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第１ 国家賠償法 1 条 1 項における規制権限不行使の違法 

 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は，その権限を定めた法令の

趣旨，目的や，その権限の性質等に照らし，具体的事情の下において，その不行

使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは，その不

行使により被害を受けた者との関係において，国家賠償法１条１項の適用上違法

となるものと解するのが相当である（最高裁平成１３年（受）第１７６０号同１

６年４月２７日第三小法廷判決・民集５８巻４号１０３２頁，最高裁平成１３年

（オ）第１１９４号，第１１９６号，同年（受）第１１７２号，第１１７４号同

１６年１０月１５日第二小法廷判決・民集５８巻７号１８０２頁参照）。 

 また、次節以下で詳述するように、具体的な保安措置を包括的に下位規範であ

る省令又は規則に委任した原子炉等規制法、電気事業法等においては、主務大臣

（又は原子力規制委員会）の省令（又は規則）制定権限は，住民の生命、健康及

び財産、並びに環境に対する危害を防止することをその主要な目的として，でき

る限り速やかに，技術の進歩や最新の知見等に適合したものに改正すべく，適時

にかつ適切に行使されるべきものである（最高裁平成１６年４月２７日第三小法

廷判決、平成２６年１０月９日 第一小法廷判決参照）。 

 以下、福島第一原発事故後の大飯原子力発電所の再稼働を巡る動き、及び、原子

力規制の改正経緯を整理したうえで、国の規制権限不行使の違法性について検討す

る。 

 

第２ 大飯原発の再稼働を巡る事実経過 

１ 再稼働前の大飯発電所３号機及び４号機の稼働状況 

大飯原発３号機は、２０１０（平成２２）年６月６日から２０１１（平成２

３）年３月１７日までの間通常運転を行い、同月１８日、第１５回定期点検の

ために運転を停止した。同４号機は、２０１０（平成２２）年５月２９日より
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調整運転を、同年６月２３日より２０１１（平成２３）年７月２１日まで通常

運転を行い、同月２２日、第１４回定期点検のために運転を停止した。 

 

２ 福島第一原発事故後、大飯発電所３号機及び４号機の再稼働に至る経過 

２０１１（平成２３）年３月１１日、東日本大震災が発生し、福島第一原子

力発電所の爆発事故が発生した。同事故を受けて、経済産業大臣は、同月３０

日、「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。さらに、同年４月１５日には、「原

子力発電所及び再処理施設の外部電源の信頼性確保について（指示）」を発した

（甲１４１、１４２）。同年５月６日、原子力安全・保安院は、大飯発電所につ

き、緊急安全対策が妥当である旨の判断を行った。 

そして、同年７月６日、内閣総理大臣が再稼働に向けた新たなルール作りを

経済産業大臣、内閣府特命大臣に指示し、同月１１日には、官房長官、経済産

業大臣、内閣府特命大臣（以下、３者をあわせて「関係３閣僚」という。）が、

ストレステストの実施により再稼働を判断する方針を明らかにした。これを受

けて、同月２２日、原子力安全・保安院長は関西電力に対し、ストレステスト

実施を指示した。 

関西電力は、同年１０月２８日に大飯発電所３号機の、同年１１月１７日に

同４号機の、各ストレステスト（一次評価）実施結果を原子力安全・保安院に

提出した。 

２０１２（平成２４）年２月１３日、原子力安全・保安院によるストレステ

スト最終審査がなされ、同年３月２３日、原子力安全委員会による確認が行わ

れた。 

同年４月６日、内閣総理大臣は、関係３閣僚とともに原子力発電所再稼働に

関する安全性の判断基準を決定し、「原子力発電所の再起動にあたっての安全性

判断に関する判断基準」（暫定基準、甲１４３）を発表するとともに、経済産業
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大臣は関西電力に対し、実施計画の作成を指示した。同月９日、関西電力は実

施計画を提出し、同月１３日、内閣総理大臣と関係３閣僚による再稼働に関す

る判断がなされ、大飯発電所３号機及び４号機の再稼働の方針が決定された。 

そして、同年７月５日には３号機が、同年７月２１日には４号機が、それぞ

れ調整運転を開始した。 

 

３ 原子力規制委員会の発足 

 後述する原子力規制委員会設置法制定を受け、２０１２（平成２４）年９月１

９日、独立行政委員会である原子力規制委員会が発足し、同日、原子力規制員会

第１回会議が開催された。冒頭の挨拶の中で、田中俊一原子力規制委員会委員長

（以下「田中委員長」という）は、「この原子力規制委員会の最も重要なことは、

地に落ちた原子力安全行政に対する信頼を回復することにあります。」と発言し

（甲１４４）、暫定基準を見直し、同設置法で定められた任務に基づいて新規制基

準の策定を行うこととなった。 

 

