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頭書事件について、相手方らの従前の主張を要約した表を別紙のとおり提出

する。表においては、主張をテーマごとにマスにまとめ、それぞれのマスの右

側にもともとの主張が記載されている書面と頁数を、そのさらに右側に当該主

張に係る疎明資料の番号を記載している。また、主張の記載においては、でき

る限りにおいて、抗告人の反論とそれに対する相手方らの再反論も記載した。 

 



第1章

第1

立証命題は「本件原発を運転することによって相手方らの人格権が侵害される具体的危険があること」であり，言い換えれば「本件
原発に安全性に欠けるところがあるため，過酷事故が起こり，相手方らの人格権が侵害される可能性があること」である。ここで求
められる「安全性」については，「絶対的安全性」と解することはできないとしても，過酷事故が起こる可能性が限りなくゼロに近
いものでなければならない。それは，原発の過酷事故が破局的な被害をもたらすからであり，最高裁伊方判決が，原発設置許可の法
制度の目的が「災害が万が一にも起こらないようにするため」であると述べたのも，その趣旨である。

申立書第6章第1（67～69頁）

福島原発事故の後，今後も日本の原発が過酷事故を起こす可能性があることは誰もが否定できなくなった。したがって，原発に求め
られる「安全性」の程度は，どこまで過酷事故のリスクを極小化すれば，社会がそのリスクを受け入れるかによって決まる。そし
て，それを決めることができるのは，専門家ではなく，市民である。市民が，過酷事故が起こった時の被害の深刻さ，広汎性，永続
性，後の世代に与える影響，原発の必要性等を考慮して決めるのであって，裁判所は，市民の合理的な意思がどこにあるかを探求し
なければならない。
ところで，市民が原発過酷事故についての一定のリスクを受け入れなければならないのであれば，その理由は，原発の公益性しかあ
りえない。日本の市民は，「原発がなければ日本の電力供給を賄えない」「原発はコストが安い」と信じ込まされ，原発を受け入れ
てきた。しかし，福島原発事故を経て，①原発がなくても電力供給に全く支障がないこと，②原発のコストは，他の発電方法よりも
高く，過酷事故を起こせば天井知らずであることが明らかになった。もはや原発に公益性はない。抗告人が原発を動かそうとしてい
るのは，経営の安定のためである。一私企業の経営の安定のため，市民に過酷事故のリスクを負わせる合理的な理由はない。（な
お，抗告人が原発の必要性として主張するのは，①エネルギー供給の安定性と②ＣＯ2の排出削減だけである。しかし，火力発電燃料
の大部分を占める石炭やＬＮＧは政情の安定している国から輸入しており，主に中東から輸入している石油は，火力発電燃料のわず
か10パーセント程度を占めるに過ぎない。また，原発は，発電時にはＣＯ2を排出しないが，ウラン採掘，原発建設，廃炉作業等に
よって膨大なＣＯ2を排出するから，ＣＯ2排出削減に寄与する程度は小さい。）
そうすると，原発に求められる「安全性」は，過酷事故のリスクが限りなくゼロに近いものでなければならないというべきである。

準備書面(5)
第2（3～17頁），
第4（19～27頁），
第5（27頁）

準備書面(12)
第1（1～3頁），
第2（3～6頁）

2

伊方最高裁判決は，原発設置許可処分取消訴訟において，本来的に原告が負うべき「処分の違法性」の立証責任を，公平の観点（資
料をすべて被告が所持していること）から，被告行政庁に負わせた（文言は「必要」であるが，機能的に考えれば事実上転換された
と解するべきである。）。原発運転差止め民事訴訟においても，同様の価値判断から，「安全性に欠ける点がないこと」の立証責任
を被告に負担させるべきである。この点では，志賀2号機訴訟1審判決（金沢地裁H18.3.24)が参照されるべきである。

申立書第6章第2（69～74頁）
準備書面(5)第2（3～17頁）

第2

1
福島第一原発事故で明らかになった旧安全審査指針類の重大な不備，欠陥を放置したままであり，原発が再び重大な事故を招来する
危険性が残存したままの，著しく不合理な基準である。
田中委員長が新規制基準に適合することは安全を意味するものではないことを繰り返し認めている。

申立書22～29頁
準備書面(6)3～5頁

甲16

未だに福島第一原発事故の原因は明らかになっていない状況であり，適切な安全基準を作成することが不可能である。福島第一原発
事故の原因究明すらなされていない状況の下，わずか1年足らずの間にまともな基準を策定できるはずがない。
(抗告人は，新規制基準の制定にあたっては，複数の検討チームにおいて，約8ヶ月間，会合が開かれて議論が重ねられた等と主張し
ている。)

申立書23～24頁
準備書面(6)5頁
抗告人主張書面(20)14頁，
抗告人主張書面(9)6～7頁

新規制基準は，国際的な常識とも言える「深層防護」が極めて不十分であり，世界的に見ても低い水準である。
例えば，耐震安全性に関して根底となる第1層が不十分である（基準地震動が本質的に過小評価となるような基準）（設備・機器の耐
震性の低さを通じて第2，3層の脆弱性をもたらす），安全機能の重要度分類と耐震重要度分類を見直すべきことが課題になりながら
放置されている，新たに義務化された第4層のシビアアクシデント対策が非常に不十分である，第5層を放棄している，原発審査の最
も根本的な基準である立地審査指針の改訂や組入が欠如している。

準備書面(6)5～6頁 甲100

1 立証命題

新規制基準が安全性を担
保するものか

総論

判断枠組み・立証責任論

立証責任

新規制基準の不合理性

疎明資料準備書面相手方の主張の要旨
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2

原発の安全審査の要である立地審査指針が欠如している以上，新規制基準は，周辺公衆の放射線被害を防止することを何ら保証する
ものではない。
抗告人は，新規制基準では立地審査指針が存在しないことを認めている（抗告人主張書面(4)12頁参照）が，立地審査指針が欠如して
いることに対する具体的な反論はなされていない（新規制基準では，地震・津波といった自然的立地条件に係る規制や，重大事故等
対策の有効性評価における原子炉格納容器の閉じ込め機能に係る想定等について，同事故を踏まえた上で策定されていると述べるの
みである）。
しかし，立地審査指針は，万が一の事故が発生した場合に，周辺公衆の放射能被害を防止する基準であり，万が一の事故が起こらな
いようにすることを目指す重大事故等対策で代替出来る代物ではない。

準備書面(6):7～19頁
抗告人主張書面(9):34～35頁

甲101，甲102，甲103

新規制基準が要求しようとしている重大事故対策による放射性物質放出抑制効果に期待するのであれば，その効果を検証，審査する
ためにも，重大事故における敷地境界被曝線量に基づく立地条件の適否の評価が必要不可欠にも拘らず，立地審査指針の見直し，組
み入れがなされていない。

準備書面(6):8～14頁

本件原発は，立地審査指針に適合せず，本来設置許可自体がなされてはならなかった立地不適合の原発である。 準備書面(6)：8～13頁 甲101，甲102，甲103

「重大事故」，「仮想事故」を同義反復し立地不適合の原発を容認したという根本的な誤りが放置されている。 準備書面(6):11～13頁 甲88，甲103，甲104

「非居住区域」・「低人口地帯」の範囲に関する考え方及び運用が明らかに誤りであることが明らかになったにも拘らず，立地評価
用の想定事象の見直しは一切盛り込まれず，安全評価審査指針の見直し・組み入れがなされていない。

