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平成２５年（ワ）第５１５号，第１４７６号，第１４７７号 

原  告  遠 藤 行 雄  外４６名 

被  告  国，東京電力株式会社 

 

第３２準備書面 

（被告国の規制権限に関する主張に対する反論） 

 

２０１５（平成２７）年５月２９日 

 

千葉地方裁判所民事第３部合議４係 御中 

 

原告ら訴訟代理人弁護士 福  武  公  子  

 

同           中  丸  素  明 

 

同           滝  沢     信  

外  

 

 

 

 本準備書面は，被告国の第９，第１０準備書面の主張のうち，経済産業大臣の規

制権限に関する法律論に対する反論主張を行うものである。 
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第１ 被告国の段階的規制論に基づく規制権限の主張が誤りであること 

１ 被告国の主張 

  被告国は，その第９，第１０準備書面において大要以下のように主張している。 

（１）原子炉等規制法における安全規制は，原子炉施設の設計から運転に至る過程

までを段階的に区分し，それぞれの段階に対応して，一連の許認可等の規制手

続を介在させ，これらを通じて原子炉の利用に係る安全の確保を図るという，

段階的安全規制の体系を採用している。 

この段階的規制体系のうち，①設置許可処分（原子炉等規制法による）は，

「基本設計ないし基本的設計方針の妥当性」を確認し，②後段規制である工事

計画の認可・使用前検査・保安規定の認可（電気事業法による）は，①を前提

に，「基本設計ないし基本的設計方針が妥当であること」を土台として，詳細

設計を行い，使用前検査を行い，施工された具体的な部材・設備・機器等の強

度・機能に問題がないかどうか検査し，運転・保安体制が適切かどうか，審査

し認可するものである。この段階的安全規制の下においては，基本設計ないし

基本的設計方針は，後段規制に対し，基本的な枠組みを与えるものとして機能

するものである。 

（２）電気事業法に基づく省令６２号は，後段規制の技術基準を定めており，技術

基準適合命令は，その不適合についてのみ是正を図るものである。基本設計な

いし基本的設計方針が原子炉等炉規法２４条１項４号の基準（設置許可要件）

に適合しないことが明らかになった場合，是正を命じうる規定は存在しない。

そのため，既存の原子炉施設において基本設計ないし基本的設計方針の安全性

に関わる事項に問題が生じた場合には，経産大臣は事業者に対して設置変更許

可処分の申請を促す行政指導を行い，申請があれば許可するか否かを判断する。

あるいは，容易に想定しがたいことではあるが，申請しない場合には設置許可

処分の取り消しにより是正するほかはない。 

   しかしながら，以上の被告国の主張は，以下のとおり失当である。 
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２ 基本設計ないし基本的設計方針の意義が一義的に明らかでないこと 

被告国のいう「基本設計」又は「基本設計ないし基本的設計方針」という用語

は，そもそも法令用語ではなく，工学的分野における設計において用いられる概

念を原子炉の安全確保対策とその運用の体系のなかに持ち込んで使用している用

語である。したがって，その趣旨自体が法令解釈上，一義的に明確にされている

ものでもない。 

前記のとおり，原子炉設置許可処分によって詳細設計に係る工事方法認可申請

をなしうる地位を付与された事業者は，数回あるいは十数回に分けて工事方法認

可申請を行う。これは原子炉の建設運転を目的とした一連の手続過程の一環であ

り，技術的要素が極めて強いものである。その中で「基本設計ないし基本的設計

方針」と「詳細設計」を截然と区別することなどできないのである。 

この点は，行政法学者である高橋滋教授の「先端技術の行政法理」（１９９８

年 岩波書店）においても繰り返し指摘されているところであり，以下に引用する。 

すなわち，「原発の詳細設計，具体的工事の方法等の段階において安全面に問

題点があった場合に，これが災害へと結びつく可能性は否定できない。かつ，こ

のような可能性について，基本設計の段階における場合と質的な区別を設けるこ

とはできない」（同 99 頁，下線は引用者），「原子炉設置許可処分は，安全規

制の機能面においては，当該原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針に係る

安全性の確認にとどまるものであり，また，後続手続との関係においても，被許

可者に対し，右の規制手続の次段階に進みうる地位，すなわち，設置許可を受け

た原子炉について当該原子炉施設の詳細設計に係る工事計画の認可申請をなしう

る地位を付与するという，前記の本来的効果に付随する一種の手続的効果が認め

られるにとどまる」（同 100 頁），「工事計画の認可は，詳細設計や工事方法に

係る安全規制上の意味をもつほか，申請の対象となる施設の工事を行いうる法的

資格を最終的に付与する行為である。また，各施設の工事計画の認可と並行して

実施される使用前検査及び溶接検査並びに保安規定の認可は，原子炉設置許可と
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同様に，安全性の確認という機能にその本来的効果が存すると考えるべきである」