４ 大飯原発第３・４号機の事実上の新規制基準事前審査 

⑴ 原子力規制委員会による新規制基準の策定作業 

原子力規制委員会は、２０１３（平成２５）年２月６日、「発電用軽水型原子炉

施設に係る新安全基準骨子案」を発表し、翌２月７日から同月２８日まで、骨子

案のパブリックコメントを募集した。 

なお、このパブリックコメントでの指摘を受け、原子力規制委員会は「新安全

基準」という名称を、現在の｢新規制基準｣に変更している。 

 

⑵ 田中委員長による大飯発電所３号機及び４号機の現状評価の提案 

上記のパブリックコメントの募集期間が終了した直後の同年３月１９日、平成

２４年度原子力規制委員会第３３回会議が開催された。その会議上、田中委員長
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は、運転中のプラントである大飯発電所３号機及び４号機が新基準をどのくらい

満たしているのか把握するための確認作業を行うことを私案として提案し、その

上で、安全上重大な問題があると認める場合には、原子力規制委員会として停止

を求める可能性に言及し、委員会の承認を得た（甲１４５、１４６）。 

 

⑶ 大飯発電所３号機及び４号機の現状評価の実施 

ついで同年４月１７日に行われた平成２５年度原子力規制委員会第３回会議に

おいて、「関西電力大飯発電所の現状評価の進め方」が検討され、４月１９日に初

回を開催し、評価会合及びヒアリングで具体的な作業を行い、新基準施行前の６

月下旬に評価結果をまとめる方針が決定された（甲１４７）。 

同会議の翌１８日には、被告関西電力は、「大飯発電所３、４号機新規制基準

適合性確認結果について（報告）」を規制委員会に提出し、同年４月１９日、「大

飯発電所３・４号機の現状に関する評価会合」第１回会議が開催され、以後、急

ピッチで評価会合とヒアリングが実施され、同年６月１５日の現地調査を経て、

同年６月２０日、第１３回会議において、「関西電力(株)大飯発電所３号機及び４

号機の現状評価（案）」が提案された（甲１４８）。 

他方、新規制基準は、同年６月１９日に開催された平成２５年度原子力規制委

員会第１１回会議において決定され、閣議決定を経て同年７月８日施行されるこ

とが決定された。 

 

⑷ 大飯発電所３号機及び４号機の現状評価の結論 

同年７月３日に開催された平成２５年度原子力規制委員会第１３回会議におい

て、原子力規制委員会は、「関西電力(株)大飯発電所３号機及び４号機の現状評価

（案）」を承認した（甲１４９、１５０）。 

この現状評価では、「新規制基準を満たしていない点」として、「火災防護の観

点から、安全機能を有する機器等を適切に分離させること等が必要であるところ、
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一部の機器等については、適切な分離等が図られておらず」という点や、重大事

故対策において必要な緊急時対策所がいまだ施工されていない等の点が具体的に

指摘され、「既に指摘した様に、新規制基準施行後審査においては対応すべき課題

があり、これらに対し適切に対策を講じることが必要である」と記載された（甲

１４９・４４頁以下「６ 総論」）。しかしながら、結論としては、「新規制基準に

照らして現状を評価した結果、６月末の時点の施設及び運用状況において、直ち

に安全上重大な問題が生じるものではないと判断する。」（甲１４９・４４頁以下

「６ 総論」）とされた。 

そして、大飯発電所３号機及び４号機は、同年９月の定期点検による停止まで、

暫定基準に基づく稼働を続けたのである。 

 

第３ 法改正を巡る事実経過 

１ 新規制基準の成立と施行1 

  ２０１１（平成２３）年３月１２日の福島第一原発事故を契機に明らかになっ

た原子力に関する行政の不備を是正するため、２０１２（平成２４）年６月２７

日、国は、「原子力基本法」、「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「炉基法」という）」を改正し、原子力規制委員会設置法を制定した。 

 

２ 概要 

⑴ 原子炉等規制法の改正 

 まず、炉規法の主要な改正として、電気事業法の原子力発電所に対する安全規制

（工事計画認可、使用前検査等）が、原子炉等規制法に一元化された。 

 また、同法の目的、許可等の基準から「原子力の開発及び利用の計画的な遂行」

を削除し、「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全」を目的規定に追加

                                            
1 原告ら第５準備書面に詳述 
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した2。 

 さらに、福島第一原発事故をふまえ、炉規法に、シビアアクシデント対策、自

然災害対策、バックフィット、運転期間の延長認可が盛り込まれた。炉規法は、

4 段階に分けて施行された（２０１２（平成２４）年９月１９日、２０１３（平

成２５）年４月１日、同年７月８日、同年１２月１８日） 

 

