位置への

設置など)

2 全交流電源喪失姑策による結果回避義務

(1)過失 (結果回避義務違反)の具体的な内容

被告の過失 (結果回避義務違反)の第 2と して、原告らは、シビアアクシデン ト対

策としての全交流電源喪失に対する対策をなすべき注意義務のl『牛怠を主張する。

すなわち、発電用原子炉においては、緊急時には、炉心冷去,用 の機器を稼働 させる

ための動力用の交流電源が必要とされるのであり、その喪失 (全交流電源喪失)に陥

ると、炉心の損傷から放射性物質の外部への放出に至 り、結果として周辺住民に甚大
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な被害をもたらすシビアアクシデン トに発展する可含P性が高くなる。

こうしたメカニズムは被告は、十分に認識 していたところであるから、たとえ発生

確率の低い事象によるものであるとしても、全交流電源喪失に至る可能性のある異常

状態が生じた場合においても、全交流電源喪失及びそれに起因する炉心損傷に基づく

周辺住民への被害の発生を防止するために、次項 (2)で指摘する内容の姑策を取る

ことが求められた。

(2)全交流電源喪失に対 して取られるべきシビアアクシデン ト対策

前記第 2の 3で述べたとお り、シビアアクシデン ト対策 としては、「スクラム不能対

策」「水素対策」「ベン ト対策」等があるが、炉心の損傷に至ることを防止するために

は、いかなる事態においても非常用冷却系の稼働のための交流電源を確保するという

全交流電源喪失姑策が極めて重要である。

具体的には、万が一にも交流電源を供給する設備の機能が喪失 した場合においても、

直ちにその機能を復旧できるようにするため、その機能を代替する設備の確保その他

の適切な措置を講じることが必要であつた。

対策の例としては、非常用ディーゼル発電機に多重J性・多様性をもたせ、低位置で

はなく高い[上司貝llの建屋に設置すること、直流電源 (バ ンテ リー)の容量アップ、可搬式

バッテリーの配備、交流・直流両用の電源車を複数台、高台へ配備することなどが指

摘できる。

被告が、こうした結果回避義務を負担 していたことについては、前述したとおりで

あるが、それにもかかわらず、被告は、必要な姑策を取ることなく結果回避義務に違

反 したのであり、この点が被告の 2つ 目の過失 (結果回避義務違反)と されるべきも

のである。

(3)本件原発事故後に非常用代替電源設備の設置が義務付けられたこと

全交流電源喪失の危険に対 して非常用代替電源設備を設置すべきことについては、

本件原発事故後に、技術基準省令 62号に「5条の 2」 んミ追加 され、その 2項におい

て、津波に起因して全交流電源喪失が生じた場合においても「直ちにその機能を復旧
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できるよう、その機能を代替する設備の確保その他の適切な措置を講 じなければなら

ない。」とされるに至った (訴状第 4章第 3の 3(5)112頁 )。

また、原子力規制委員会が新たに制定した同委員会規則 5号 (設置許可基準規則)

57条及び同委員会規則 6号 (技術基準規則)72条 においては、設計基準事故に対

処すべき設備の電源が喪失 した場合においても、これに代わって、炉心の著しい損傷

等を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない

と規定するに至っている (「必要な電力を確保する設備」としては、可搬式代替電源

(電源車、バンテ リーなど)を配備すること、常設代替電源 として交流電源及び直流

電源を設置すること、これらの重大事故防止設備は独立性を有し位置的分散を図るこ

と、所内直流電源の容量を24時間とすること、複数号機設置されている発電所では

号機関の電力融通を行えるようにすることなどが該当するものである。上記各規則に

ついて原子力規制委員会が制定した各 「規則の解釈」参照)。

第4 2つ の過失と予見可能性の対象

1 はじめに

(1)事前的判断と事後的判断の各方法

以下、これまで整理 した被告 らの具体的な過失 (結果回避義務違反)と 、それを基

礎づける予見可能性の関係を整理する。

その前提として、過失 (結果回避義務違反)及びこれを基礎づける予見可育旨性の判

断の方法について検討する。

過失判断に関しては、いわゆる「事後的判断の方法」と「事前的判断の方法」が指

摘される。前者の事後的判断の方法は、行為者に要求すべき行為準則を、既に発生し

た具体的な結果からさかのばつて事後的 。回顧的に確定していく手法である。これに

対 して、後者の事前的判断の方法は、行為時に身を置いて、ある特定の行為からどの

ような事象 (潜在的な結果)が生じるかを考えて、行為者に要求すべき行為準則を事

前的に確定していく手法である。
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この点については、法秩序が命令・禁止規範の形で作為義務・不作為義務を課すの