（同 100 頁），「『段階的安全規制』というシステムを前提にするならば，原発

の運転に至るまでの許認可システムにおいては，原発の安全性を段階的に確認す

るという安全面の機能にその本来的意義がある」（同 100 頁，下線は引用者），

「『基本設計ないし基本的設計方針』の概念は，法令に用いられている概念では

ない。かつ，国側の主張においても，伊方原発訴訟第１審において，『基本的設

計方針ないしは基本計画』（判例時報８９１号１８０頁）や『基本設計』（判例

時報８９１号１８１頁以下，１９７頁）という表現が用いられており，当時の実

務においても必ずしも定着した概念でなかったことがうかがわれる」（同 101頁），

「『基本設計』に関する国側の説明を検討するならば，この概念は実務において

当初から確立されたものではなかったようである。むしろこの概念は，①原子炉

設置許可の段階においては，施設の基本構想に関する申請に基づいて必要とされ

る安全水準はこの構想により達成することが可能であるという概括的・一般的判

断を下す程度にとどめ，②具体的事項に関しては各施設の建設段階におけるチェ

ックに委ねる，という運用が行われていることを，抽象的に表現したものに過ぎ

ない」（同 106 頁，下線は引用者），「この点は，伊方原発訴訟における国側の

主張をよく理解しうる立場にある高松法務局訟務部長を務めていた川勝隆之氏も

認めている」（同 111 頁注（８）），「個別の許可に際しても，申請に係る原発

の『基本設計』が具体的にどの範囲の事項を含むものであるのか，さらに，『基

本設計』の安全性が確認されたとの判断は後続の手続きに対してどの程度の拘束

力を有するものであるのかという点は，明確ではないことである」（同 107 頁，

下線は引用者），「以上の点に鑑みるならば，『基本設計』という概念に基づい

て，原子力安全委員会に課された安全審査義務の範囲を厳格に確定することは困

難であるといえる。それゆえ，「原子炉設置許可における安全審査は，『基本設

計』に係る事項に限定される」という命題を安易に用いることは，現行の許可実

務に追随する危険性を孕むとの危惧が生じよう」（同 106 頁）。 
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３ 段階的安全規制は原子炉の安全確保という原子炉等規制法等の目的を達する

ための制度であることを踏まえた解釈がなされる必要があること 

（１）原子炉の安全確保が法の目的である 

ア 規制法の体系 

  実用発電用原子炉の安全規制に関しては経済産業大臣が所管し，原子炉等規

制法が適用されるが，これと並んで，実用発電用原子炉が発電用設備でもある

ことにより電気事業法の適用を受けることとなる。具体的には，原子炉等規制

法７３条により同法２７条から２９条までの設計及び工事方法の認可，使用前

検査，溶接検査及び施設定期検査の４つの規制項目が適用除外され，これに相

当する電気事業法の規制が適用されることとなる。これは二重の規制を回避す

るための適用除外であり，原子力発電所の規制の目的・趣旨は，原子力基本法，

原子炉等規制法等の趣旨・目的が妥当することは当然である。そして，原子炉

等規制法及び電気事業法ともいずれも経済産業大臣が規制行政庁である。 

イ 規制の目的・趣旨が「災害の防止」にあること 

原子炉等規制法２４条１項は，原子炉の設置許可の基準の１つとして， 

第１に，「・・原子炉の運転を的確に遂行するに足りる技術的能力があること。」

（同条１項３号），原子炉等規制法は，原子炉の設置から廃炉に至るまでの様

々な段階において，行政庁の安全規制への関与を設けている。これは，万が一

にも原子炉による災害が起こらないようにするために，行政庁が各段階におけ

る最新の科学技術的知見に即応した安全基準を多重的に策定して安全確保を徹

底するところに，その趣旨がある。 

第２に，原子力施設の位置，構造及び設備が「原子炉による災害の防止上支

障がないものであること。」を求めている。 

  原子炉等規制法３５条は，原子炉設置者に対し，原子炉施設の保全，原子炉

の運転等について，「主務省令（略）で定めるところにより」「保安のために
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必要な措置」を講ずる義務を課し，３５条の義務違反がある場合には，主務大

臣は，原子炉の設置者に対し，「原子炉施設の使用の停止，改造，修理又は移

転，原子炉の運転の方法の指定その他の保安のために必要な措置を命ずること

ができる。」（同法３６条１項）と規定している。 

 原子炉等規制法３７条は，原子炉設置者に対し，「主務省令で定めるところに

より，保安規定（略）を定め」る義務を課す（１項）。この保安規定が「原子

炉による災害の防止上十分でないと認めるときは，前項の許可をしてはならな

い。」（２項），「原子炉による災害の防止のために必要があると認めるとき

は，原子炉設置者に対し，保安規定の変更を命ずることができる。」（３項）

と定めている。この原子炉等規制法２４条及び３７条でいう「原子炉による災

害の防止」における「災害」とは，放射線障害等の被害に着目した概念であり，

「原子炉による災害の防止」とは，原子炉から放射線障害等の被害が発生する

ことを防止することである。伊方原発訴訟最高裁判決も，原子炉等規制法２４

条１項３号，４号の趣旨について，「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能力を欠くとき，又は原子炉施設の安全性が

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ぼし，周辺の環境を放射線によって汚染するなど，深刻な

災害を引きおこすおそれがあることにかんがみ，右災害が万が一にも起こらな

いようにするため，原子炉設置許可の段階で（中略）申請にかかる原子力施設

の位置，構造及び設備の安全性につき，科学的，専門技術的見地から，十分な

審査を行なわせることにあると解される」としているのも同趣旨である。 

そして，原子炉から放射線障害等の被害をもたらす原因には，工学的あるい

は人的な内部事象，外部事象等さまざまなものがあるが，そのいずれを原因と

するものであっても，災害の防止上支障があるかどうか，災害の防止上十分で
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あるかどうかは，「災害が万が一にも起こらないようにするため」に最新の科