⑵ 原子力規制委員会設置法の制定 

原子力委員会設置法第１条によれば、原子力規制委員の設置は、「平成２３年３

月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明

らかとなった原子力の研究、開発及び利用（以下「原子力利用」という。）に関す

る政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推

進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、原子力利

用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなけれ

ばならないという認識に立って、確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用

における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又は実施する事務（原子力

に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関

すること並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の

平和的利用の確保のための規制に関することを含む。）を一元的につかさどるとと

もに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権

を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国民の生命、健康及び財産の保護、

環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする」ものである。 

この法の目的を達成するため、原子力規制委員会は、「国民の生命、健康及び財

                                            
2改正前の炉規法においても、伊方原発訴訟控訴審判決（高松高裁昭和５９年１２月

１４日）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第２４条１項

は原子炉周辺の住民の生命・身体等をも保護法益とするから、周辺住民は原子炉設

置許可処分取消訴訟の原告適格を有する」として、同法が住民の生命身体を保護法

益とすることを認定している。 
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産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用におけ

る安全の確保を図ること（原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事

業並びに原子炉に関する規制に関すること並びに国際約束に基づく保障措置の実

施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関することを

含む。）を任務とする」（原子力規制委員会設置法第２条）ものである。 

そして、原子力規制委員会には、「原子力施設の規制基準に関し、工事計画認可、

使用前検査等に係る技術基準に適合していない場合等に加え、原子力施設の位置、

構造及び設備に係る設置許可基準に適合していない場合にも、原子力規制委員会

の発電用原子炉の設置許可を受けた者等に対して、使用の停止、改造、修理、移

転等を命じることができる」（設置法附則１５条ないし１７条）という強い権限が

与えられた。 

 

⑶ 原子力規制委員会による停止等命令の根拠法 

ア 新炉規法第４３条３の２３ 

 新炉規法第４３条３の２３は、発電用原子炉施設の規制基準に関し、工事計

画認可、使用前検査等に係る技術基準に適合していない場合に加え、改正原子

炉等規制法４４条の３の６第１項４号の設置許可基準に適合していない場合に

も、発電用原子炉設置者に対して、使用停止等処分を行うことができる旨規定

されたi。 

 この点、同条は「その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の

使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保

安のために必要な措置を命ずることができる。」と定めるが、「使用の停止、改

造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定」は例示列挙であり、保

安のために必要な措置であれば、原子力規制委員会は「廃炉」を命ずることが

できると解するべきである。けだし、新炉規法は目的規定として「もつて国民

の生命、健康及び財産の保護、環境の保全」を明示したところ、科学の発達、
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知見の進展、施設の老朽化に伴い、古い審査基準にて設置を許可された原子炉

が、今日的には、「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全」を害する具

体的危険がある設置物と判断されるに至れば廃炉とするのが規制の方法として

当然である。 

 また、原子力発電所は、火力発電所、水力発電所と異なり、原子炉燃料の処

理においても慎重な配慮が必要であるから、具体的危険が確認された原子力発

電所については、単なる使用停止にとどまらず、適切な廃炉処理まで行わなけ

れば危険を除去したことにはならないからである。 

 

イ 新炉規法第４３条３の２３の要件 

 新炉規制法第四十三条の三の二十三は、 

 

【要件】 

 ① 発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の三の六第一

項第四号の基準に適合していないと認めるとき、② 発電用原子炉施設が第四

十三条の三の十四の技術上の基準に適合していないと認めるときは… 

【効果】 

「その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、

修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措

置を命ずることができる。」と定める。 

 

 同条が引用する第四十三条の三の六第一項第四号の基準は 

「四  発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料

物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない

ものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。」 
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 同条が引用する第四十三条の三の十四の技術上の基準は 

「発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定め

る技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十

三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規

制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。」である。 

 

ウ 小括 

 したがって、発電用原子炉設置者は審査時以降も「発電用原子炉施設を原子

力規制委員会規則で定める技術上の基準」ヘの適合を維持することが必要であ

り、これを充たさない場合には、原子力規制委員会は停止等命令を発する義務

がある。 

 

⑷ 炉規法改正前の停止命令等の根拠法 

 炉規法改正前の停止命令等の根拠法は電気事業法第３９条、第４０条3である。

また、炉規法改正後施行前の期間について主務官庁による技術基準適合命令が

発し得ると解すべきである。従って、この期間においても被告国は電気事業法

                                            
3（事業用電気工作物の維持） 
第三十九条  事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務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。 
２  前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 
一  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。 
二  事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えな

