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６月２日、福井の関電原発 7基の運転差し止めを求めた本訴（2013年 12月 24日提訴）第 33回

口頭弁論が大津地裁で行われました。 

午後 1時 1５分から原告の代表も参加した進行協議が行われた後、2時半から裁判、午後 3時半

から記者会見・報告集会を行いました。 

注目の証人採用について、関電側は「証人尋問は不要」という意見書を提出してきましたが、

堀部裁判長は「原告から申請のあった 5名1について必要性がないとまでは言えない」として、関

電側の意見をしりぞけ、5 名全員を証人として採用する意向を示し、最初の尋問者として次回 9

月 1 日に福島からの避難者である菅野みずえさんとすることを決定しました。前回、原告代表が

強く求めた早期判決に向かって大きく動き出しましたと言えます。 

法定では、原告側は準備書面（87）、（88）について原告代理人弁護士が口頭説明を行いました。 

以下、進行協議の内容、法廷でのやり取り、原告主張書面の概要などについて報告します。 

                                                
1 5 名の概要は、4 ページの Q1 の回答参照。 
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【進行協議の内容】 

裁判が始まる前の 13 時 15 分から、原告

の代表も参加して双方の代理人と裁判所と

で進行協議が行われました。裁判所が設定し

た３つの重点課題についての争点整理や証

人採用、今後の期日、審理スケジュールなど

について次のとおり確認されました。 

(1) 争点と主張予定の確認 

① 地震の問題 

【被告】原告準備書面(86)の地盤の安定性に

ついての再反論、原告準備書面(85)の地盤の

変異についての反論、地震審査ガイド改定に

ついての主張、今日の原告準備書面(88)への

反論などを準備。次回に間にあわない分は

次々回にまわす。 

【原告】（被告に対して）かなり煮詰まった

課題なので次回にまとめてほしい。原告とし

ては大きな反論は予定しない。 

② 火山問題について 

【被告】今日の主張で完了とし現時点で追加

はない。 

【原告】被告準備書面(66)に対して簡易な反

論をするかもしれない、新たな主張も検討す

る。 

③ 避難計画について 

【被告】今回の主張で完了。 

【原告】今日の被告の主張に対して反論する

かもしれない、特に泊原発の判決で避難計画

について判断している部分があり、その点は

主張したい。 

 

(2) 泊原発の運転差し止め判決について 

 裁判長は、5 月 31 日に出された泊原発

の札幌地裁の運転差し止め判決が本件に

影響するか原告、被告双方に聞きました。 

【原告】規制委員会の許可が下りていないと

いう段階の判断であり、電力会社側が安全性

を立証する責任を有していることを認めた

判決だ。防潮堤の液状化など本件とは異なる

事情がある判決だが、避難計画について、こ

れが不十分な場合は差し止めの理由になる

という判断をしており、本件でも適用できる。 

【被告】直接は関係ない。基準に適合してい

れば安全という適合性で判断している。基準

地震動も津波も審査中だった。 

 