学技術水準に即応した規制基準によって判断されるべきである。このように規

制法の趣旨が，災害の発生の防止にある以上，特定の事故や事象に限定をして

その対策をたてれば足りるというものではない。 

ウ 電気事業法の委任の趣旨 

上記原子炉等規制法の趣旨・目的は，電気事業法が適用される運転中の原子

力発電所の安全規制に対しても当然妥当するものである。電気事業法３９条１

項は，「事業用電気工作物を設置する者は，事業用電気工作物を経済産業省令

で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」とし，同条２

項は，「前項の経済産業省令は，次に掲げるところによらなければならない。」

としたうえ，その要件の１つとして，事業用電気工作物の安全性に関して「事

業用電気工作物は，人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えないようにす

ること。」と定めている。この「人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与え

ないようにすること。」というのは，原子力発電所においては，原子炉等規制

法２４条１項の「原子炉による災害の防止上支障がないものであること」を含

むものである。 

以上からすれば，電気事業法３９条が経済産業大臣に規制権限（技術基準省

令制定）を委任した趣旨は，原子力発電所から万が一にも災害が発生しないよ

うにするために，最新の科学技術基準に即応して安全規制の基準をつくるとこ

ろにある。 

（２）電気事業法における技術基準適合命令 

ア 原子炉等規制法を受けた電気事業法の３９条１項では，事業工作物が経済産

業省令で定める技術基準に適合するよう維持することが求められており，電気

事業法４０条では，同基準に適合しない場合に，経済産業大臣が，事業用電気

工作物を設置する者に対し，その技術基準に適合するように事業用電気工作物

を修理し，改造し，若しくは移転し，若しくはその使用を一時停止すべきこと
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を命じ，又はその使用を制限することができるとする。 

電気事業法３９条，４０条には，被告国が主張するような経済産業大臣の権

限の範囲を限定する要件はない。３９条２項１号によれば，原子力発電所の施

設が「人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えないようにすること。」す

なわち，原子炉による災害を起こす危険性をもたらすものであれば，その原因

が基本設計に関わる事項であろうとも，法が求める技術基準を満たさないこと

となる。技術基準に適合していない場合に発せられる適合命令の内容も，原子

力発電所の施設の「修理，改造，移転，一時使用停止，使用制限」というもの

であり，基本設計ないし基本的設計方針に関わる事項を除外するような内容で

はない。むしろ「改造，移転，使用制限」という規制内容は基本設計ないし基

本的設計方針に関わる事項を包含している，と解される。 

イ また，電気事業法４０条の技術基準適合命令は，事業用電気工作物の設置若

しくは変更の工事後の周囲の環境の変化若しくは事業用電気工作物の損耗等

により技術基準に適合しなくなったにもかかわらずそのまま放置されている

場合には，技術基準に適合するよう監督する必要があることから，そのような

場合に命令が発動されるという（甲イ１８・２００５年版電気事業法の解説３

０４頁）。この点，電気事業法の目的が公共の安全確保にあること及び伊方原

発訴訟最高裁判決のとおり，原子炉施設においては万が一にも災害を起こさな

いことが求められていることからすれば，同条に基づく技術基準適合命令は，

知見の進展によって原子炉の安全性を確保できない危険が認識されながら対

策が何ら施されずに放置されている場合に適用を排除するものではなく，あく

まで最新の基準に適合することを命令する制度であると解される。 

ウ 以上からすれば，経済産業大臣は，基本設計ないし基本的設計方針の安全性

に関わる事項を是正するために技術基準適合命令を発令する権限を有していな

い，とする被告国の主張は，電気事業法の明文規定に反する解釈であり，失当

である。 
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（３）伊方原発訴訟最高裁判決に関する被告国の主張 

被告国は，伊方原発訴訟最高裁判決を引いたうえで，原子炉の安全規制につ

いては段階的規制が採用されていることを理由に，経済産業大臣は，基本設計

ないし基本的設計方針に係る事項を是正するために，技術基準省令６２号に新

たな規定を設ける権限がないと主張する。 

しかし，伊方訴訟を始めいくつかの原発訴訟における裁判所の判断は，原子

炉設置許可処分の取消・無効確認という行政訴訟における判断であり，原子炉

等規制法及び電気事業法の射程距離についての判断ではない。原子炉等規制法

が，最初の規制処分である設置許可の後に，各規制処分を規定していることに

着目して，設置許可の際には，基本設計ないし基本的設計方針が対象となり，

後続する規制のための処分が対象とする事項は審査の対象とならないと判示し

たものであり，設置許可以降の段階における安全性審査の際に，設置許可段階

で審査する事項について審査する権限の有無について言及したものではない。 

（４）小括 

仮に被告国の主張のとおり，経済産業大臣が，原子炉施設の安全規制につい

て，基本設計ないし基本的設計方針に関わる事項に対する規制（前段）と詳細

設計に関わる事項に対する規制（後段）との段階的な規制システムを採ってい

たとしても，それは規制の運用上そのようなシステムを作っていたに過ぎず，

運転中の原子炉の安全規制に関し，原子炉等規制法及び電気事業法が経済産業

大臣の権限の範囲を被告国の主張のように定めたものではない。そもそも，こ

のようなシステムは一行政基準にすぎず裁判所，司法審査はこれに拘束される

ものでもない。 

原子炉等規制法及び電気事業法が経済産業大臣に運転中の原子力発電所の安

全規制の権限を委任した趣旨は，万が一にも原子炉による災害が起きないよう

にするために，最新の科学技術知見の到達に即応しながら，原子力発電所の安

全規制をするところにある。したがって，設置許可の際に審査の対象となる基



10 

 