いようにすること。 
三  事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように

すること。 
四  事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物の損

壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。 
（技術基準適合命令） 
第四十条  主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合してい

ないと認めるときは、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を命じ、

又はその使用を制限することができる。 
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又は新炉規法による停止等命令を発することができた。 

 

第４ 被告国の違法性 

１ ４号機停止まで（平成２３年 3 月１１日乃至平成２３年７月２１日） 

上述のとおり、２０１１（平成２３）年３月１１日、東日本大震災が発生し、

福島第一原子力発電所の爆発事故が発生したにもかかわらず、大飯発電所はその

後も稼働を続け、３号機は同年３月１７日まで、４号機は同年７月２１日まで、

その運転を停止しなかった。 

ここで、福島第一原発事故発生により、事業用電気工作物である大飯発電所を

含む全ての原子力発電所に要求される、「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」技術基準そのものに疑いが生じたものと言わざるを得ない。

このことは、福島第一原発事故後、新規制基準の策定作業が行われたことからも

明らかである。 

この点について、国（内閣総理大臣）は、同年５月６日、中部電力株式会社に

対して、浜岡原子力発電所のすべての原子炉の停止を要請している。このときの

記者会見において、内閣総理大臣は、停止要請の理由について「何といっても、

国民の皆様の安全と安心を考えてのことであります。」「国民の安全と安心を守る

ためには、こうした中長期対策が完成するまでの間、現在定期検査中で停止中の

３号機のみならず、運転中のものも含めて、すべての原子炉の運転を停止すべき

と私は判断を致しました。」と述べている（甲１５１）。そして、国からの停止要

請を受けた中部電力もまた、「原子力は、安全の確保を最優先に、立地地域の皆さ

まをはじめ広く社会の皆さまの信頼を得て成り立つものであります。当社は、内

閣総理大臣からの要請を重く受け止めております。今回の要請は社会の原子力発

電に対する不安の高まりを踏まえたものと捉えており、原子力発電所を保有する

事業者として、皆さまの不安に対し真摯に対応し、より信頼を得ていくことが最

優先であると考えております。当社は、要請への対応について検討を重ねてまい



 14

りましたが、こうした基本的な考え方に基づき、非常に厳しい状況ではあります

が、現在運転中の浜岡原子力発電所４、５号機（４号機：沸騰水型、定格電気出

力 113．7 万キロワット、５号機：改良型沸騰水型、定格電気出力 138 万キロワ

ット）を停止することを本日、決定いたしました。」と発表している（甲１５２）。 

したがって、国は、福島第一原子力発電所の爆発事故の発生により、電気事業

法３９条１項に定める事業用電気工作物に関する技術基準（発電用原子力設備に

関する技術基準を定める省令（昭和４０年６月１５日通商産業省令第６２号））そ

のものに疑いが生じるとともに、大飯発電所を含むすべての原子力発電所につい

て、その適合性についても疑いが生じることとなったのであるから、かかる時点

において、関西電力を含む、稼働中の原子力発電所を設置する全ての電気事業者

に対して、速やかに原子力発電所の運転停止を命じなければならなかった。しか

るに、国はかかる規制権限を行使せず、漫然と大飯発電所を含む原子力発電所の

運転を継続させたものであって、国家賠償法上違法である。 

 

２ 平成２４年７月の再稼働について 

⑴ ストレステストの問題点 

上述のとおり、大飯発電所３号機及び４号機の再稼働にあたっては、内閣総

理大臣自ら、再稼働に向けた新たなルール作りを指示し、関係３閣僚において、

ストレステストの実施により再稼働を判断する方針を立案した。さらに、内閣

総理大臣は、関係３閣僚とともに原子力発電所再稼働に関する安全性の判断基

準を決定し、「原子力発電所の再起動にあたっての安全性判断に関する判断基準」

（暫定基準、甲１４５）を発表し、これに基づいて大飯発電所３号機及び４号

機の再稼働を決定した。 

しかしながら、ストレステスト及び暫定基準には以下に述べるような問題点

があり、大飯発電所３号機及び４号機の再稼働は認められるべきではなかった。 

ストレステストは、対象物に対して、耐性限界以上に地震動などの力を加え
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て、その影響を見る耐性試験であるが、本来、一次評価と二次評価に分けて実