準備書面(6):14～16頁 甲88，甲103

3

福島第一原発事故を踏まえれば，共通要因故障を想定した設計基準及び安全設計評価がなされなければならず単一故障指針は見直さ
れるべきであるのに見直されていない。抗告人は，共通要因故障は防止できるので，単一故障を仮定した設計及び安全設計評価を行
えば足りると主張するが，不合理な方法で策定された基準地震動を前提とする耐震設計をしても地震による共通要因故障を防止する
ことはできない。原発の設計においては，万が一にも事故が発生しないよう慎重に慎重を重ねて設計すべきであり，実際に福島第一
原発事故においては共通要因故障が生じた以上，共通要因故障が生じることを仮定した設計及び安全設計評価をすべきである。

申立書24頁～26頁，
準備書面（6）41頁～42頁，
抗告人主張書面(4)14頁～17頁，
抗告人主張書面(6)21頁～24頁，
抗告人主張書面(9)21頁～22頁，

甲104

外部電源に関する重要度分類及び耐震重要度分類が格上げされていない（第2の5を参照されたい。）。

申立書26頁～27頁，
準備書面（3）4頁及び17頁，
抗告人主張書面(1)138頁～139
頁，
抗告人主張書面(4)17頁～18頁，
抗告人主張書面(9)12頁～15頁，
抗告人主張書面(14)72頁～78頁

甲17，甲18，甲79，甲
80，甲87，甲166

4 新規制基準では立地評価用の想定事象の見直しがされていない。 準備書面(6)14頁～15頁
甲88の76頁～77頁，甲
103の10頁，甲104

安全設計の評価に関しても致命的な欠陥が放置されている（単一故障の仮定をとっていること，設計基準事故の原因として，内部事
象だけを想定し，自然現象あるいは外部からの人為事象は想定外とされていること）。抗告人は，共通要因故障は防止できるので，
単一故障を仮定した設計及び安全設計評価を行えば足りると主張するが，不合理な方法で策定された基準地震動を前提とする耐震設
計をしても地震による共通要因故障を防止することはできない。原発の設計においては，万が一にも事故が発生しないよう慎重に慎
重を重ねて設計すべきであり，実際に福島第一原発事故においては共通要因故障が生じた以上，共通要因故障が生じることを仮定し
た設計及び安全設計評価をすべきである。

準備書面（6）15頁～16頁，
準備書面(6)43頁～45頁，
抗告人主張書面(4)14頁～17頁，
抗告人主張書面(6)21頁～24頁，
抗告人主張書面(9)21頁～22頁

甲104

5

新規制基準においても，外部電源の重要度分類は「ＰＳ-3」に位置づけられ，耐震重要度分類は「Ｃクラス」のままであり，これで
は原発の安全性が確保されない。外部電源喪失時の規定も具体的でなく，また5年間の猶予を与えており不十分である。
これに対し抗告人は，事故時には発電所外部の電源に依存せず，発電所内に信頼できる非常用電源を確保するとの設計思想の下，非
常用ディーゼル発電機に高い耐震性を持たせているなどと主張するが，外部電源は原発の電源確保において第一次的な役割を担う極
めて重要な設備であり，多重防護の思想に基づき，相応しい耐震性（耐震Ｓクラス）をもたせるべきであり，抗告人の主張は外部電
源が耐震Ｃクラスのままであることを正当化する理由とはいえない。膨大なコストがかかるという経済的理由によって外部電源を耐
震Ｓクラスに分類しないことは許されない。

申立書26頁～27頁，
準備書面（3）4頁及び17頁，
準備書面(6)45頁～48頁，準備書
面(17)7頁～13頁，
抗告人主張書面(1)138頁～139
頁，
抗告人主張書面(4)17頁～18頁，
抗告人主張書面(9)12頁～15頁，
抗告人主張書面(14)72頁～78頁

甲17，甲18，甲79，甲
80，甲87，甲166

6
設計面で根本的に「止める，冷やす，閉じ込める」機能を充分に拡充することなく，後付けの付け焼き刃的な対策をとったに過ぎな
い。「冷やす」対策，「閉じ込める」対策が不十分で実効性を欠いているし，敷地外への放射性物質の拡散抑制対策も不十分であ
る。

準備書面(6):49～57頁

恒設設備ではなく，可搬設備で対応することを基本としていることから重大事故対策の有効性が認められない。また受動的安全性を
もたせるような改修が要求されていない。

準備書面(6):57～59頁

安全設計審査に関する基
準の不合理性

立地審査をしないこと

安全評価審査指針の見直
し，組入れがなされてい
ない

外部電源の重要度分類・
耐震重要度分類の問題

シビアアクシデント対策
が不十分
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フィルタ・ベント設備にラプチャー・ディスクの設置を義務付ける内容となっていない。 準備書面(6):62～63頁

バックフィット制度の導入があるにも拘らず，一部の設備について5年の猶予期間が設定された。
申立書41～42頁
準備書面(6):63～64頁

欧州電力事業者要求仕様（ＥＵＲ）では，コアキャッチャーの装備，航空機衝突に耐えるための格納容器の二重化，12時間規則の採
用等があり，新規制基準よりもはるかに厳しい規制内容である。

申立書32頁，42頁 甲19・121～124頁

7
「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の評価に当たり平均的な地震動を算出するものであり現に発生した平均以上の地震動
を切り捨てる結果となっていること，「震源を特定せず策定する地震動」については規模の大きいＭ7級の地震動を意図的に除外して
いること等基準地震動の策定方法が不合理である。

準備書面(1)33頁～36頁，
39頁～54頁，
56頁～69頁

甲60～68

1997.3の鹿児島県北西部地震から2013の栃木県北部地震までの，わずか17年間の16の地震から決定することは不合理である。 準備書面(1)69頁～72頁

残余のリスクの概念がない。 準備書面(6)37頁

耐震重要施設を設置すべきでない地盤を「露頭」した断層等のある地盤に限定しており，耐震重要施設が設置されるべき地盤の規制
が不十分である。
※これに対する抗告人の反論は，設置許可基準規則において，基準地震動による地震力によって耐震重要施設の地盤に弱面性のずれ
等が発生しないことが求められている，というものである。

準備書面(6)39頁～40頁
抗告人準備書面(9)8頁～9頁

甲114

「将来活動する可能性のある断層等」を，原則として後期更新世の活動が否定できない断層等に限定しており，日本列島の現在の変
動が約50万年前から連続しているという地震学者の見解からすれば，考慮すべき活断層の定義が狭きに失する。これに対する抗告人
の反論は，新規制基準の規定内容は，米国とは異なる我が国の活断層の活動周期を踏まえたものである，というものであるが，そも
そも相手方は，日本列島の変動の連続性等に関する地震学者の見解に基づく主張を行っている。

準備書面(6)40頁～41頁
抗告人主張書面(9)9頁～10頁

甲115

基準地震動及び耐震設計方針並びに基準津波及び耐津波設計方針の規定が「適切に評価」，「十分に考慮」など抽象的に過ぎ，具体
的で定量的な規定を取り込んでいない。抗告人の反論は，「適切に」等の文言はあっても，それが専門技術的観点から基準への適合
性に係る適切な判断をもたらすことはあっても，規制の厳格さの欠如をもたらすものではない，というものであるが，そのような考
え方は，具体的な審査基準の合理性と具体的審査基準への適合判断の合理性の双方を求めた伊方原発最高裁判決の考え方と甚だしく
乖離するものである。

準備書面(6)37頁～38頁
抗告人主張書面(9)10頁～12頁
準備書面(13)3頁

8 弾性設計用地震動と基準地震動は連動しており，基準地震動が甘くなれば弾性設計用地震動も甘くなり適切な弾性設計ができない。 準備書面(9):10,11頁

委員会の内規である解釈により，弾性設計用地震動に対して弾性限界を超える場合を容認している。
「おおむね弾性範囲に留まりうる」というのは明確でない。
規則の解釈として誤っているし，原子炉規制法43条の3の6第4項にも反する。