本設計として，どこまでの内容を基本設計とし，それを前提とした詳細設計の

範囲をどのように位置づけるかは，上記の原子炉の安全確保という法の目的と，

それを実現するための手法である段階的安全規制の位置付けを明確にして，合

目的的に設定するべきものであり，経済産業大臣が，電気事業法３９条に基づ

き，事業者に対し，運転中の原子力発電所について，被告国がいうところの基

本設計ないし基本的設計方針に関わる事項について権限を行使することを否定

する合理的な理由はない。むしろ被告国の主張のように基本設計概念を硬直的

に捉えて，後段規制としての安全確保に向けての経済産業大臣の規制権限を狭

くとらえることは，かえって原子炉の安全の確保という法の目的に反すること

となる。 

被告国の主張は，設置許可の時点における科学技術的知見に基づいて策定さ

れた安全基準に基づいて一旦設置許可がなされた後は，その後の年月の経過の

なかで科学技術的知見が発展して，設置許可時点における基本設計に係る事項

に関する安全基準が，災害防止上不十分あるいは不適切なものであることが客

観的に明らかになっても，後段規制をする行政庁はその是正をすることができ

ないというものであり，明らかに法の趣旨に反する主張である。 

なお，そもそも原告らが求めているのは絶対的な安全性ではない。敷地高さ

を超えて浸水を及ぼすような津波に対する予見可能性に基づいた安全性であ

り，これは絶対的な安全性を求めるものではなく，かような予見可能性があれ

ば当然に実現すべき安全性である。 

 

４ 安全審査指針類と技術基準省令の整合性について 

（１）安全審査指針類と省令６２号の関係 

「万が一にも原子炉による災害が起きないようにする」という原子力規制法

体系の趣旨という点からみたときに，原子炉の設置許可をするときの安全基準

と運転開始後の原子炉に対する安全基準とは，統一的・整合的に解するべきで
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あることは当然である。この点からしても，電気事業法３９条の委任を受けた

経済産業大臣が，基本設計ないし基本的設計方針に係る事項についておよそ技

術基準省令を定める権限がないという被告国の主張は成り立たない。 

被告国は，第７準備書面４頁以下において，「技術基準を定めた省令６２号は，

原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針に関わる事項について原子力安全

委員会が定めた指針を前提として，原子炉施設の詳細設計に係る審査基準を定

めたものであるから，技術基準の内容は，上記各指針と整合的に解されるべき

ものである。」と主張する。上記各指針と技術基準が整合的に解されるべきとす

る点については原告らも否定するものではない。 

なお，「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令と解釈に対する解説

改訂６版」（甲イ１５）でも，そのように整合性を図るべきことが明記されてい

る。 

（２）「災害の防止」という法規制の趣旨は安全規制の全ての段階に妥当する 

原子炉設置許可の手続きは，まず経済産業大臣が，原子力事業者からの申請

を，原子力安全委員会の定める各種指針類を参照して審査する。その後ダブル

チェックとして，原子力安全委員会が安全性についての審査を行い，許可の可

否について経済産業大臣に意見を述べる。これを受けて，経済産業大臣が許可

・不許可の判断をする。この手続きにおいては，経済産業大臣が審査・許可の

権限を有し，「災害の防止」という趣旨から策定した審査・許可基準（指針類が

参照基準）に基づいて判断をする。 

原子力発電所の設置許可後は，経済産業大臣は，技術基準省令６２号に基づ

いて，原子炉工事認可の判断をする。そして，運転開始後の原子力発電所の安

全規制を担当する主務行政庁も経済産業大臣である。 

原子炉の設置許可の基準は，その時点における最新の科学技術的知見に基づ

く水準である必要はあるが，その後，工事認可段階，運転開始段階では，設置

段階よりも，知見が発展していることが当然予定されている。被告国は，設置
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許可段階の安全規制と運転段階の安全規制とを峻別しようとする解釈を主張す