施されることとされていた。一次評価では、従来の安全審査に較べて（設計上

の想定を超えて）より大きな地震動などのストレスをかけてどの程度の安全（余）

裕度があるかを調べるものであり、二次評価では、さらに設計基準上の許容値

以上のストレスを掛けて破壊が生じた場合（つまりシビアアクシデント領域）

の事故シナリオを調べるなどを目的とするものと考えられていた。したがって、

二次評価を行って初めて、本来の「限界を超えて」ストレスを掛けるというテ

ストを実施したことになる。ストレステストの一次評価は、津波の高さや地震

動の大きさを従来よりもやや高く設定して、東日本大震災と同程度の地震・津

波が来ても大丈夫であると言うアリバイ作り、机上の防災訓練となってしまっ

た。 

すなわち、そもそもストレステスト自体、コンピューター計算による机上の

防災訓練であり、また一次評価では安全限界（クリフエッジ）を超えた事故シ

ナリオの追求も行われておらず、本当の意味で耐性限界を超えたテストとはい

えないのである。 

上述のとおり、関西電力より提出された大飯発電所３号機及び４号機のスト

レステスト（耐性試験）一次評価については、２０１２（平成２４）年２月１

３日、原子力安全・保安院がその妥当性を確認し、その後原子力安全委員会が

これを追認した。 

しかしながら、その際、班目春樹同委員長は「一次評価だけでは不十分であ

り、二次評価の提出が必要」と発言したが、大飯原発３号機及び４号機は、ス

トレステスト二次評価が提出されないまま再稼働へと踏み切られたのである。 

 

⑵ 「原子力発電所の再起動にあたっての安全性判断に関する判断基準」（暫定

基準）の問題点 

暫定基準は、その骨子が示されてわずか２日間で作成されたもので、まさに
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大飯発電所の再稼動を目的として、専門家の検討も経ないままに政治家が決定

した、きわめて政治的な判断基準にすぎない。このことは、暫定基準が決定さ

れた当日に、経済産業大臣から関西電力に対して実施計画の作成が指示され、

さらにその３日後には、関西電力から実施計画が提出され、実施計画が提出さ

れた４日後には再稼働を決定する政治判断がなされたことからも明らかである。 

また、暫定基準の内容を見ても、電力各社が自主的に行った電源車配備など

の既設の対策を、基準（１）として、いかにも基準をクリアしているかのよう

に述べ、また、今回の事故で重要性が改めて問題となった「防潮堤かさ上げ、

フィルターベント、水素除去、免震重要棟」等については全て基準（３）とし

て先送りしている。 

そして、そもそもこれらの基準作成に当たって基本文書とされたものの一つ

は、原子力安全・保安院が東京電力福島第一原子力発電所事故の技術的知見と

してとりまとめた、いわゆる３０項目であるが、そもそも原発政策を推進して

きた原子力安全・保安院が策定したものであるという問題があることに加え、

各種事故調査委員会の結果も反映されないものであった。そして、基準作成に

当たってのもう一つの基本文書は、電力各社が行うストレステスト一次評価で

あり、上述のとおり、一次評価におけるストレスは設計基準上の許容値を超え

るものではなく、シビアアクシデント領域での事故シナリオには触れられてい

ないなどの問題がある。 

したがって、このような不十分であり、かつ、あくまで大飯原発の再稼働を

目的として政治的に定められた暫定基準での再稼働は認められるべきものでは

なかった。 

 

⑶ 国家賠償法上の違法性 

しかしながら、国は、上述のとおり、ストレステストの実施により再稼働を

判断する方針を示した上で、関西電力に対してストレステストの実施を指示し、
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さらに、暫定基準に基づいて再稼働に関する安全性判断を行うことを発表した

上で、関西電力に対して実施計画の作成を指示するなど、大飯発電所３号機及

び４号機の再稼働を自ら推し進め、関西電力に対して再稼働を認めたものであ

る。 

しかしながら、上記１で述べたとおり、福島第一原子力発電所の爆発事故の

発生により、電気事業法３９条１項に定める事業用電気工作物に関する技術基

準（発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令（昭和４０年６月１５日

通商産業省令第６２号））そのものに疑いが生じるとともに、大飯発電所を含む

すべての原子力発電所について、その適合性についても疑いが生じることとな

ったのであるから、改めて技術基準を見直し、また、見直された技術基準に基

づく適合性審査をしなければならなかった。しかしながら、国はこれを怠り、

ストレステスト一次評価及び暫定基準により、大飯発電所３号機及び４号機の

再稼働を認めたものであって、電気事業法３９条、４０条に反する違法があり、

国家賠償法１条１項に基づく賠償義務を負う。 

 

