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2020 年 2 月 03 日 筒井哲郎

「原発の安全対策はできない」と政府が言った

１．被災者訴訟の法廷弁論
原発で避難した人々が、賠償を受けるに際して加害者の東電が費用査定事務を行って
いるために、正当な賠償額が支払われていない。そのために全国でおよそ３０件の訴訟が
行われている1。被告は東電と政府である。今まで第 1 審の判決が 13 件出ており、東電の
責任はすべての判決が認めているが、政府の責任を認めていないものがほぼ半数ある2。
筆者は、かながわ訴訟、千葉訴訟、阿武隈会訴訟（田村市都路地区の人びと）、福島県避
難者訴訟（いわき市周辺の人びと）の４つの被災者訴訟の専門家証人になって、東電と政
府の責任を論じてきた。ここでは、最近の政府との議論がどのようなものになっているか
を簡単にご紹介したい。おそらくみなさんも、実質的な津波対策の意思決定そのものより
も、規制当局の「手続き上仕方がなかった」という議論が主調になっていることに驚かれ
るであろう。
２．双方の主張
2.1 原告（被災者）側の主張
法廷の書面や議論は長大なものになるので、要点だけを摘記する。
原告は、被告（政府）が次の義務があったのにかかわらず、その業務を怠ったから、賠
償責任があると主張している。
（１） 津波災害は予見できた。
（２） 既設電源設備はタービン建屋の地下室および 1 階にあって被水の恐れがあったか
ら、その場合に備えて予備電気室を高台に設けて非常用ディーゼル設備および配
電設備を準備しておけば、電源喪失の際にも冷却水ポンプを稼働させて核燃料の
冷却を続行させてメルトダウンを防ぐことができた。
そのほか、最終ヒートシンクのポンプの被水防止対策、建屋の水密化などを行っ
て、対策の多様化を図ることが考えられたはずである。
（３） これらの対策は、約 2 年 10 カ月の間にできるから、津波予見後速やかに着手し
ていれば間に合った。

1

「まともな賠償額」『筒井新聞』第 372 号（２）http://tsutsuinews.html.xdomain.jp/372/372-2.pdf

2

「福島原発かながわ訴訟 第 1 回控訴審傍聴記」『筒井新聞』第 374 号（１）

http://tsutsuinews.html.xdomain.jp/374/374-1.pdf

1

2.2 被告（政府）側の主張
上記の原告側主張に対して、政府は次のように述べている。
（１） 津波対策に対して
水密化やタービン建屋の扉の補強などを行うためには、
「入力津波が各施設・設備
の設計に用いるものであることを念頭に、津波の高さ、津波の速度、衝撃力等、
着目する荷重因子を選定した上で、各施設・設備の構造・機能損傷モードに対す
る効果（浸水高、波力・波圧、洗堀力、浮力等）が安全側に評価されることを確
認する」こととされており、全ての施設において、各々の設置位置における津波
高だけでなく、波力等も選定しなければならないとされているのである。結果回
避することができる客観的・合理的根拠があるかどうかを判断するためには、想
定する津波に関する定量的な評価が必須となるのであるから、これを行わせるこ
となしに、東電に津波対策を講じさせることはできない。
（２） 高台に予備電気室を設けるなどの対策に対して
原告は、冷却ポンプ用の電源設備を収納する約 20ｍｘ30ｍの小規模な電気室を提
示しているが、それは後知恵で考えたものであって、既設電気設備全体の予備を持
たなければならず、そのような大規模の電気室工事を現実的にはできなかった。
最終ヒートシンクのポンプ周りに津波に対する防壁を設けるには杭を打つなどの
スペースを見つけることは困難である。水密化工事は、上記（１）の津波による
荷重条件が詳しく分からなければ設計ができない
（３） 原発の審査や工事には時間がかかる
原発内の設備変更が申請された場合の審査期間は少なくとも１年間を見込むとい
う内規があり、2 年 10 カ月という期間は、原発を知らない素人（筆者は石油プラ
ントの実績を述べたので、そのことを強調されている）の意見である。
３．原則的な考え方の問題
上の被告側の主張は、狭い視野の範囲内で「対策は無理だった、だから津波災害は不可
抗力であり、政府は落ち度がない」という論理になっている。しかし、技術の実務はその
ような狭いものではない、と筆者らは考えている。
（１） 津波対策
詳細な津波のシミュレーションがなければ規制権限を行使できないという。しか
し設備設計の立場からすれば、不明な場合は安全側、すなわち想定されるもっと
も過酷な条件を用いて設計することが常道である。その意味で、津波の最大予測
値に一定の余裕を加えた高さを設計条件とすればよい。また、津波の危険性が予
測されている状況下で、詳細なシミュレーションができていなかったからその対
策を要求することができなかったとすることは、本末転倒である。
一般に工業設備の事故から派生する災害は、先ず端緒があり、それが徐々に拡
2