は、これから行為をしようとする者に姑して、過失判断を介 して、自由な行動を制約

し、合理的な行動を義務付けようとする狙いがあることからすれば、後者の事前的判

断の方法が相当といえる (潮見佳男 「不法行為法 I 第 2版」 286頁 )。

特に過失 (結果回避義務違反)を基礎づける予見可能性の判断については、よリー

層、事前的な判断の方法が妥当するといえる。

そもそも、過失判断において予見可能性が要求される理由は、結果回避義務 (行為

義務)を課して適法行為をなすべ しと命ずる前提として、その行為への期待可育留性を

基礎づけるためである。そして、行為者が実際の行為を行 う際 (行為時の視点)には、

結果として現実に発生した事態 (結果発生後の視点)だけではなく、将来に向けて潜

在的に発生しうる多様な結果 (被害)及びそれに至る因果関係の連鎖を考慮して意思

決定をなしていくものである。よつて、行為者が将来において発生しうる事態を予見

することの可能性の判断も、行為時に立って、実際に発生した現実の事態だけでなく、

発生しうる多様な結果 (被害)及びそれに至る因果関係の連鎖を考慮する必要がある

のである。

(2)被告が実際に発生した原因事象の予見可含静性を論 じる誤 り

これに対して、被告は、答弁書において、「長期評価を含む本件地震発生当時におけ

る地震・津波に関する専門的・科学的な知見をもつてしても、本件原発の所在地にお

いて、本件地震によって発生したような高い津波 (O.P。 +15.5m)が 発生す

ることを具体的に予見することは不可能であつた」 (同 13頁)と か、「最新の知見を

踏まえても、本件地震の発生以前の時′点で、本件原発の所在地において、本件地震の

ような巨大地震及びこれによる巨大津波が発生することを予見することはできなかっ

た」 (同 28頁)な どとして、予見可能性を否定する主張を行つている。

しかし、この主張は、本件事故が発生したということを前提として、事故後に判断

の視′点を固定して、事後的判断の方法によつている′点において相当ではない。

また、これに留まらず、被告は、過失 (結果回避義務違反)を基礎づけるものとし
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ての 「結果 (被害)発生」についての予見可育}性ではなく、因果関係の過程をなすプ

ロセス自体まで含めて、現に発生した事態 (O.P.+15.5mの 津波の発生など)

そのものについての予見可能性を問題としている点でも、そもそも問題の設定を誤つ

ているものと言わざるを得ない。

(3)想定され うる原因事象全般についての予見可能性が検討されるべきこと

以下では、事前的方法に立ち、かつ過失 (結果回避義務違反)を基礎づける予見可

能性の予見すべき封象が、実際に発生 した事態 (原因事象)自 体ではなく、あくまで

将来において結果 (被害)を発生させる可能性をもつ多様な原因事象群であることを

踏まえて、被告らの過失 (結果回避義務違反)を基礎づける予見可育静性について整理

する。

2 設計基準事象としての「地震及びこれに随伴する津波」の予見可能性

(1)予見可能性の対象

まず、全交流電源喪失をもたらしうる『地震及びこれに随伴する津波』を設計基準

事象として設定し必要な対策をなすべき結果回避義務について検討する。

この意味での結果回避義務履行の期待可能性を基礎づける予見可能性についていえ

ば、予見すべき対象は、今回発生した規模の地震及び津波自体ではない。すなわち、

「福島第一原発において全交流電源喪失をもたらしうる程度の『地震及びこれに随伴

する津波』」が発生すること」の予見可能性があれば、結果回避義務を課す最低限の前

提を満たすものといえる。

なお、原告ら準備書面 (2)で詳細に主張したように、本件事故は、福島第一原発

1号機ないし4号機の主要建屋がO.P.+10mに 設置され、ほとんどの非常用電

源設備、冷却設備が建屋の地下 1階等低層階に設置されていたのみならず、防波堤も

津波最高水位をO.P,+6.lmと する想定で設置され、内部電源設備、冷却設備

に関する水密化もはかられていなかったために電源喪失に至った(原告ら準備書面(2)