準備書面(9):11,12頁

耐震重要度分類Ｂクラスの施設には安全上重要な施設もあるのに，弾性設計用地震動の半分の地震動をもとに弾性設計がなされてい
る。甘すぎる。

準備書面(9):12,13頁

耐震重要度分類Ｂ，Ｃクラス施設は基本的に動的地震力により弾性設計がされていない。 準備書面(9):13,14頁

9
原子炉規制法上バックフィット規定があるのに，規則やその解釈で適用除外が認められており，その適用除外の対象として設計基準
対象施設内の機器・構造物が含まれている。

準備書面(9):15～17頁

10

5層目の防護規定はＩＡＥＡ等に規定があり国際常識である（例えば，米国においては，妥当で実行可能な緊急時計画の策定がＮＲＣ
（米国の原子力規制委員会）による許可条件となっている）のに，政府は再稼働と避難計画を切り離している。(第1章第4の2の(5)参
照)
避難計画が，当初，再稼働のための必須条件とされていたにもかかわらず，新規制基準では，避難計画に関する基準が欠如している
(実効性は審査されていない)。

申立書29～32頁
準備書面(6):19～28頁

甲105～甲113，甲73

弾性設計用地震動の不合
理性

地盤・地震・津波に係る
新規制基準が不十分

第5層（原発施設外での緊
急時対応）の欠落

バックフィットの適用が
ない
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11

福島第一原発事故の教訓を踏まえれば実効性ある汚染水対策が必要であるが，新規制基準にはこれがない。
抗告人の反論は，福島第一原発における汚染水のような事象については，まず，これを発生させないことが重要なのであり，新規制
基準は，原発から放射性物質が異常放出される事態を防ぐために，設計基準事故と重大事故等に分けて，施設の設計等を行うこと等
を要求しているというものであるが，汚染水対策の基準がないことに対する具体的な反論はない。
福島第一原発事故後，深刻な問題となっている，汚染水対策に関する考察を全く欠いた新規制基準は，極めて不十分な基準と言わざ
るを得ない。

準備書面(6):28頁
抗告人準備書面(9):33～34頁

12
使用済み核燃料プールは，原子炉格納容器の炉心部分のような堅固な防御はなく，このプールから大量の放射性物質が漏れる危険が
ある。
後付けの簡易な可搬型設備等による対処しか要求しておらず，使用済み核燃料を「閉じ込める」という発想がなきに等しい。

準備書面(6)28～30頁 甲76

第3

1

放出された放射性物質は，2011年3月末段階で，ヨウ素131とセシウム137だけをヨウ素換算して90京ベクレル（東電発表による。チェ
ルノブイリ原発事故の17％とされる。），キセノン133が1100京ベクレル（原子力安全保安院発表による。チェルノブイリ原発事故の
1.7倍）にのぼり，その後も現在まで放出が続いている。福島県の震災関連死は，2014年9月現在で1793人，今なお，10万人近くの人
たちが故郷に戻ることができない。既に，小児甲状腺がん患者が172人も発見され，莫大な数の人たちが，これから低線量被ばくによ
る健康被害の恐怖の中で生活しなければならない。
大変深刻な事故であるが，それでも，この程度の事故で収まったのは極めて幸運だったのであり，近藤駿介原子力委員会委員長が作
成した最悪のシナリオ（福島第一原発から170km圏内の1000万人の強制避難，250km圏内の3500万人の希望者避難）が現実化する恐れ
が強かった。
本件原発で今後過酷事故が起これば，「最悪のシナリオ」が現実化する恐れが十分あり，その場合，日本という国自体が崩壊する危
機に立たされることになる。

申立書第2章（13～22頁） 甲4～13

2
福島第一原発1～3号機の使用済核燃料は未回収のままであり，メルトダウンした核燃料デブリの搬出作業の目途が立っていないばか
りか，現状の正確な把握すらできていない。敷地からは毎日大量の汚染水が発生しており，事故原因は未だ解明されないままであ
る。

申立書第2章第1の4（16頁）

3
原子力委員会委員長が作成した「最悪のシナリオ」によれば，東京都，神奈川県東部までもが，都市機能のマヒに陥るところであっ
たことが明らかにされている。これが現実とならなかったのは，たまたま工事の遅れによって貯留していた水が，防壁がたまたまず
れていたことによって，使用済核燃料プールに流れ込みメルトダウンを防いだという2つの偶然が重なったからに過ぎない。

申立書17頁 甲13

4
福島第一原発事故後，原発が稼働していなくても電力供給に問題はなく，抗告人が原発再稼働を望むのは，ひとえに私企業として利
益率の改善を図るためであり，電力の安定供給という公益目的のためではない。

申立書65～67頁
準備書面(2):11頁

5
原発は地震等の災害時に長期間の運転停止を余儀なくされ，他の発電方式に比べて安定性に欠ける。それゆえ我が国では原発がなく
ても支障がないような電力供給体制がとられてきた。

準備書面(2):7～8頁

6
原発周辺では，小児白血病の発生数が有意に高いことがよく知られている。
発生した熱エネルギーの3分の2を海に捨てている。そのせいで，周辺海域の水温を上昇させている。
若狭湾では原発が停止しているおかげで北方系の魚介類が戻り生態系が回復しつつある。

準備書面(2):9頁 甲74，甲75

7
福島地裁判決が指摘するように，人格権と経済性の問題を並べて議論すること自体，法的に許されないことであるが，抗告人が指摘
する原発の発電コスト8.9円/ｋＷｈは事故処理コストの算入が不十分だったものであり，実際には11円台に上る。

準備書面(2):9頁 甲76：66頁

第4

避難計画は形だけあれば良いと言うものではなく，その内容が被ばくを避けるという観点から合理的かつ実効的なものでなければな
らない。

申立書44，45頁
準備書面(15):9頁
準備書面(17):16頁

新規制基準では実効的な避難計画が策定されているかを審査する仕組みになっておらず，実効的な避難計画がなくても再稼働されて
しまう。

準備書面(13):24頁

(1)
地域防災計画は被ばくを避けながら避難することを定めているのではないので,この計画に従って避難したとしても住民の被ばくを防
止できない。

申立書44～47頁 甲41～44
2

原発運転の犯罪性（公益性が皆
無であること）

原発は供給安定性に欠け
る

汚染水対策の基準がない

過酷事故によって広範な被害が
想定される一方，実効性のある
避難計画を立てることができな
いこと

原発は経済性に優れてい
ない

原発は環境性に優れてい
ない

福島第一原発事故の原因
は未解明である

日本が壊滅する危機だっ
たこと

原発がなくても電気は足
りている

使用済み核燃料プールの
問題点

福島第一原発事故の被害
（原発がもたらす被害の
実例）

1 避難計画の在り方

地域防災計画の問題点

地域防災計画に従え
ば被ばくを防げるか
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(2)
地域防災計画策定の際に行った放射性物質の拡散に関するシミュレーションについて，放射性物質の放出量の想定が甘い，拡散速度
の想定が遅いといった問題点がある。

申立書47～50頁 甲45～48

(3) 地域防災計画は起こりうる複合災害に対応できていない。 申立書50～51頁

(4)
滋賀県内の住民について，実際に避難するとなると自動車を使った避難が予想されるが，利用できる道路の数からすれば，時間内に
避難するのは不可能であり，被ばくは避けられない。

申立書50～53頁 甲49～51

3

（UPZ内外では放射性物質の濃度が低くなり屋内退避が有効なので，いつまでに避難すると定めるのが合理的でないとの抗告人主張に
対して）大量の放射性物質が放出された場合は濃度も高くなり，屋内退避は有効でない。また，熊本地震のように，建物が倒壊する
おそれがある場合は，屋内退避することはできない。余震による建物倒壊に怯える人たちを屋内退避させることは不可能である。滋
賀県も屋内退避を定めた原災指針の見直しを求めている。