るが，「災害防止」という法規制の趣旨・目的は，設置段階，工事認可段階，完

成後の運転段階すべてにおいて妥当し，徹底されなければならないのであり，

経済産業大臣の申請・許可の際の安全基準と経済産業大臣の工事認可・運転段

階の技術基準とは行政基準として統一的・整合的に策定されるべきは当然であ

る。経済産業大臣には，仮に指針類（審査基準）と技術基準との間に矛盾があ

るときには，この矛盾を解消する義務があるというべきである。 

（３）安全審査指針類と技術基準省令との整合性 

 原子炉等規制法が経済産業大臣に規制権限を委任した趣旨，電気事業法が経

済産業大臣に規制権限を委任した趣旨は，万が一の災害を防止するために，最

新の科学技術的知見に速やかに適合させるためであり，法律が経済産業大臣に

付与した裁量も同一の趣旨である。したがって，設置段階で不足していた科学

技術的知見が，工事認可段階，運転段階で取得できた場合には，当然，経済産

業大臣は，審査基準・認可基準に反映させるべきであるし，技術基準にも反映

させるべきである。 

現に，経済産業省原子力安全・保安院は「発電用原子力設備に関する技術基

準を定める省令の解釈について」を策定して，審査基準・許可基準と技術基準

との整合性をとる権限行使をしてきているのである。 

また，経済産業大臣が本件事故後である２０１１（平成２３）年３月３０日

付けで原子力発電所設置者に対し行った指示文書（丙ハ４９）の添付資料「福

島第一原子力発電所事故を踏まえた対策」の「抜本対策 中長期」に，完了見

込み時期として「事故調査委員会等の議論に応じて決定」としたうえで，「具体

的対策の例」を挙げている。そこには，「設備の確保」として，「防潮堤の設置，

水密扉の設置，その他必要な設備面での対応」との記載をしている。これらは

被告国の主張によると基本設計ないし基本的設計方針に関わる事項であるが，

経済産業大臣がこれらの対策をとらせる権限を有していることを前提とした文
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書である。 

これらの点からみても，段階的規制論として基本設計ないし基本的設計方針

に関わる事項に技術基準省令に基づく規制権限が及ばないとする被告国の主張

は失当である。 

 

５ 津波対策の基本設計等が敷地高さを超える津波対策も包含すること 

  仮に被告国にいう段階的安全規制に基づいた場合でも，原告らが主張する本件

における具体的な津波対策に係る結果回避措置は，以下のとおり被告国が主張す

るような基本設計ないし基本的設計方針に係る措置ではなく，詳細設計として各

省令６２号によって電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令を発令すること

が可能である。 

（１）津波に対する設計上の考慮が敷地高さを想定津波高さ以上とすることに限ら

れていないこと 

被告国が主張するところの基本設計ないし基本的設計方針は，津波について

みると，平成１３年安全設計審査指針及び平成１８年耐震設計審査指針におい

て，①敷地高さを想定される津波高さ以上のものとして津波の侵入を防ぐこと

を基本とし，②津波に対する他の事故防止対策も考慮して，津波による浸水等

によって施設の安全機能が重要な影響を受けるおそれがないものとすることを

求めているものである（被告国第１０準備書面２２～２３頁）。被告国が，「敷

地高さを想定される津波の高さ以上のものとして津波の侵入を防ぐことを基

本」とするとしているのは，それを達成するための有効な手段をこれに限るの

ではなく，これ以外の手段も容認する余地を認める趣旨を明らかにしたもので

ある。 

したがって，津波が主要建屋の敷地高さを超えることを想定したうえで，な

お非常用電源設備等の安全確保を求めることは，基本設計ないし基本的設計方

針からの逸脱ではないのであるから，こうした安全対策を，詳細設計の段階の
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規制とされる電気事業法３９条及び４０条の技術基準によって確保することを

求める権限も，経済産業大臣の権限に属するはずである。 

（２）本件事故後に追加された省令６２号５条の２における被告国の主張 

さらに，本訴訟においてはいまだ主張されていないが，被告国によれば，本

件事故後に追加された省令６２号５条の２第２項1は，基本設計ないし基本的設

計方針が示した事故防止対策の実現可能性を確保するために詳細設計上の要求

を規定したものだという。すなわち，被告国によれば，基本設計ないし基本的

設計方針における津波に対する事故防止対策は，敷地高さを想定される津波の

高さ以上のものとして津波の侵入を防ぐという設計のみを絶対的な要件として

いるのではなく，飽くまでそのような設計とすることを基本とした上で，津波

の侵入等によって施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないものとす

ることであるとする。その上で，同条項は，対象となる津波により三つの機能

（全交流電源，海水冷却機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能）が喪失した場合

でも，直ちにこれら機能の復旧を図ることができるよう設備の確保等を行うこ

とを要求することで，津波の侵入等によって施設の安全機能が重大な影響を受

けるおそれがないものとするという基本設計ないし基本的設計方針が示した津

波に対する事故防止対策を，より一層確実に実現するための詳細設計上の要求

を具体的に規定したものにほかならないというのである。 

これによれば，原告らが主張する敷地高さを超える津波にかかる非常用電源

設備の分散配置や高所設置，同設備の水密化，代替電源の確保等の具体的な結

果回避措置は，まさに同条項にいう「交流電源等の機能を代替する設備の確保

やその他適切な措置」に含まれるものであり，被告国のいう基本設計ないし基

本的設計方針が示した津波に対する事故防止対策を，より一層確実に実現する

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 省令６２号５条の２第２項「津波によって交流電源を供給する全ての設備，海水を使用して

原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機能が喪失

した場合において直ちにその機能を復旧できるよう，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。」 
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ための詳細設計上の要求にあたる。したがって，これら対策を電気事業法３９