３ 原子力規制委員会発足時点の規制権限不行使（H25.7.3 現状評価前） 

第２の３及び第２で指摘したとおり、原子力規制委員会は、一連の法改正によ

って原子力の安全に対する独占的かつ強力な規制権限を与えられて発足した。そ

して、発足直後の段階から、原子力規制委員会は、暫定基準の不備を認め、かつ

新たな規制基準を策定するまでは再稼働を容認すべきではなく、政治的な例外を

認めれば原子力規制委員会の存在意義に関わることを明確に認識していた。 

すなわち、同会議終了後に行われた記者会見において、田中委員長は、「暫定基

準については、もう一回見直しますということは、国会でも申し上げています。

暫定基準が十分かどうかということについては、幾つかまだ抜けがあるというふ

うに私自身は思っていますけれども、（中略）、例えば、防災の対応がまだできて

いないとか、そういうことがあります。」（甲１５３・４頁）と述べた。そして、
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記者からの「暫定基準の見直しが済むまでは、（中略）政府から安全確認を求めら

れてもお墨付きを与えないということの理解でいいのかどうか、その確認だけお

願いします。」という質問に対し、「暫定基準の見直しが済むまでにゴーサインを

出すかということですが、多分、それは無理だと思います。」（甲１５３・２４頁）

と明確に回答した。 

また、２０１２（平成２４）年９月２６日に行われた原子力規制委員会第２回

会議後の記者会見において、日本経済新聞社の記者が、「新しい安全基準の骨格を

年度末までにつくりたいということをおっしゃっておられましたけれども、それ

が再稼働の前提条件になってくるということなのですが、一方で、冬の電力需要

に向けて、北海道なんかでは電力不足の懸念が出ているのですが、こういったと

ころも例外にせず、新しい安全基準ができるまでは再稼働の判断というのはやっ

ぱり難しいというお考えなのでしょうか。そこら辺を教えてください。」と質問し

たのに対し、田中委員長は、「結論から言うと、判断基準がないままに再稼働させ

るということは規制委員会としてはできないと思っています。だから、できるだ

け早く安全の判断ができるような基準の策定を急ぎたいということ、今はそんな

考えですね。電力事情が足りないとか、いろいろなことまで入れますと、規制委

員会として何をやっているのだかわからなくなってしまいますので、皆さんが期

待しているような規制委員会でなくなってしまう可能性がありますから、それだ

けはちょっと御勘弁願いたいと。」と回答し、政治判断によって再稼働を行うこと

は原子力委員会設置の趣旨に反するとした（甲１５４・３～４頁）。 

そして、田中委員長は、第１回原子力規制委員会後の記者会見において、「大飯

３、４号機のことについては、政治的な判断があったと思います。夏の電力供給

を考えて、そういう判断をされたと思っています。」（甲１５３・１６頁）と回答

し、大飯発電所３号機・４号機が、原子力規制委員会の発足前に、政治的な例外

として稼働していたことも認めた。 

しかるに、田中委員長は、第２回原子力規制委員会会議後の記者会見において、
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これから策定する新しい基準と大飯原発第３号機及び４号機の関連について問わ

れたのに対し、「なかなか難しい判断ですけれども、一応政治的にいろいろな社会

的条件とかを判断して、稼働しているものを、今、何の根拠もなくとめなさいと

いうのは、なかなか難しいところがあります。」（甲１５４・１０頁）と回答し、

停止を求めない意向を示した。 

以上のとおり、原子力規制委員会の発足により、電気事業法３９条１項に定め

る事業用電気工作物に関する技術基準の不備が明確に確認され、かつ田中委員長

は、新しい規制基準の策定前に、電力不足などを理由に政治判断で再稼働を行う

ことは原子力規制委員会の任務に反すると明確に発言しながら、大飯発電所３号

機及び４号機については、その任務に背いて政治的な例外であることを容認し、

停止を求めなかったのである。かかる国の規制権限不行使は、電気事業法３９条、

４０条に違反する違法、ないしは改正後の新炉規法第４３条３の２３に違反する

違法があり、国家賠償法１条１項に基づく賠償義務を負う。 

 

４ 現状評価を行ったにもかかわらず停止を行わない違法性（現状評価後の違法） 

上記第２の４で述べたとおり、原子力規制委員会は、新たな規制基準の骨子を

策定した後、暫定基準によって稼働している大飯発電所３号機及び４号機につき

現状評価を行った。この点、田中委員長は、現状評価を必要とする趣旨につき、

「具体的に言うと、今、動いているのは、大飯の３、４号機ですけれども、これ

についても、基本的には大飯が例外的なものであるとはすべきではないと私自身

は思っています。運用面の例外を出さないようにするということ、つまりバック

フィット制度の大原則を大飯にも適用するということであります。」と説明してい

た（甲１４６・３４頁）。 

 このように、原子力規制委員会は、バックフィットの例外を許さないために大

飯発電所３号機及び４号機の現状評価を行い、その結果、第２の４(4)で述べたと

おり、新規制基準を満たしていない点があることを確認した。しかるに、原子力
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規制委員会は、「直ちに安全上重大な問題が生じるものではない。」として、稼働