準備書面(13):24，25頁
準備書面(17):18，21，22頁

甲187，188

4
（段階的避難の抗告人主張に対して）事故の状況によっては，短時間で放射性物質が広がることもあり，そうなれば一斉避難と変わ
ることはない。住民に段階的避難を強制することはできず，放射性物質が原発から放出される危険があるとわかれば住民が一斉避難
する可能性が高く，避難に長時間かかり，その間に被ばくするおそれがある。

準備書面(13):25，26頁

5
（原災指針が具体的・合理的であるという抗告人主張に対して）放射性物質の放出量想定が過少であり合理的でない。屋内退避は合
理的・実効的でない（前記3）。

準備書面(17):16，17頁 甲183

(1)

（「高浜地域の緊急時対応」（乙207）という合理的で実効的な避難計画があるという抗告人主張に対して）十分議論して策定された
ものではないし，複合災害に対応できていない（特に屋内退避は熊本地震の経験から現実的でない。）避難道路に指定されている道
路が損壊した場合復旧作業が短時間のうちに終わる保証は何もない，道路渋滞が発生して避難に時間がかかる，避難経路・避難先が
限定的，自動車が使えない場合の代替手段も使えないことがある，段階的避難は合理的・実効的でないなどの問題がある。

準備書面(17):17～21頁 甲184，186

(2)
高浜発電所にはアクセス道路が1本しかなく，放射性物質が発電所外に放出された場合，音海集落は道路を使った避難ができなくな
る。土砂災害や雪崩の危険もあり，避難計画通りに避難できない。

申立書43頁 甲38～40

6

アクセス道路の問題

放射性物質の拡散速
度と避難時間等

屋内退避

段階的避難

原災指針

高浜地域について

地域防災計画のシ
ミュレーションが適
切か

複合災害に対応でき
るか

「高浜地域の緊急時
対応」
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第2章

第1

(1)
若狭地方の地震
のリスク

阪神大震災後，日本は地震の活動期に入っている。特に，東北地方太平洋沖地震によって，日本列島の近くは大きく移動したから，
今後，列島各所で地震が起きる危険性が高まっている。
若狭湾周辺は，もともと地震の多発地帯であり，多数の活断層があるが，近年は大地震に襲われておらず，地震の空白域となってい
る。次の地震は，地震の空白域で起こる可能性が高い。

申立書第3章第3の2(34頁) 甲22

(2)
地震に対する知
識が不十分であ
ること

地震についての知識は，不十分である。地震について詳細なデータが得られるようになったのは，兵庫県南部地震以降，たかだか最
近20年にすぎない。地震学の研究には，①地震という自然現象が本質的に複雑系の問題であり，理論的に完全な予測をすることが不
可能であること，②実験ができないので，過去の事象に学ぶしかないこと，③低頻度の事象で，過去のデータが少ないこと，の三重
苦がある。
最近の熊本地震でも，予想外の事象が起こっている。私たちは，自然の前に謙虚になる必要がある。

準備書面(3)第2の2(6頁) 甲58

(3)

地震動を精度よ
く予測すること
はできず，倍半
分程度のバラツ
キは不可避であ
ること

強震動予測のバラツキの研究（甲148号証の3）によれば，アスペリティの位置，アスペリティの強度，高域遮断周波数，破壊伝播速
度，破壊開始点というパラメータだけを対象にして強震動予測結果のバラツキを評価したところ，標準偏差レベルで倍半分のバラツ
キがあることが判った。そもそも，強震動予測レシピ自体が，観測を倍半分の範囲内で予測できるようにすることを目的とするもの
であった。

準備書面(10)第2の2(4)(17頁)，
第3の2(1)(18頁)，
第3の3(18～20頁)，
第4の3(20～21頁)

甲145，148の1～3，甲
149，乙20

(4)
既往最大の地震
動を採用すべき
こと

地震動を正確に予測することは極めて困難であるから，原発のように過酷事故を起こしてはならない設備の耐震設計の基準にする地
震動は，少なくとも既往最大の地震動を採用するべきである。

準備書面(3)第2の2(6頁) 甲58

抗告人は，検討用地震として，①FO-A～FO-B～熊川断層（全長64.7km），上林川断層（全長39.5km）を選定したが，これらの断層長
は，地表地震断層（震源断層が地表に現れた痕跡）のものであって，地下の震源断層のものではない。地下の震源断層はもっと長い
可能性を想定しなければならない。
過去，マグニチュード7を超える地震であっても，地表に痕跡を残さなかった地震や一部の痕跡しか残さなかった地震（1995年兵庫県
南部地震等）は枚挙にいとまがない。また，地表地震断層が認識されていなかった場所，あるいは短い活断層しか確認されていな
かった場所でマグニチュード7以上の内陸地殻内地震が起こったケース（例えば，2000年鳥取県西部地震，2008年宮城岩手内陸地震
等）も相当数ある。
抗告人は，本件発電所の敷地周辺区域が活断層の活動が活発な地域であることから，本件発電所周辺地域に限って，地表地震断層の
長さと震源断層の長さが一致している旨を主張する（抗告人主張書面(10)25頁，45頁）が，その科学的根拠は全く示されておらず，
抗告人の願望としかいいようがない。

準備書面(13)第2の7(3)（12頁）

(1)

抗告人は，FO-A～FO-B～熊川断層は本来3連動をしないのだが，3連動を基本ケースに取り入れることによって保守的な評価になって
いると主張する（抗告人主張書面(10)35頁）。しかし，抗告人は，原子力規制委員会に対し，3連動しないことを再三にわたって主張
したのに，原子力規制委員会の承認を得ることができず，最終的に，3連動を基本ケースとすることで原子力規制委員会の承認を得た
のである。したがって，訴訟においても，3連動することを前提として評価するべきであって，再び3連動を否定するのは信義に反す
る。

準備書面(8)第1の2(4)(3頁)
準備書面(10)第1の2(5)(5～6頁)
準備書面(13)第2の5(11～12頁)

甲140，169

(2)

抗告人は，FO-A～FO-B～熊川断層及び上林川断層の地震発生層の上端深さは4kmであるのに，基本ケースで3kmとしたことで保守的な
評価になっていると主張する。しかし，抗告人は，原子力規制委員会に対し，4kmであることを再三にわたって主張したのに，原子力
規制委員会の承認を得ることができず，最終的に，3kmとすることで原子力規制委員会の承認を得たのである。したがって，訴訟にお
いても，上端は3kmであることを前提として評価するべきであって，再び4km説を主張するのは信義に反する。

準備書面(8)第1の2(4)(3頁)
準備書面(10)第1の2(5)(5～6頁)
準備書面(13)第2の6(11頁)

甲154

3

抗告人は，松田式と耐専式を採用しているが，これらは，過去のデータの平均を求める経験式であるから，原発の基準地震動の策定
に使用する場合は，その「バラツキ」を考慮して保守的に扱われなければならない（基準地震動ガイドも「経験式が有するばらつき
も考慮されている必要がある」としている【3.2.3(2)】）。抗告人は，「不確かさ」を考慮しているから，平均値を使っていいと主
張するが，地震動ガイドは，「ばらつき」と「不確かさ」【3.3.3】は概念として用いており，「ばらつき」を考慮していない抗告人
の手法は，新規制基準に違反している。

準備書面(10)第4の2（20頁）
準備書面(13)第2の10（14～15
頁）

乙33

各論

震源を特定して策定する
地震動（応答スペクトル
による手法）

震源を特定して策定する
地震動（活断層評価）

FO-A～FO-B～熊川断
層の3連動を認めたこ
とが保守的な評価か

総論

地震

2

1

地震発生層の上端深
さを3kmとしたことが
保守的な評価か
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(1)