条及び４０条の技術基準によって確保することを求める権限（技術基準適合命

令）も経済産業大臣の権限に属するはずである。  

 

第２ シビアアクシデント対策が法規制の対象であったこと 

１ 被告国の主張 

被告国は，①シビアアクシデントは昭和５４年に発生したスリーマイルアイラ

ンド原子力発電所事故及び昭和６１年に発生したチェルノブイリ原子力発電所事

故を受けて検討が進められたもので，原告が指摘するＷＡＳＨ－７４０の存在に

よって，昭和３２年の炉規法制定当時にその概念自体があったとはいえない，②

平成２３年１０月７日改正後の省令６２号５条の２は，同年３月３０日付保安院

の，緊急安全対策の指示の省令上の位置づけを明確にするために規定されたもの

で，長時間の全交流電源喪失に対する対策を規定したものではない，③ある行為

を組織法により行政指導として行う権限を有することは，作用法による法規制と

して当該行為を行い得ることを意味しない，④平成２４年の改正前後の炉規法の

規定を比較しても，同改正においてシビアアクシデント対策が創設的に法規制の

対象とされたことは明らかである，などと主張する。 

 

２ 被告国の主張は明文規定に固執するものである 

しかし，被告国の主張は，結局，明文規定がないからシビアアクシデント対策

は法規制の対象ではなかったというものに過ぎない。 

そもそも，原告の根本的な主張は，法の「明文の規定」に拘泥するのではなく，

法の趣旨・目的を柔軟かつ実質的に解釈すべきであるというものである。 

そして，電気事業法３９条の委任の範囲の解釈についても，原子炉等規制法及

び電気事業法が，上記具体的措置を省令に包括的に委任した趣旨は，原子力施設

が国民の生命，健康及び財産を保護するに足りる技術基準に適合しているかの判
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断は，多方面にわたる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づいてさ

れる必要がある上，科学技術は不断に進歩，発展しているのであるから，原子力

施設の技術適合性に関する基準を具体的かつ詳細に法律で定めることは困難であ

るのみならず，最新の科学技術水準への即応性の観点から適当ではないという点

にあること（原告第２１準備書面８頁）を前提に，シビアアクシデント対策の必

要性に関する国際的な認識の進展を踏まえ，上記委任の範囲内にシビアアクシデ

ント対策が含まれると解釈されるべきというものである。 

原告はこれまで，繰り返し上記のような主張を行ってきたが，被告国は一度も

上記主張に反論せず，明文の規定等を持ち出して反論を行ってきた。これは，被

告国も，法の趣旨・目的を柔軟かつ実質的に解釈すべきであり，シビアアクシデ

ント対策は法規制の対象であったという原告の主張を否定しようがないからに他

ならない。 

 

３ シビアアクシデント対策についての国際的な取組み 

（１）アメリカ原子力委員会は，１９７５年に公表した「ＷＡＳＨ－1400 原子炉

安全研究」において，格納容器にＭＡＲＫⅠ型を用いた沸騰水型軽水炉である

ピーチ・ボトム炉を対象にして，機器の故障などの内的事象による炉心損傷の

主要な事故シーケンスを，ＡＴＷＳ事象（過渡変化時に原子炉停止ができない

事象）及びＴＷ事象（過渡事象後の崩壊熱除去機能喪失事象）として解析され

た（原告第２５準備書面７２頁）。 

   そして，１９７９（昭和５４）年にスリーマイル島原発事故が発生し，この

事故によって，シビアアクシデントが現実に発生しうることが実証され，これ

にどのように対処するか，何を研究する必要があるのか，などが緊急の課題と

なり，国際的な議論が開始されるに至った。１９８０（昭和５５）年に経済協

力開発機構（ＯＥＣＤ）・原子力機関（ＮＥＡ）の下にある，原子力施設安全

委員会（ＣＳＮＩ）は，「クラス９事故に関する上級専門家グループ」を設置
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して問題の検討を行わせたが，その最初の会合で，「クラス９事故」という用

語が不適切であるとして，自ら「シビアアクシデントに関する上級専門家グル

ープ」と改名するに至った。 

（２）さらに，ＩＡＥＡが２００１（平成１３）年に策定した原子力安全基準「Ｎ

Ｓ―Ｒ―１」において，第１層から第５層までの深層防護をとることが必要だ

とされた。 

米国では，内的事象のみならず，１９９１（平成３）年より外的事象を含め

た個別プラントごとの確率論的安全評価（「ＩＰＥＥＥ」という。）の実施を

各原子力事業者に要求し，「地震」「内部火災」「強風・トルネード」「外部

洪水」及び「輸送及び付近施設での事故」の事象についての評価手法を開発し

て評価を行い，１９９６（平成８）年には，これを終了しており，その結果に

ついて，米国原子力委員会（ＮＲＣ）として，２００２（平成１４）年には「Ｉ

ＰＥＥＥ報告書」を公表している。１９９０年代半ばまでに，５年間で，個別

プラントごとに確率論的安全評価の実施を完了していることは本件において十

分に参考にされるべきである。 

（３）シビアアクシデント対策の一つが，全交流電源喪失事象に対する対策であっ

た。その重要性は，原子力安全委員会も認識しており，１９８０年代後半から

９０年代初頭にかけて，各種ワーキンググループに全交流電源喪失事象につい

ての調査・検討を行わせ，米国の全交流電源喪失事象に対する規制内容，諸外

国の原子力発電所において長時間の全交流電源喪失事象が起きている事例があ

ること，全交流電源喪失事象の要因が外部事象である事例が存在すること，シ

ビアアクシデント対策として全交流電源喪失対策をとる必要があること，自然

現象による全交流電源喪失をもたらす可能性として地震・津波等の外的事象対

策を講ずる必要性を認識するに至っていた。 

このように，日本における原子力発電所の運転開始以後，原子炉の安全規制

のあり方は，国際的に大きく変化し，これを受けて国内での検討も行われてき
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た。１９８０年代以降には，シビアアクシデント対策が具体的に国際的な検討