8)。
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そ うすると、少なくともO.P,+10mを 超える津波とそれをもたらす地震は、

福島第一原発において全交流電源喪失をもたらしうる程度の 「地震及びこれに随伴す

る津波」であったと言えるが、前記のとお り、それは直ちに本件地震及び津波そのも

のを意味するものではない。

(2)全交流電源喪失を生じうる地震等の予見が可能であったこと

この点に関して、「福島第一原発において全交流電源喪失をもたらしうる程度の『地

震及びこれに随伴する津波』」んミ発生すること」についての予見可含静性については、す

でに原告ら準備書面 (8)の第4ないし第 8及び準備書面 (10)において詳述した

ところである。

3 全交流電源喪失対策による結果回避義務を基礎付ける予見可能性

(1)シビアアクシデン ト姑策は原因事象を厳密には限定しないこと

次に、シビアアクシデン ト紺策としての全交流電源喪失姑策をなすべき結果回避義

務との関係で求められる予見可能性の内容について整理する。

そもそもシビアアクシデン トの定義自体が、「設計基準事象を大幅に超える事象であ

って、安全設計の評価上想定された手段では適切な炉心の冷却又は反応度の制御がで

きない状態であり、その結果、炉心の重大な損傷に至る事象。」とされており、その原

因事象は、具体的には特定されなぃ。この点は、設計基準事象が「原子炉施設を異常

な状態に導く可能性のある事象のうち、原子炉施設の安全設計とその評価に当たつて

考慮すべきとされた事象」として、具体的に特定されている (少なくとも特定される

ことを予定している)こ とと、大きく異なる (甲 A52号 証 :「発電用軽水型原子炉施

設におけるシビアアクシデン ト対策としてのアクシデン トマネージメントについて」

参照)。

なお、すでにみた新耐震設計審査指針が、いわゆる「残余のリスク」に関して、「策

定された地震動を上回る地震動」、すなわち設計基準事象を超える地震等によつてシビ

アアクシデン トがもたらされ うることについて必要な対応を求めた際にも、その原因
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事象 となる地震を厳密には特定していないことも、これと同様の趣旨による。

以上から、そもそも、シビアアクシデン ト対策としての全交流電源喪失に対する対

策をなすべき結果回避義務との関係についていえば、原因事象を厳密に特定すること

は予定されておらず、発生確率としては低い確度であったとしても、全交流電源喪失

がもたらされ うる多様な原因が想定され、その対策の必要J性が認識される以上、結果

回避義務を基礎づける予見可有静性は十分認められるといえる。

(2)予見可能性の対象

こうした観点からは、全交流電源喪失に対するシビアアクシデン ト対策の必要J性を

基礎づけるところの予見可能性の姑象は、「全交流電源喪失事象が発生しうることを前

提とした対策が必要であること」とい うこととなり、必ずしも地震や津波といった原

因事象そのものの具体的な予見が必要となるわけではない。

(3)地震・津波についても全交流電源喪失に至る多様な事態がありうること

なお、本件原発事故との関連でいえば、全交流電源喪失事象をもたらした 「地震及

びこれに随伴する津波」が注目されるが、全交流電源喪失に至る可含}性のある事象と

しては、必ずしも敷地の高さを超える津波による冠水には限定されるものではなく、

以下に掲げる経過によつても地震及びこれに随伴する津波によつて全交流電源喪失が

引き起こされる可有旨l生は排除されない。

すなわち、

ア 配管石皮断による内部冷水

地震に関しては、耐震性が必ず しも十分ではない配管の破断によつて冷去,水等の

冷水が発生して、電源設備の機能喪失に至る可育診性も否定できない。

イ 津波による引き波

津波自体に関しても、本件原発事故では、「押し波」による冠水 。浸水が問題と

なつたが、津波にはいわゆる「引き波」もあるのであり、これにより非常用ディー

ゼル発電機の冷去Π用の海水の取水ができなくなることによって全交流電源喪失に至

る可能性も否定できない。
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ウ 非常用ディーゼル発電機冷却用の海水ポンプの機能喪失