大して大規模な破壊に至るという過程がある。災害対策設備の能力は有限であっ
て、災害が初期の小規模な間に防止することは可能であるが、一定の閾値を超え
ると防止不可能になる。また、津波のような自然災害は最大規模を厳密に予測す
ることは不可能であり、その襲来時期を予測することも実質上不可能である。仮
に 1100 年前の貞観津波の実績が詳細に分かったとしても、１万年に一度の最大
津波に備えるという目的からすれば、倍半分という誤差を想定して設計条件を設
定するほかない。
災害対策設備の規模が小さくても災害の初期段階には有効である。したがっ
て、短時間にできるものから段階的に対策を講じていくことが、現実的で良識あ
る判断である。初めから大規模で設備全体の予備を作ることを想定し、それが大
工事で困難だから着手をためらって時間を浪費するという態度は、結局不作為と
同じである。
具体的には、10m を超える津波の襲来が予想された場合には、その時点で電源
設備が被災することが予想される。その場合には、全交流電源喪失が発生して非
常用冷却設備を駆動・制御することができなくなるということが、このプラント
にとってもっとも恐れられる事態である。その蓋然性の高いリスクに備えること
がオーソドックスな災害対策である。いったん予備電源設備を設置すると考えた
ら、あらゆる常用設備の予備を設置しなければならないと考えるのは現実的な思
考ではない。原発の業界で想定されていた全電源喪失に伴うメルトダウンのリス
クへの対応は非常用冷却設備を機能させるという点にあり、予備を考える際に
「非常用電源設備に限るのは正当ではない」という論理は、設備設計の常道から
逸脱した誇張の議論である。
この考え方は、1998 年～2000 年の間、原子力安全委員会委員長を務めた佐藤
一男氏の著書『原子力安全の論理』
（2006 年）のの考え方と同じである。
「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
な対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――自然法則に反しないと言う意味で不可能
ではない――事がら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」
（ｐ.136～137）。
（２） 高台に予備電気室を設けるなどの対策
筆者らの考え方は、新規制基準が求める「特定重大事故等対策施設」の思想と同
じである。この施設は、下図に示すように、原子炉建屋から 100ｍ以上離れたと
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ころに電源や冷却設備の設置及び制御設備の設置を求めている3。
現在、原子力規制委員会で新規制基準に適合しているか否かを審査して、適合
していると認めたものから再稼働を許可している。その審査は、過酷事故を起こ
さないことを求めていない。過酷事故は発生するものとして、その後の影響を小
規模に食い止めるような手段を備えることを求めている。どのような設備でも、
絶対に事故を起さない設備はない。そういう前提で、万一事故が発生したときに
その影響を最小限に食い止められる蓋然性を求めて非常時の対策を講じるほかな
いのが現実の設備の限界である。