を容認したのである。 

しかしながら、既に安全上重大な問題が生じていれば、稼働が不可能であるの

は当然である。新規制基準への不適合性を確認しながら、直ちに問題が生じるか

否かという別の判断基準を持ち出し、稼働を容認するなどというのは、原子力安

全に対する独占的な権限を有する機関にあるまじき行為というべきである。 

この点、同日の会議後に行われた記者会見において、記者からも、「今とまって

いる原発が１００を満たさなかったら再稼働ができないのに対し、大飯は８０と

か９０の段階で運転を続けているという、ここに一番国民が理解できない点があ

ると思うのですが、この点はどうお考えでしょうか」と疑問が出された。これに

対し、田中委員長は、「将来、何十機か動いた時に、新しい基準ができたといった

ら、全部一遍にとめなさいということをやるわけにはいかないでしょうと。いろ

いろなことを考えなければ。」と、開き直りともいえる回答を行った（甲１５５・

６～７頁）。 

以上のとおり、国は、大飯発電所３号機及び４号機への事前審査により、新規

制基準への不適合性を明確に確認しながら、稼働を容認し、停止を求めなかった

ものであって、電気事業法３９条、４０条に違反する違法、ないしは改正後の新

炉規法第４３条３の２３に違反する違法があり、国家賠償法１条１項に基づく賠

償義務を負う。 

 

５ 新規制基準施行（平成２５年７月 8 日）後の違法性 

⑴ 原子力規制委員会規則制定権限不行使の違法 

ア 立地審査指針について 

 原告ら第７準備書面で述べたとおり、被告国は「立地審査」を原子力規制委

員会規則に取り入れなかった。しかし、立地審査指針は昭和３９年以降施行さ

れており、国際的に採用されている基準でもある。また、福島第一原発事故後
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は、旧来の立地審査指針が住民の生命、健康に対する危険の予防の観点から不

十分であることが判明した。 

 従って、同事故後、より基準を厳格にした規則を制定すべきであったのにこ

れを怠った被告国には規則制定権限不行使の違法がある。 

 

イ 避難計画の規則化について 

 原告ら第６準備書面で述べたとおり、日本においては避難計画の策定は、原

子力発電所の許認可要件には含まれていない。他方、海外においてはこれを許

認可要件とする立法例がある。福島第一原発事故は、住民の生命、健康に対す

る危険を除去するため、原子炉の規制のみならず、具体的事故を想定しても近

隣住民が避難可能な避難計画の策定が必要であることを明らかにした。 

 したがって、被告国には、福島第一原発事故後においては、避難計画の策定

を許認可要件化する原子力規制委員会規則を策定すべきであったのにも関わら

ずこれを怠った規則制定権限不行使の違法がある。 

 

⑵ 原子力規制委員会の規制権限の不行使の違法１ 

ア 法の趣旨より立地審査は行われるべきである 

 立地審査指針は、原子力規制委員会規則に定められていない。しかし「規則」

は行政の内部通達にすぎず、上位規範たる法の趣旨から立地審査は行われるべ

きである。 

イ 原子炉等規制法第１条、第４３条の３の２３、及び第４３条の３の６ 

 ここで、原子炉等規制法は、第４３条の３の２３は原子力規制委員会が停止

命令等を行う要件として、同法第４３条の３の６第４号をあげ、同第３号をあ

げていない。しかし、「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我

が国の安全保障に資すること」（法第１条）を目的とし、原子力規制委員会に全

面的に許可の審査を行わせるとした法の趣旨からは、第４３条の３の６第３号
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についても、停止命令等の権限は及ぶと解釈されるべきである。 

 「三  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。第四十三条の三の二十二

第一項及び第四十三条の三の二十九第二項第二号において同じ。）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。」 

 

 けだし、第４３条の３の６は原子力規制委員会の発電用原子炉設置許可要件

を定めているところ、一旦原子炉の設置許可をした後にも、原子力事業者が「（重

大事故の）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」を欠く

に至った場合に停止命令等を発令できないのは不合理であり法の趣旨に反する

からである。 

  

ウ 規制権限不行使の違法 

 この点、福島原発事故後、福島事故程度の重大事故で１００mSv（乃至それ

よりも低い被曝量）を非居住区域とすべきという知見がえられたのであるから、

原子力規制委員会は要件を充たさない大飯原発については、法の趣旨又は第４

３条の３の６第３号を根拠に廃炉命令を行うべきであったのにこれを怠った違

法がある。 

 