原子炉施設への浸水、冠水に関しても、原子炉建屋等が設置された基盤高さへの

津波の到達だけが問題となるものではない。すでにみたように、非常用ディーゼル

発電機の稼働に必要である冷却系ポンプの冠水によつても全交流電源喪失に至る可

能性も排除されないのである。

工 海水取水用の配管の破断と海水の流入

福島第一原子力発電所においては、電源盤や非常用ディーゼル発電機の多くが夕

―ビン建屋地下に設置されてお り、その設置高さはO.P.+6m以下である。よつ

て、仮に、海水面が津波によつて 6mを超えることとなった場合には、タービン建

屋内において海水取水用の配管が破断した場合には、その破断面を通じて建屋内に

海水が流れ込む可育旨性も否定できないところである。

オ まとめ

以上指摘 した各事象は、それぞれ、確実に起きるとい うものではないとしても、

偶然的な事象の重なりあいの中で、全交流電源喪失に発展して、炉心の損傷に至る

可育静性が否定しきれない。

こうした設計基準事象を超える事象の展開に対 してこそ、シビアアクシデント対

策としての全交流電源喪失姑策が求められるところである。

4 予見可能性の程度と予見義務

(1)予見可含B性の程度

結果回避義務を履行すること (適法行為)の期待可能性としての予見可能性を考え

る場合には、結果 (被害)発生がどの程度の確実さをもつて予想されるかというッ点が

問題 となりうる。予見 「可能性」とい う言葉自体からして、そもそも程度の問題を含

む概念であることは明らかである。

この点に関しては、具体的な事案における過失の認定に際しては、予見可能性の要

件が、結果回避行為を期待する前提としての要件であることから、行為者の結果回避
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に向けての注意義務の強さに応 じて、予見可能性の程度についても影響を受けるもの

といえる。

(2)被告が予見義務を負 うこと

繰 り返 し主張しているとお り、本件においては、被告は、発電用原子炉という極め

て巨大な危険を内包する施設を稼働させるものとして、高度の注意義務を負 うもので

ある。

よって、被告は、第 1には、そもそも結果 (被害)発生の事実及びその原因となり

うる事象について、最高度の調査及び研究を尽くして予見すべき高度の注意義務を負

うものといえる (高度の予見義務の存在)。 このJ煮 は、伊方原発訴訟最高裁判決が、「科

学技術は不断に進歩、発展している」ことを指摘 したうえで、原子炉の安全基準につ

いて 「最新の科学技術水準への即応性」が求められると指摘 していることによつても

裏付けられるところである (原告ら準備書面 (8)第 2,4)。

(3)本件においては予見可能性は緩やかに判断されるべきこと

第 2に、前記最高裁判決が、「原子炉施設の安ハニJ性が確保されないときは、当該原子

炉施設の従業員やその周辺の住民等の生命、身体に重大な危害を及ばし、周辺の環境

を放射線によつて汚染するなど、深刻な災害を引きおこすおそれがあること」を指摘

して「右災害が万が一にも起こらないようにする」ことを求めている趣旨からしても、

被告が負 うべき重大な原発事故による結果を回避すべき義務は、極めて高度なものと

なることとの関係で、本件における予見可育旨性の判断に際しては、その存在は緩やか

に認められるべきものである。

よって、地震及び津波に関する知見についての評価に際しては、当該知見が学会等

において知見として確立したものとなることまでは要求されないのは当然であり、高

度な結果回避義務を負 う被告の作為義務の前提とするに足りる程度の知見のレベルに

達すれば十分である。

こうした観′点からすれば、原告らが地震及び津波に関して主張する、いわゆる「長

期評価」以下の各種知見の存在をもつてすれば、被告の過失 (結果回避義務違反)の
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前提をなす予見可能性としては、既に十分すぎるといえる (原告ら準備書面 (8)及