対象となり，１９９０年前後には，日本においても全交流電源喪失事象に関す

る調査・検討が行われていたのである。 

以上のように，そもそもシビアアクシデントに相当する概念は，１９５７（昭

和３２）年時点で存在していたうえ，１９８０年代以降にはシビアアクシデン

ト対策が国際的な検討対象となっているのである。 

（４）上記のシビアアクシデント対策についての国際的な取組みを前提とした場合，

下山憲治教授の以下の指摘が重要である（甲ハ３６「原子力安全規制と国家賠

償責任」法律時報８６巻１０号１１３頁）。すなわち，下山教授は，「災害」

防止との文言が，平成２４年改正前の原子炉等規制法において，目的規定（１

条），原子炉設置許可基準（２４条１項４号），保安規定の許可基準（３７条

２項），保安規定の変更命令発出要件（同上３項），危険時の措置（６４条１

項）に見られたことを指摘したうえで，「この『災害』は，原子炉に起因する

放射線障害を含む人的物的被害を意味し，また，その防止は，その過程である

事象や事故などその程度・規模の大小を問わず，従業員及び一般公衆に対する

危害，とりわけ，周辺の公衆に（著しい）放射線障害・災害を与えないことを

射程に入れているといえよう。それゆえ，ＳＡという整理・分類が炉規法制定

当初はなかったとしても，後述の伊方原発訴訟最高裁判決にも見られるように，

その後の科学・技術の進展に合わせて，『災害の防止』のために必要な場合に

はＳＡ対策を規制の仕組みに取り入れ，適時かつ適切に具体的な規制基準の設

定とその実施を炉規法・電事法は許容し，かつ，本来，それを義務付けるもの

と理解すべきである。」と述べる（同１１５頁）。 

さらに，下山教授は，「特に原発のように重大かつ広域的な影響を与える危

険性を孕んだ施設の場合，これら基準内容は，時間の経過や化学・技術水準の

進展・変化によって，安全性・安全水準の確保に疑いが生じるなどの場合には，

規律対象や義務内容が動態的に変動せざるをえず，その変化によって生じる必
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要かつ相応の負担は原子力事業者に帰属すると理解される。」として，原子力

規制に関しては，設置許可以降に規制対象や義務内容が変化した場合でも，い

わゆるバックフィットがなされるべきとしている。そして，消防法について，

第４次改正（１９６０年法律１１７号）において，事後的に新たな義務付けを

許容しつつ，既存の防火対象物に対しては従前の規制を適用するという適用除

外規定が設けられ，その後第７次改正（１９７４年法律６４号）により，多数

者が出入りするものについては，この適用除外が除外されたという経緯を紹介

したうえで，「翻って原子力法を見ると，たとえば，電事法３９条１項では事

業用電気工作物設置者は『省令で定める技術基準に適合するように維持しなけ

ればならない』と規定するものの，前記のような適用除外規定はない。それゆ

え，規定ぶりや前述の規制基準の設定趣旨からすると，旧炉規法の下でも，必

要性・相当性という比例原則による制約を受けつつ，既存原発に対する新たな

義務付けは可能であったといえる。」と述べ，バックフィットを肯定している。 

上記の下山教授の指摘は，これまで原告が主張してきた，法の趣旨・目的を

柔軟かつ実質的に解釈すべきであり，電気事業法３９条の委任の範囲の解釈に

ついても，原子炉等規制法及び電気事業法が，上記具体的措置を省令に包括的

に委任した趣旨や，シビアアクシデント対策の必要性に関する国際的な認識の

進展を踏まえ，上記委任の範囲内にシビアアクシデント対策が含まれると解釈

されるべきというものと同趣旨といえる。また，バックフィットについても，

過去の消防法にあったバックフィットの適用除外規定が電気事業法にないこ

と，原発が重大かつ広域的な影響を与える危険性を孕んだ施設であることなど

を考慮すれば，当然肯定されるべきである。 

（５）したがって，シビアアクシデント対策が本件事故以前まで一切法規制の対象

でなかったとする被告国の主張は，炉規法や電気事業法の趣旨・目的に反する

ことは明らかである。 

 



20 

 

 