断層長と地震の規模（Ｍ）の関係式である松田式は，基礎となった14地震のデータの平均式であり，データは，その平均値の前後に
大きくばらついている。地震の規模（Ｍ）を想定するにあたり，平均値を採用するのは，原発の耐震設計に用いる限り不合理であ
り，バラツキの最大値を用いるべきである。
抗告人は，14地震の震源断層長について気象庁が再評価した結果を踏まえれば，整合している（バラツキが小さい）と主張する（抗
告人主張書面(7)7頁）が，それでもバラツキが存在するし，そもそも，地震発生前に私たちに与えられているのは，その断層が過去
に活動した痕跡である地表地震断層の長さであり，地震発生後に各種データを解析して把握できる震源断層長ではない。
私たちは，FO-A～FO-B～熊川断層や上林川断層が活動した時の地震規模を想定しようとしており，与えられているのは，各断層の地
表地震断層の長さなのであるから，抗告人の主張は意味をなさない。

準備書面(1)第3章第1の2(28～30
頁)
準備書面(10)第1の1(1～4頁)
準備書面(16)第2(3～8頁)

甲137～139，174～176

(2)

耐専式は，地震の規模（Ｍ）と等価震源距離から，地震動の減衰を想定するものであり，過去の地震動の観測データの平均式であ
る。そして，現実の観測データは，平均式の前後に大幅にばらついている。耐専式によって導き出される平均値を採用するのは，原
発の耐震設計に用いる限りで不合理であり，バラツキの最大値を用いるべきである。
抗告人は，本件原発周辺を詳細に調査した結果，敷地地下に特異な構造が認められないことを確認したから，耐専式をそのまま適用
しても問題がない旨主張する（抗告人主張書面(8)36頁）が，この主張が成り立つためには，抗告人が，地震動の減衰の程度に影響を
与える地盤の要素をすべて把握できていること，本件原発周辺におけるその要素の有無を正確に把握できていることが前提となる。
抗告人が，この前提条件を満たしていると主張するのであれば，その主張は，地震動の予想の難しさに嘆息している多くの地震学者
の認識とは全く異なる。

準備書面(1)第3章第1の3(30～33
頁)
準備書面(3)第2の4(3)(12～13頁)
準備書面(8)第1の2(1～3頁)
準備書面(13)第2の10(2)(14～15
頁)

甲60，61，82，83

4
断層モデルは，各種パラメータについて観測記録の平均的な数値を採用し，これらを掛け合わせて地震動の平均像を求めるもので，
大きなバラツキを内包している。原発の基準地震動を導き出すのに，これをそのまま採用するのは相当でない。
抗告人は，本件発電所周辺の各種の調査結果からは，「震源特性」「伝播特性」「サイト特性」に関して，過去の多数の地震の「標
準的・平均的な姿」よりも大きくなるような地域性が存する可能性を示すデータは特段得られていないと主張するが，たかだか地震
動の20年程度のデータの集積により，個別の震源断層において，震源断層から原発敷地までの地盤において，地震動を増幅させた
り，減衰させたりする諸要素をもれなく認識できるとは考えられない。

準備書面(1)第3章第2（36～53
頁）
準備書面(16)第4の2(2)（10～11
頁）

乙20

(1)

断層面積から地震モーメントを求める入倉・三宅（2001）の式は，過去の観測記録の平均像を求めるもので，観測記録には大きなバ
ラツキがある。原発の基準地震動の策定に用いるのであれば，平均値ではなく，観測記録の最大値を採用するべきである。

準備書面(1)第3章第2の2(3)イ
（41～45頁）
準備書面(3)第2の4(2)（10～11
頁）

(2)
断層長や断層面積から地震モーメントを求める式には，入倉式以外にも多くの式がある（例えば武村の式）が，入倉式は，他の式に
比べ，極端に小さい結果を導く。原発の耐震設計に入倉式を採用するのは不適当である。
この点は，最近，前原子力規制委員会委員長代理島﨑邦彦東大名誉教授が強く主張されていることなので，別途準備書面で主張す
る。

準備書面(8)第1の3(2)（4～5頁）
準備書面(13)第2の8(2)（12～13
頁）

甲126

(3)
平均応力降下量は，原則的にはMOと比例関係に立つが，長大断層では，3.1ＭPaで固定させる考え方【Fuzii&Matsu’ura(2002)】があ
る。「長大断層」とは，一般に長さ100kmを超える断層と理解されている。ところが，抗告人は，長さ63.4kmのFO-A～F0-B～熊川断層
でこれを採用している。これによって，地震動は大幅な過小評価になる。
　なお，最近，地震調査委員会が強震動予測レシピを改訂し，「長大断層」の基準を明確にしたので，この点については別途準備書
面で主張する。

準備書面(8)第1の3(3)（5～7頁） 乙20，32，甲128，
129，130

(4)

グリーン関数は，地震動が発生してから敷地に到達するまでの減衰についての関係式であり，経験的グリーン関数と統計的グリーン
関数があり，抗告人は，統計的グリーン関数を採用している。しかし，統計的グリーン関数は，他の地域での多数の地震の距離減衰
の様子の平均式にすぎず，ばらつきが大きく，ばらつきを考慮しないで採用するのは大きな問題がある。

準備書面(1)第3章第2の3（49～52
頁）

5
「基準地震動ガイド」では「震源の位置も規模も推定できない地震」をMw6.5未満の地震としている。したがって，Mw6.5の地震が原
発の近傍直下で活動した時の最大の地震動を評価すべきである。

準備書面(10)第1の5（10～14頁）
甲85，143，18，64，
乙31

(1)

　「震源を特定せず策定する地震動」は，旧耐震設計審査指針における「Ｍ6.5の直下地震」の考え方を引き継ぐもので，新耐震設計
審査指針では，「震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍の観測記録をもとに」
基準地震動を策定することとされた。新規制基準では，基本的にこの考えを引き継ぐとともに，震源の位置も規模も推定できない地
震として「Mw6.5未満の地震」を明記するに至った。これは，一定の規模以下の震源断層は，地表地震断層が現れず，地表をいくら調
査してもその存在を把握できないことがあるから，地表地震断層の存在が把握できていなくても，地下に一定の規模以下の断層が有
り得ることを想定するという考え方に基づくものである。そして，新規制基準は，その規模を最大「Mw6.5」と定めたのである。な
お，「Mw6.5」は，「Ｍ6.8～6.9」に相当する。
　したがって，事業者は，把握できていない断層が原発近傍に存在することを前提としてその断層が活動した場合に原発敷地が受け
る最強の地震動を想定しなければならないのである。

準備書面(10)第1の5（10～14頁）
準備書面(12)第3（6～8頁）

甲85，143，18，64，
乙31

震源特定地震動（断層モ
デルによる手法）

松田式

耐専式

入倉式①

入倉式②

平均応力降下量の設
定

グリーン関数

震源を特定せず策定する
地震動

考え方



疎明資料準備書面相手方の主張の要旨

(2)
「加藤，他」の応答スペクトルは，規模の大きい地震を根拠なく対象データから除外していること，観測記録が少ないこと等の問題
がある。

準備書面(1)第3章第3の2（54～57
頁）

甲65，67

(3)

抗告人は，たかだかMw5.7の2004年留萌支庁南部地震におけるHKD020地点（港町観測点）の観測データ（1127ガル）をもとに，本件原
発ではぎ取り波解析を行い，水平動609ガルを導き出し，本件原発における震源を特定せず策定する地震動を620ガルと定めた。
ところが，観測記録は，地震計が設置されていた観測地点の地震動データであり，その地震による最大の地震動ではない。解析によ
ると，留萌支庁南部地震の最大地震動は，1500ガルないし2000ガルとされている（甲第68号証のＰＧＡ分布からすると最大加速度は
1500ガル程度になるから，少なくとも1500ガルを前提にするべきであり，また，震源パラメータを変えた面的地震動評価では，最大
2000ガルに達していた可能性がある（甲第68号証）。そうすると，本件原発における震源を特定せず策定する地震動を策定するにつ
いても，留萌支庁南部地震において1500ガルないし2000ガルの地震動を記録したことを前提とする評価をするべきである。