び (10))⑤

(4)小括

2006(平 成 18)年 10月 6日 、保安院による全電気事業者に対する一括ヒア

リングの場において、保安院担当者は、津波について 「自然現象であり、設計想定を

超えることもあり得ると考えるべき」「津波に余裕が少ないプラン トは具体的、物理的

対応を取つてほしい」「津波高さと敷地高さが数十cmと あまり変わらないサイ トがあ

る。」「自然現象であり、設計想定を超える津波が来る恐れがある。想定を上回る場合、

非常用海水ポンプが機能喪失 し、そのまま廊心損傷に至るため、安全余裕がない」「今

回は、保安院としての要望であり、この場を借 りて、各社にしつかり周知したものと

して受け止め、各社上層部に伝えること」などの発言が口頭で事業者に伝えられた (甲

Al号証 「国会事故調査報告書」 86頁 )。

津波によつて非常用ディーゼル発電機を冷去Πする非常用海水ポンプが機能喪失し炉

心損傷に至る可育}性について、保安院が、被告を含む電気事業者に直接に伝えている

のである。想定される津波から全交流電源喪失が起こりうることについての予見可能

性があつたことは、この一事をもつてしても明らかである。

第5 まとめ

以上のとお り、日本が軽水炉技術を輸入 した輸入元である米国において、スリーマ

イル島原発事故及びチェルノブイ リ原発事故等の経験から、シビアアクシデント対策

の必要性が認識され、その対策が強イ監されるに至っていた。しかしながら、わが国に

おいては、国が、多重防護の うち第 3層までしか法規制せず、第 4層ないし第 5層は

事業者の「技術的能力」いわゆる「知識ベース」での自主対応にとどめてしまい、被

告もこれに乗 じて、シビアアクシデン ト対策を十分に取ってこなかった。そしてその

ことが見直されることなく、本件原発事故発生に至った。

これは、最新の科学技術的知見に基づく真摯な安全検討の結果とられた選択ではな
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かった。 1980年代以降、国内における原子力発電所のトラブル・事故、事故隠し

に国民のなかに不安が高まり、安全性に根本的な問題提起をする裁判も全国で取り組

まれてきた。これらの動きに対し、1980年代から、監督官庁である通商産業省と

被告を含む電力会社との間で、シビアアクシデントの対策を法規制の対象とすること

は、電力会社にとっては地元に安全と宣伝してきたことと矛盾することとなり、国に

とつては原発訴訟で原発の危険性を認め不利になることから、両者談合して、法規制

から外すことによるものであった。

国会事故調査委員会は、この経過を「日本のSA対策は、規制当局と当事者の足並

みがそろった検討過程の中で、訴訟とバックフィットによる既設厚の稼働率への影響

がないことを重要な判断基準として対応されてきた。結果として現状のSA対策は、

事業者による『知識ベース』の自主対策のままであり、外部事象、人為的事象の検討

も積極的に進められることはなかった。」 (甲 Al号証 。国会事故調報告書 107頁 )

と記 している。

2010(平 成 22)年以降のシビアアクシデン ト対策の規制化の流れという状況

下においても、電気事業連合会は規制当局に姑 して「既設炉に対する訴訟 リスクの観

点から影響のないこと」及び「運転停止に至ることがないこと」を前提に働きかけを

行つてお り、これに対 して、規制当局である原子力安全 。保安院長が「事業者の立場

や事実関係は承知 している。現実に既存原が到達できないことを要求するつもりはな

い。お互い、訴訟 リスクを考慮に入れて慎重に考えていきたい。」と応 じている (電

気事業連合会の内部資料 )。 国会事故調報告書はこうした関係を「規制当局と電気事

業者の『虜』の関係」と評 した (甲 Al号証 。国会事故調報告書 107～ 109頁、

476～ 477頁 )。

このように安全に関する科学技術的知見とは無縁な動機によって、シビアアクシデ

ン ト対策、とりわけ、地震 。津波による全交流電源喪失対策を放棄した被告のその責

任は、極めて重大である。

以上
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