４ 省令６２号５条の２はシビアアクシデント対策を規定したものであること 

（１）被告国は，省令６２号５条の２は，同年３月３０日付保安院の，緊急安全対

策の指示の，省令上の位置づけを明確にするために同年１０月に規定されたも

ので，従前の基本設計ないし基本的設計方針の枠組みの中で講じられたもので

あって，シビアアクシデント対策を規定してものではないと主張する。 

（２）しかし，平成２３年３月３０日付緊急安全対策は「津波により３つの機能（交

流電源を供給する全ての設備の機能，海水を使用して原子炉施設を冷却する全

ての設備の機能及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機能）を喪失し

たとしても，炉心損傷及び使用済燃料の損傷を防止し，放射性物質の放出を抑

制しつつ原子炉施設の冷却機能の回復を図るため」という目的でなされた指示

であり（丙ハ４９），これはシビアアクシデント対策にほかならない（実際，

その内容は，重大事故（シビアアクシデント）対策を定めた現行の実用発電用

原子炉の設置，運転等に関する規則８５条，８６条の内容とほぼ同一である。）。

しかも，平成２３年６月７日付で出された「平成２３年福島第一原子力発電所

事故を踏まえた他の原子力発電所におけるシビアアクシデントへの対応に関す

る措置の実施について（指示）」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）』（平

成２３年３月３０日付け平成２３・０３・２８原第７号）において，各電気事

業者等に対し，同事故を踏まえ，津波により３つの機能（中略）の喪失を想定

した緊急安全対策の実施を指示し，各電気事業者等からその実施状況の報告を

受け，厳格な確認を行いました。」と，上記緊急安全対策の指示を受けてのも

のであることを前提として，「今般，平成２３年に発生した福島第一原子力発

電所及び福島第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部において，同事

故に関する報告書を取りまとめ，同事故を収束するための懸命な作業の中で抽

出された課題（シビアアクシデントへの対応）から，万一シビアアクシデント
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（炉心の重大な損傷等）が発生した場合でも迅速に対応するための措置を整理

しました。」として，「これらの措置のうち，直ちに取り組むべき措置」を列

挙している。そして，その後の同年１０月に省令６２号５条の２が規定された

のである。 

このように，平成２３年６月７日付の指示は，シビアアクシデント対策の措

置を指示するものであることが明記されているところ，これは同年３月３０日

付緊急安全対策を受けてのものであることが明記されているのである。とすれ

ば，上記緊急安全対策がシビアアクシデント対策を念頭に置いたものであるこ

とは明らかである。 

そして，被告国が，省令６２号５条の２が，シビアアクシデント対策を念頭

に置いたものである上記緊急安全対策を省令に明記したものであると明言して

いる以上，同省令がシビアアクシデント対策を規定したものであることは明ら

かといえる。 

（３）また，被告国は，省令６２号５条の２が，長時間の全交流電源喪失に対する

対策を要求していないこと等から，設計基準事象に係る対策に相当するものを

定めたものに過ぎないなどと主張する。 

しかし，上記の省令改正は，本件事故の約７か月後のもので，本件事故をう

けてのものであることは明らかである。被告国は，繰り返し本件事故を「想定

外」と主張しているのであるから，論理的には，「想定外」の本件事故を受け

ての上記省令改正は，設計基準事象を超える事態，すなわちシビアアクシデン

ト対策に関する措置にほかならない。これは，上記省令の２項が，限定なしに

「津波によって」と規定していることからも明らかである（原告第２５準備書

面７８頁）。 

被告国は，省令６２号５条の２が，長時間の全交流電源喪失に対する対策を

要求していないことを強調するが，長時間でない全交流電源喪失であっても，

それが想定外の「津波によって」生じた事象であれば，シビアアクシデントと
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いえるから，同主張は失当である。 

 

５ 平成２４年の原子炉等規制法改正が規制権限を創設したものでないこと 

被告国は，平成２４年改正前後の原子炉等規制法の規定を比較しても，シビア

アクシデント対策が同改正で創設的に法規制の対象とされたことが明らかと主張

し，平成４年５月２８日付原子力安全委員会「発電用軽水炉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」や上

記改正にあたっての国会審議等を持ち出している。 

しかし，上記被告国の主張は，いずれも明文規定に拘泥するものに過ぎない。

上記２及び３で述べたように，シビアアクシデントが規正法上，法規制の対象と

なっていたかについては，法の趣旨・目的を柔軟かつ実質的に解釈すべきであり，

電気事業法３９条の委任の範囲の解釈についても，原子炉等規制法及び電気事業

法が，上記具体的措置を省令に包括的に委任した趣旨や，シビアアクシデント対

策の必要性に関する国際的な認識の進展を踏まえ，上記委任の範囲内にシビアア

クシデント対策が含まれると解釈されるべきである。 

そして，前記の下山教授が指摘するように（甲ハ３６），「この『災害』…の

防止は，…従業員及び一般公衆に対する危害，とりわけ，周辺の公衆に（著しい）

放射線障害・災害を与えないことを射程に入れているといえ…ＳＡという整理・

分類が炉規法制定当初はなかったとしても，…その後の科学・技術の進展に合わ

せて，『災害の防止』のために必要な場合にはＳＡ対策を規制の仕組みに取り入

れ，適時かつ適切に具体的な規制基準の設定とその実施を炉規法・電事法は許容

し，かつ，本来，それを義務付けるものと理解すべきであ」る。 

繰り返すが，被告国は，原告の上記主張に全く反論していないのであり，原告

の主張を否定しようがないからに他ならない。 

以上 

 