準備書面(1)第3章第3の4（64～67
頁）
準備書面(8)第2の4（9～10頁）
準備書面(13)第2の11(4)（16～17
頁）

甲68

(4)
留萌支庁南部地震はMw5.7にすぎない。震源を特定せず策定する地震動の考え方は，原発近傍の認識できない断層が活動した場合の最
強の揺れを想定するというものであるから，留萌支庁南部地震の規模がMw6.5だったと仮定した（Mw5.7の地震の16倍の規模にな
る。）上で，本件原発の揺れを算定するべきである。

準備書面(1)第3章第3の4（65～68
頁）

(5)
JNESの震源不特定地震動の評価結果では，最大地震動は，周期0.02ｓで2000ガル近く，0.1ｓ付近では5000ガル近くに及んでいる。な
お，JNESは，ミニマムリクワイアメントとしての位置づけから，地震動を最大包絡する考え方は採らないとしているが，これは不当
である。

準備書面(1)第3章第3の3（57～64
頁）

甲66

(6)
左記JNES報告書によれば，Mj6.5の横ずれ断層が活動した場合の地震動は最大1340.6ガルとされている。このことからも震源不特定地
震動を620ガルとする抗告人の評価は過小であることは明白である。

準備書面(8)第2の5（10頁）
準備書面(13)第2の11(5)（17頁）

甲131

6

抗告人は，不確かさの考慮として，①短周期レベルを1.5倍にするケース，②断層傾斜角を75度とするケース，③すべり角を30度とす
るケース，④破壊伝播速度をVr=0.87βとするケース，⑤アスペリティを敷地近傍に一塊（正方形）と配置するケース，⑥アスペリ
ティ配置を敷地近傍に一塊（長方形）と配置するケースをそれぞれ考慮している。そして，破壊開始点は複数設定するとされてい
る。しかし，破壊開始点を除き，不確かさを組み合わせての考慮がなされていない。それぞれの不確かさの要素は，当然重畳するこ
とが有り得るのだから，重畳させるべきである。

準備書面(1)第5章第2の3（76頁）

7

抗告人は，応答スペクトルを包絡するSs-1とSs-1を一部でも超えるSs-2～Ss-7のすべてを基準地震動としている。しかし，現実の地
震動は想定通りに原発を襲うのではなく，Ss-2～Ss-7は特定の条件下のシミュレーションの結果に過ぎないのであるから，基準地震
動は，Ss-1ないしSs-7の包絡線で定めるべきであり，旧耐震設計審査指針当時は，各電力会社は，そのように取り扱っていた。包絡
線を設定しないのは，少しでも基準地震動を値切ろうとする姿勢の表れとしか評価できない。

準備書面(3)第3の5(4)（15～16
頁）

8

抗告人は，本件原発における基準地震動Ss-1の年超過確率を算出したところ，短周期側で10－4～10－5程度，長周期側で10－5～10－
6程度となったと主張する（抗告人主張書面(10)90～91頁）。しかし，抗告人が採用したロジックツリーを使う方法は，想定外の地震
の影響は全く含まれておらず，確率配分は主観で決まるのであって科学的でなく，超過確率の議論は馬鹿げている。
そもそも，2005年から2011年までの間に，延べ6か所の原発で基準地震動を上回る地震動を記録したことからも，超過確率の議論があ
てにならないことが判る。
超過確率の議論が信頼性を欠くことは，地震学者の中では一般的な認識である。

準備書面(8)第3（10～11頁），
第5（12～14頁）
準備書面(10)第1の4（9～10頁）
準備書面(13)第2の12（17～18
頁）

甲132～135，142，148
の1，甲91

9

　抗告人は，①評価値と許容値の安全余裕，②許容値と限界値の安全余裕，③評価値を計算する過程の安全余裕があるから，基準地
震動を超える地震動に襲われても，本件発電所の安全上重要な設備が直ちに機能喪失することはないと主張する（抗告人主張書面
(7)32～34頁）が，この主張は，基準地震動が適切に定められていなければ意味をなさない。そのことを横においても，本来安全余裕
として認められるのは①だけであり，しかも，①も「本来必要がない余分」ではなく，「必要不可欠な安全代」である。

準備書面(10)第1の7（15～16頁） 甲144

10

抗告人は，左記実験で，原発の各設備が基準地震動を大幅に超える揺れに対しても機能を維持することを確認したと主張する（抗告
人主張書面(1)108～111頁，同(8)98～102頁）が，この実験に使われた試験体は，すべてが新品である。本件各原発は，運転開始から
すでに30年以上が経過しており，原子炉容器が長年の中性子照射をうけて脆化しているのみならず，配管類は，長年の使用によって
各所に減肉が発生しており，ステンレス素材は，各所に応力腐食割れが発生していることが容易に予想できる。左記実験結果は，本
件原発が基準地震動を超える揺れを受けた場合に，機能を維持できることを何ら証明するものではない。

準備書面(12)第4の1（8頁）

第2

耐震安全性について

多度津工学試験センター
での実施用実験結果につ
いて

留萌支庁南部地震
（1500ガル，2000ガ
ル問題）

留萌支庁南部地震
（16倍問題）

JNES報告書(甲66)の
評価

JNES報告書(甲131)の
評価

加藤他の応答スペク
トル

津波

不確かさを重畳させるべ
きである

基準地震動は包絡線とす
べきである

基準地震動超過確率問題



疎明資料準備書面相手方の主張の要旨

1
若狭湾では過去に何度も大きな津波が発生しており，そのことを現在に伝える多数の史跡や文献がある。しかし抗告人はこれらを十
分に考慮しておらず，抗告人の想定を超える津波発生の危険性がある。

申立書第3章第4の3（36～37頁） 甲24～甲29

2
海域活断層が活動することによって生じる津波の特殊性を考慮していない。地形による増幅を考慮に入れていない。土砂崩落による
津波の発生可能性がある。

申立書第3章第4の4，5，6（38～
39頁）

甲27，甲30，甲31，甲
32，甲33，甲34

3

若狭湾沿岸域を含む近畿地方北部の地盤は過去数十万年の間にブロック化している。若狭湾では，このブロックの上下運動による津
波を想定しなければならないが，このタイプの津波は，東北地方太平洋沖地震津波のような一般に知られたタイプのものとは異な
り，局所的に異常に高い波を襲来させる場合があり得る。若狭湾に伝えられる津波伝承は，このタイプの津波とよく整合する。抗告
人は，このタイプの津波を考慮に入れずに調査を実施したために，過去の大津波を見落とした可能性がある。また，局所性を考慮す
るならば，ボーリング調査もより広範囲で行うのでなければ十分とは言えない。

準備書面(17)第1（3～7頁） 甲181，甲120，甲27

4
パラメータスタディは，津波防災に関連する7省庁による手引き（7省庁手引き）の作成に関わった首藤教授らの指摘を受け通産省が
シミュレーションの2倍の津波を想定するべきとの要請に応えるため提案された手法であるが，実際にはその要請に応えるものではな
く，津波ガイドが求める「不確かさの考慮」をしたとは評価し得ないものである。

申立書第3章第4の7（40～41頁） 甲35，甲36

5

日本海側では津波や強振動を引き起こす活断層が多数分布しているが，震源断層モデルや津波波源モデルを決定するための観測デー
タが十分に得られていない。そのため，文科省では調査プロジェクトを進め，その結果，福井大学の山本教授のグループが天正大地
震の大津波の痕跡である可能性がある堆積物を発見した。同津波については信頼できる歴史資料である「日本史」にも記載があるに
も関わらず，抗告人はその発生をかたくなに否定している。このような抗告人の姿勢からは，基準津波の過小評価や調査地点の恣意
的選定が疑われるべきである。また津波ガイドに要求されている水準の調査と考慮すらできていないというべきである。