⑶ 原子力規制委員会の規制権限の不行使の違法２ 

 原告ら準備書面で述べたとおり、大飯原子力発電所は水素爆発に関する実用発

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第３７条

「重大事故等の拡大防止等」における水素爆轟防止に関する基準「原子炉格納容

器内の水素濃度が 13vol%以下」であることの要件を充たす状況にはなく、将来に
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わたりこれを充たす状況にもない。 

 従って、原子力規制委員会は新炉規法第４３条３の２３、及び、原子力規制委

員会規則第３７条により廃炉命令を行うべきであったのにこれを怠った違法が

ある。 

 

⑷ 小括 

 以上、立地、避難計画の不備、水素爆轟防止対策の不備について、大飯原子力発

電所は具体的危険を否定できない。 

 従って被告国には、平成２５年７月 8 日以降、規則制定権限不行使の違法及び規

制権限不行使の違法がある。 

 

第４ まとめ 

１ ２０１１（平成２３）年３月１１日の東日本大震災を端緒とした東京電力福島

第一原子力発電所事故の発生からすでに４年以上が経過した。にもかかわらず、

放射性物質の除染が進まず、いまなお福島県南相馬市、飯館村、大熊町、葛尾村、

富岡町、浪江町、双葉町などでは帰還困難区域が広がり、国道の脇には、現代の

竹矢来ともいうべき、金属製のバリケードが設置されて、立入りが規制され、こ

れらの地域を走っていたＪＲ常磐線の復旧工事は手つかずのまま放置され、ＪＲ

常磐線の開通の目途はいまだに立っていない。 

このように原発事故による放射能汚染は、周辺地域に深刻な被害をもたらし、

住みなれたふるさとを追われた大量の避難住民を生み出している。 

 

２ しかるに、この国の政府は、上述した原発事故の被害がきわめて深刻で長期に

及んでいることを知りながら、原子力発電所の再稼働に向けて、これを積極的に

推進・容認する方針を打ち出している。 

このため、大飯原子力発電所３号機及び４号機についても、福島第一原発事故
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の発生後、抜本的な安全対策をなおざりにしたまま、いち早く再稼働に踏み切り、

新規制基準施行後も、過酷事故に対して本来要求されている必要な安全対策を先

送りし、また立地審査指針などの当然とるべき安全対策を棚上げしたまま、早期

に再稼働を容認する姿勢をとっている。 

しかし、こうした国の方針・姿勢は、国民の生命と生活、その安全を根本から

危険にさらすものであって、およそ許されるものでないことは言うまでもない。 

 

３ 以上から、大飯原子力発電所３号機及び４号機に対して、その安全対策に責任

を負うべき所轄庁において、さきに述べたとおり、必要な規制権限を行使して、

すみやかに停止命令を出し、さらには廃炉命令までも出して、国民の生命と安全

を確保すべきであるのに、これを怠っていることはきわめて重大であって、上述

した規制権限不行使の違法があることは明白である。 

この結果、原告らの生命と生活の安全が根本からおびやかされ、原発事故によ

る放射線被曝等の重大な被害の危険にさらされることなく、平穏に日々の暮らし

を営むという平穏人格権が侵害されていることは明らかである。 

 したがって、被告国は上述した規制権限不行使の違法によって、原告らの人格

権侵害という損害を生ぜしめているものであるから、国家賠償法１条１項に基づ

く損害賠償責任があることはいうまでもない。 

以上 
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【略年表】 

 
                                            

i （施設の使用の停止等） 
第四十三条の三の二十三  原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しく

は設備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、発電

用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、

又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料

物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定

に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子
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炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原

子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。 
２  原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則

の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ず

ることができる。 
 
（許可の基準） 
第四十三条の三の六  原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合にお

いては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項

の許可をしてはならない。 
一  発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 
二  その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎がある

こと。 
三  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。第四十三条の三の二十二第一項及び第四十三条の三の二

十九第二項第二号において同じ。）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。 

四  発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて

汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委

員会規則で定める基準に適合するものであること。 

２  前項の場合において、第四十三条の三の三十第一項の規定により型式証明を受けた

同項に規定する特定機器の型式の設計は、前項第四号の基準（技術上の基準に係る部分

に限る。）に適合しているものとみなす。 
３  原子力規制委員会は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、第一

項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。 
 
（発電用原子炉施設の維持） 
第四十三条の三の十四  発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会

規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十

三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規

則で定める場合を除き、この限りでない。 
 
 