原発の最大の危険が、全交流電源喪失の際に、緊急停止した後に崩壊熱によっ
てメルトダウンが発生する恐れがあること、それを防ぐために、HPCI や RCIC
が設置されていることは常識である。そういう場合には、HPCI および RCIC を
どのように使用すべきかということについて、1981 年の時点でブラウンズフェリ
ー原発事故を契機に米国の NRC（原子力規制委員会）が NUREG/CR-2182 とい
う報告書を発表している。
さらに、福島第一原発は、日本の原発の中でもっとも津波に対する余裕のないこ
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とが、電事連の総合部会の「津波に関するプラント概略評価」において 2000 年 2
月に報告されている4。
（３） 原発の増設には審査や工事の時間がかかるので実施しても間に合わなかった
当時、保安院は津波対策の切迫性を認識して、東電に速やかな対策実施を求めて
いたことが東電刑事裁判の過程で明らかになっている。また、高台に設置する電気
室などは、すでに建設済の既設設備の予備であり、技術上新たに検討を要する新規
なものではない。したがって、審査に 1 年間の期間を要するという類の業務ではな
い。内規が仮にあるとしても、その期間が杓子定規に適用される対象には当たらな
い。この期間にかかわる判断は、津波という通常の設備内の改善によっては防ぐこ
とのできない規模の災害を、重大なものと認識するか否かにかかっている。
筆者らの意見書（平成 29 年 5 月 23 日）に、最終ページの表 1「工程表（案）
」
を添付した。この中で、電気室は高台に予備設備として、既設設備に触れることな
く建設することを想定している。その期間を 1 年 9 カ月としている。その後、運転
中の原子力発電プラントが順次、定期点検のために停止している期間を利用して、
既設設備と接続することを想定している。したがって、最短で使用可能になるのは
2 年間と想定している。そして、順次、2 年 5 カ月、2 年 10 カ月に使用可能になる
と想定した。
国は、その想定期間が過小だから、現実の津波災害に対しては無力であったと主
張している。この議論は、上記３の（１）項と同様であり、誠実に最善の努力をし
た上で間に合わなかったという実態があれば、不可抗力ということもあり得ると考
える。しかし、後日の議論で、単に「実現不可能であった」と主張することは責任
を果たしていないということである。
４．政府の法廷証言と再稼働審査との食い違い
政府は一方で、上記のように「津波に対する安全対策は不可能であった」と力説してい
る。他方で、原子力規制委員会は、原発の安全対策の審査をして合格の判定を下している。
自然のリスクについては、津波対策も地震対策も既往最大という数値を仮定して、それに
対する安全設備が合格だという。高々1000 年程度の「既往最大」を推定して「1 万年に
一度の災害に耐える」というのも虚偽である。
火山のリスクは、対策のしようがない（ほど大きい）から、何もしないでよいことにし
よう（そうしないと、原発は動かせないから）、という結論にしている。将来、もし火山
噴火のために過酷事故が起こったら、上記と同じように「政府には責任がなかった」と主
張するのであろう。
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５．形式論が問題なのではない
政府組織が権威にこだわって、政府の落ち度を認めないという姿勢は、何ら建設的な
ものではない。審査期間が 1 年間かかるという「役所の内規がある」などという自己の
組織内の人為的な障壁を理由に、
「そんなことも知らない素人の意見」と主張するお上
意識は、組織が病んでいるとしか言いようがない。イラクやサウジアラビアの砂漠で石
油プラントを建設する際には、プラント全体を建設する納期が、設計期間も含めて 3 年
以内というケースがめずらしくない。現在中国の武漢市で新型ウイルス対策のために、
1000 人収容の病院を、この 1 月下旬から 2 月初旬にかけて、わずか 10 日間で完成した
というニュースを聞いたばかりである。ほとんど外付けの安全設備を 3 年以上かけなけ
れば作れないという発電設備が、そもそも経済競争力があるとは信じられない。
以上の法廷における議論は、政府が当事者として参加している貴重な機会なので、
「原発の安全対策は本質的に可能なのか」「原発を市民社会が受け入れ可能か否か」と
いう基本的な検討に資するように発展することが望ましいと期待していたが、それは筆
者の世間知らずに過ぎなかったようである。
福島原発事故の直後に、ドイツでは各層の代表者を集めて倫理委員会を立ち上げ、こ
の委員会は各都市を巡回しながら、市民たちの前で議論を繰り返し、答申をまとめた。
そして、首相が原発廃止の政策決定を行った。オーストリアやイタリアでは国民投票が
実施され、その結果原発廃止を政府が決定した。
日本では、事故原因を究明し、本当に安全対策が可能であったのかどうかという中身
のある議論はなされていない。むしろ、本質から目を逸らすように、オリンピックなど
の目くらましの暗幕を張って、市民たちが原発事故を早く忘れるように誘導している。
裁判所では「原発の安全対策は不可能だ」といい、原子力規制委員会では安全対策を
合格と判定して、首相が「世界一安全な日本の原発」という、この国の政策決定プロセ
スは壊れているのではないだろうか。
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