準備書面(7):2～5頁
準備書面(13)第3:21～22頁，23頁

甲118，甲119

6
抗告人の行った波源の組み合わせ評価は，単独波源の場合よりも組み合わせ評価の方が津波水位が低くなるなど不合理な点がある。
基準津波の策定において，津波予測精度には「倍半分」の誤差があることを考慮していない点も科学的安全性を備えたものとは到底
言えない。

準備書面(7):5～10頁
準備書面(13)第3:22～23頁

第3
抗告人のテロ対策は，テロ攻撃を防止する対策ではなく，テロ攻撃を受けても過酷事故に発展させない対策に過ぎず，しかも過酷事
故への進展を防止できるというのは根拠のない楽観的見通しに過ぎない。また，ミサイル攻撃については，そもそも想定すらしてい
ない。

申立書32～33頁
準備書面(12):9頁

甲165：40頁，42頁

第4

2011年福島第1原発の過酷事故時に使用済燃料プールの危険性が広く認識され，その記憶が世界中の人に残っている。使用済核燃料は
強い毒性を有し，1トンの使用済燃料を無毒化しようとすると，1000年後でさえ琵琶湖の全水量全部を持ってもまだ足りない。使用済
燃料の除熱に失敗すると，大量の放射性物質が放出され，数千キロ圏の各地にホットスポットが出現する。また，臨界事故が生じた
場合には，一気に破局へ向かう危険性が高い。

準備書面(4):3頁～6頁3項

使用済み核燃料プールの過酷事故を招く原因の主なものは以下の2点
ア．ホウ酸水の喪失による発熱
イ. 使用済み核燃料の連鎖反応

　
準備書面(4):6頁4項～9頁の15行
目まで

ホウ酸水の蒸発を招く原因となる出来事の主なものは，電源の喪失，冷却系，及び補給水系の設備の損壊と故障である。 電源の喪失
や機器の損壊等を招く出来事として，「大地震」，「大津波」，「大型台風」等々がある。これらの出来事によって，本件原発の送
電鉄塔，送電線，変圧器，配電盤，配線及び各種の電子制御機器及び補助装置，冷却設備等々が破壊され，あるいは容易に修復出来
ない規模の損傷が生じ，長期間，使用済み核燃料プールの冷却系，補給水系の設備が機能しなくなる。 使用済み核燃料プールのホウ
酸水は，冷却系と補給水系の設備が同時に停止した場合，約2日で危険水域まで減少するから，その後は深刻な事態へと突き進む。

準備書面(4):7頁～

使用済み核燃料プールの損壊を招く原因となる出来事の主なものは，「大地震」，「大規模な火山活動」等々である。本件原発の使
用済み核燃料プールは，補助建屋内の地上に設置してあるとはいうものの，大地震，大規模な火山活動及び深層崩壊等に襲われれ
ば，その衝撃等によって，大規模な場合は補助建屋ごと崩壊し，燃料プールの基礎地盤が上下左右等に引き裂かれた場合，プールの
構造体に亀裂や割損が生じる。この場合，ホウ酸水は，亀裂や割損が小さければ蒸発の場合と同様に少量ずつ，大きければ短時間で
失われる。
ホウ酸水を失うと，放射線量が膨大なため人が近付くことが出来ないから大規模な破損の場合，修理は極めて困難であるか，又は不
可能である。また，大地震等の衝撃によって使用済み核燃料プールのラックが壊れたり変形したりして使用済み核燃料が接触する事
態になれば，臨界事故や即発臨界による一種の核爆発が生じて大惨事になる。

準備書面(4):7頁

瓦礫，土砂及び漂流物等の流入を招く原因となる出来事の主なものは，「大地震」，「大津波」，「大規模な火山活動」，及び「深
層崩壊」等である。 瓦礫や土砂等が大量に流入すれば，ホウ酸水があふれ出して失われるだけでなく，衝撃が大きいと使用済み核燃
料プールのラックが壊れたり変形して接触し，臨界事故や即発臨界による一種の核爆発が生じて大惨事になる。

準備書面(4):8頁

テロ

若狭湾における津波の特
殊性

ブロック活動による津波
の局所性

パラメータスタディの手
法は「津波ガイド」を満
たさない

若狭湾は何度も津波に襲
われている

使用済み核燃料プールの危険性

津波評価が不合理

津波ガイドの水準を満た
さない
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本件原発の燃料プールのAエリアは2004年にリラッキングによるぎゅうぎゅう詰めにする（稠密化）為の変更措置が取られている。抗
告人は，貯蔵能力を約663本から約1240本へと9割近くも引き上げている。抗告人は，米国科学アカデミーの勧告により米国では当然
のこととして実施されている，臨界事故の抑制効果の高いホット燃料の市松模様の配列という比較的簡単な保管方法さえ行っていな
いという無謀さである。

準備書面(4):8頁

抗告人は，「使用済燃料は，冠水状態を保つことにより健全性が担保され，使用済燃料プールの冷却設備及び使用済燃料プール水の
補給設備がこの役割を担っているが，新規制基準における使用済燃料プールの冷却設備の耐震重要度分類がＢクラスとされているの
は，使用済燃料プール水の補給設備が耐震性の高いＳクラスに分類されており，この補給機能で使用済燃料プールの冷却が可能とな
る」と主張し（抗告人主張書面（20）91頁～92頁）。あたかも燃料プール自体の損壊はあり得ないという前提で主張する。
しかし，技術基準に関する規則69条においても，「使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の
水位が低下した場合」として，プール自体の損壊によって， プールの冠水状態が維持できず重大事故に至る場合をも想定している。
このような想定は，抗告人の，使用済燃料プール水の補給設備さえ耐震性を具備していればそれにより冠水状態が維持されて，使用
済燃料プールの冷却機能が維持されるという主張とは相容れない。

準備書面(17):13頁～

原決定は，使用済み燃料プールの冷却設備の危険性に関する新規制基準の簡易な扱い（Ｂクラス）を問題視した上で，「基準地震動
により使用済み燃料プール自体が一部でも損壊し，冷却水が漏れ，減少することになった場合には，その減少速度を超える速度で冷
却水を注入し続けなければならない必要性に迫られる」（47頁）として，使用済み燃料プール自体が破損する場合を想定してその対
策を取るべきと指摘しているが，福島第一原発事故の教訓を踏まえれば，極めて妥当な指摘である。

準備書面(17):15頁

第5

本件各原発は，急峻な山を背後に抱えており，メルトスルーが発生すれば地下水と放射性物質が混じり合って大量の汚染水が発生す
るという福島第一原発と同様の事象が生じる可能性がある。抗告人は，新規制基準の要求に従う限りメルトスルーが発生することは
ないと言うようであるが，そのように断言できる根拠は不明であり，単なる「新安全神話」に過ぎない。

準備書面(13)：7頁

福島第一原発のような事態が生じた場合，高浜発電所の敷地には汚染水タンクを並べる場所がなく，汚染水は海洋に未処理のまま流
出させることになる。

申立書42～43頁

第6

1

＜相手方の主張＞
①実現可能性がほぼ皆無の使用済み核燃料の再処理（核燃料サイクル）計画への固執
②核爆弾製造に転用しうる多量のプルトニウムの保有についての疑念の払拭のため
③原発輸出の受注を増やすための画策の一環
＜抗告人の主張＞
①について，新型転換炉ふげん発電所の使用済ＭＯＸ燃料の再処理した実績があり，フランスでも再処理の実績があることから再処
理の目途が立っていないという相手方の主張は誤りである。
＜更なる相手方の主張＞
該当期間中の世界の稼働原子炉の燃料集合体の総数を分母にすれば，その比率は1％に満たないものであり実績と言えるものではない
こと，供給安定性はなく，経済性に欠け多種類の放射性物質を放出する危険な施設である。フランスの事例は，少量の研究事例にす
ぎず，再処理が商業ベースに乗ることはあり得ない。

申立書57頁
抗告人主張書面(3):42頁
準備書面(4):11頁

2

＜相手方の主張＞
（1）ウラン燃料だけの場合に比し，ＭＯＸ燃料は以下のとおり燃料の健全性に影響を与えるものである。
ア　融点低下による燃料ペレットの融点の低下
イ　熱伝導低下による燃料ペレットの中心温度の上昇
ゥ　核分裂ガス放出率の上昇による燃料棒内圧の上昇
ェ　ウラン・プルトニウム不均衡によるプルトニウムスポット発生
＜抗告人の主張＞
ア・イについては，ＭＯＸペレットのプルトニウム含有量を一定値以下に抑える設計としてペレット融点及び熱伝導率の低下の度合
いが小さくなるようにしており，ＭＯＸペレットが溶融することがないことを確認している。
ウについては，ＦＰガスの放出率が若干高い点は，ペレットと燃料被覆管のギャップを増加させる圧力をこえることがないように燃
料を設計している。
エについては，抗告人が使用するＭＯＸ燃料はプルトニウム含有率の不均一が十分に小さくなる製法で製造しており，抗告人はプル
トニウムの均一性を含め原子力規制委員会の確認を受けていると主張している。
＜更なる相手方の主張＞
ＭＯＸ燃料の特性，挙動はウラン燃料と大差がなく，ＦＰガス放出率も若干高いという抗告人の主張（抗告人主張書面3。25頁）の前
提は誤りであり，特性，挙動は大きく異なる。燃料集合体の均一なウラン燃料と複雑に濃縮度が異なるＭＯＸ燃焼集合体が特性と挙
動において同じではない。

申立書58頁～
抗告人主張書面(3):25頁～
準備書面(4):12頁～

プルサーマルの危険性
（1）

プルサーマル計画

プルサーマルの危険性

大量の汚染水が発生する可能性
がある

汚染水タンクを並べる余地がな
い

汚染水問題
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3

（2）主に原子炉容器，炉内構造物に悪影響を与えるもの
＜相手方の主張＞
ＭＯＸ燃料はウラン燃料に比し，高速中性子を大量に発生させることにより，中性子照射脆化が加速し，非常用冷却装置による注水
との温度差によるショック等により原子炉容器が破損しやくすなり炉心溶融に至る可能性が著しく増大する。
＜抗告人の主張＞
抗告人は，き裂の存在を想定し事故時には急激に温度変化すると仮定するなど，保守性を備えた破壊力学評価により，原子炉容器の
健全性を確認しているとし，ＭＯＸ燃料では中性子線が多く発生することから中性子照射脆化によって原子炉容器の健全性を確認し
ているし，ＭＯＸ燃料の使用により炉心溶融に至る可能性が「著しく増大する」ようなことはないと主張している。
＜更なる相手方の主張＞
ＭＯＸ燃料の中性子放出量はウランの一万倍であるから中性子照射脆化が加速することは明白である。

申立書58頁以下
抗告人主張書面(3):36頁以下
準備書面(4):13頁

4

（3）主に原子炉の制御性に悪影響を与えるもの
＜相手方の主張＞
 プルサーマルには原子炉運転時の不安定さを増大させる以下の要因があり，ウラン燃料だけの場合より核暴走の可能性が増大する。
ア　プルトニウムが熱中性子を吸収しやすいので制御棒の熱中性子吸収割合が減少し制御棒の効きが低下する。
イ　反応度係数の絶対値増加による過度事象時の急激な反応度変化
ウ　出力キーピング増大による出力分布の隔たり
エ　遅発中性子割合の減少による反応度投入時の出力上昇
＜抗告人の主張＞
ＭＯＸ燃料集合体とウラン燃料集合体を適切に配置することにより，制限値に対する停止余裕を十分確保している，また，ウラン燃
料と比べてドップラー効果が大きいことから出力変化はウラン燃料と同程度となり，急速な出力上昇とはならない，プルトニウム含
有率に変化をつけて配列するなど出力分布が平坦化するように設計している。
＜更なる相手方の主張＞
ＭＯＸ燃料集合体の複雑な燃料配列は，予想外の事故を誘発することにつながる。

申立書59頁
抗告人主張書面(3):37頁
準備書面(4):13頁以下

5

（4）主に住民や作業員に対して悪影響の増加をもたらす
＜相手方の主張＞
 ＭＯＸ燃料はウラン燃料に比し，以下の危険性が増大する。
ア　核分裂収率が異なることによるヨウ素，トリウム等々の放射性核種生成の著しい増加
イ　崩壊熱の増加と発熱期間の長期化による使用済み核燃料の貯蔵管理，廃棄物の長期化と困難化
ウ　アルファー線放出核種生成の増加による高い発ガン性，特に内部被曝の危険性の増加
＜抗告人の主張＞
抗告人は，ア・ウについて，ＭＯＸ燃料の特性を適切に考慮して運用・管理していることから，ウラン燃料を用いた場合と同様に安
全性が確保されることを確認していると主張し，イについては，貯蔵量を大きく増やした厳しい条件のにおいてもなお，崩壊熱を十
分除去する能力を有していることを確認している。
＜更なる相手方の主張＞
ウラン燃料に比べ，ＭＯＸ燃料は自発核分裂の比率が高く，燃料交換時のガンマー線の放出量は20倍等作業員の被曝の危険視は増大
している。

申立書60頁
抗告人主張書面(3):38頁以下
準備書面(4):14頁

甲57号証

6

＜相手方の主張＞
ＭＯＸ燃料のペレットの加工は乾式研削によらざるを得ず，加工精度が落ちるため，規格外れのペレットが多数混在する可能性があ
り，ギャップ再開と同じ問題が生じうる。
＜抗告人の主張＞
抗告人は，ＭＯＸ燃料の特性を適切に考慮して製造されたＭＯＸ燃料を使用することにしており，燃料の組成等については原子力規
制委員会の確認を受けている。
＜更なる相手方の主張＞
抗告人が研削方法を具体的に主張しないのは，ＭＯＸ燃料の加工精度の悪さが明らかになるからである。

申立書62頁
抗告人主張書面(3):39頁
準備書面(4):14頁

ＭＯＸ燃料の品質管理の
困難さ

プルサーマルの危険性
（2）

プルサーマルの危険性
（4）

プルサーマルの危険性
（3）
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7

＜相手方の主張＞
ギャップ再開が生じると熱伝導性が低下し（熱が冷却剤へ伝達放散されない），過度の温度上昇が生じる。核燃料に過度の温度上昇
が続くと更にＦＰガスが発生してギャップが拡大し続けることとなり，やがてジルコニウム合金の被覆管は強度の限界に達して破断
し核燃料棒が溶融破損することとなり，炉心全体が溶融破損してメルトダウンすることにつながる。
ＭＯＸ燃料の核分裂時の膨張速度の変化の計測値はウラン燃料とほぼ同じである等と安易に仮定して適用しているが，燃焼度や膨張
速度の異なるＭＯＸ燃料では運転末期のかなり前にギャップ再開が生じる可能性がある。
＜抗告人の主張＞
燃焼が進んだ際に，ＦＰガスの蓄積による内圧の上昇の度合いが，ウランペレットに比べ若干高くなるとの特性を適切に考慮し，ペ
レットと被覆管のギャップが増加する圧力を超えない設計としているとし，運転期間中における内圧を評価した結果，内圧がペレッ
トと被覆管のギャップを増加させる圧力を超えないことを確認している。

申立書63頁
抗告人主張書面(3):12頁・40頁

ギャップ再開の危険性