(3) 証人尋問について 

① 赤松先生意見書の統合版について 

【原告】前回、裁判所から要望のあった赤松

先生の意見書の統合版だが、証人として採用

されたら、まず、赤松先生に説明してもらい、

それをふまえて原告、被告双方から質問をす

る。その時のパワーポイント(PP)資料で今ま

での意見書を再整理するという考えでどう

か。 

【裁判所】被告の意見はどうか。 

【被告】証人についての意見書を提出してい

る。専門的な内容は人証ではなく書面でとい

う考え方だ。その場で急に反対尋問はできな

い。 

【裁判所】PP 資料は書証でだしてもらった

方がよい。用意していただくものは、わかり

やすい説明になるようお願いしたい。 

② 証人尋問の時期について 

【原告】尋問の時期は来年 4 月以降という理

解でよいか？（堀部裁判長は来年 3 月で 3 年

となり、異動の可能性が高いので）判決をだ

す裁判体に聞いてもらった方がよいと思う

ので・・・。 

【裁判長】主張立証がひととおり終わったら

人証に入るという考えだ。すべての争点・論

点を一気に整理するとは考えておらず、論点

ごとに人証の判断をしたい。審理計画を明ら

かにしたいという思いだ。 

 菅野さん、（放射性廃棄物問題での）芝さ

んの人証採用は現時点で問題ないと思う。来

年度にしようと思っているわけではない。 

【原告】尋問するためには早い段階での準備

が必要だ。いつ頃から始めるかめどを示して
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もらいたい。 

【裁判所】（証人は不要という）被告意見書

についての原告の考えはどうか？ 

【原告】こちらとしては是非採用してもらい

たい。とくに専門家意見は法定でのやりとり

を通して理解を深めることができる。 

【裁判所】仮に菅野さん、芝さん、（避難計

画についての）平尾米原市長について尋問す

るとすれば順番などはどのようなイメージ

になるか？ 

【原告】順番はとくにないが、最初は原発事

故被害者の菅野さんが適当かと思う。 

【裁判所】尋問時間を短くすることは可能

か？ 

【原告】ある程度は可能だ。ただ、その場合、

陳述書の補充をしたい。 

【裁判所】菅野さんへの反対尋問はどれくら

い想定するか？ 

【関電】主尋問と同程度。 

【裁判所】芝さん、平尾さんは採用されれば

日程をあわせてもらえるか？ 

【原告】芝さんは可能と思うが、平尾さんは

公務があるので早めの調整が必要だ。短くと

いうこともどれだけかは検討が必要だ。 

 菅野さんは健康問題があり早めにしたい。 

【裁判所】（証人採用について）3 人で合議す

るので少し時間をもらいたい。 

 

(4) 証人の採用に関する裁判所の判断 

 3 人の裁判官の合議の結果、以下の判断

が示されました。 

①原告が証人採用を申請している 5人に

ついて、必要性がないとまで言い切るこ

とはできない。 

②5 人全員について採用し、計画的に尋

問を行う。 

③まず、菅野さんの尋問を先行して次回

9 月 1 日（木）に行う。 

④その次は、芝さん、平尾さん、地盤の

専門家 2 名と考えているが、詳細は改め

て次回に協議する。日程調整の結果、二

人を同じ期日で行うこともあり得る。 

 

(5) 今後の日程について 

① 次回 9月 1日の日程 

 13:15 から進行協議 

14:30 から法廷で菅野さんの尋問 

 原告側主尋問、被告側反対尋問 60 分ずつ 

陳述書の補充は 8 月 5 日（金）までに 

② 12月と 3月 

12 月 1 日（木）午前、午後 

3 月 9 日(木) 午前、午後 

   

【提出書面概要と法廷での陳述】 

原告側は、準備書面(87)、(88)を提出。（87)

は、テロ対策・武力攻撃に関する主張の補充

であり、ロシアのウクライナ侵攻によって原

発への武力攻撃が現実化していること、原発

は武力攻撃を想定していないこと、武力攻撃

を想定していない新規制基準は不合理であ

ることなどを指摘しています。また、(88)は、

被告準備書面（63）に反論したものであり、

地震動がバラつくことについて、被告は、「不

確かさを考慮しておればバラツキを考慮し

なくていい」としていることに対して、原告

側は、それでは不十分であり、新規制基準の

考えにも反することを指摘したものです。 

法廷では、関口弁護士と井戸弁護団長が二

つの書面について、それぞれパワーポイント

を用いて説明しました。 

関電側は、準備書面（65）、(66)を提出しま

した。(65)は、避難計画について主張した原

告準備書面(79)、(84)のうち、水戸地裁判決

や屋内退避、安定ヨウ素剤の事前配布の問題

について反論したものです。(66)は、火山灰

の層厚の変更をしたが、とくに対策を行わな

くても安全性を有していること等を主張し

たものです。 

次回の主張予定については、原告側は、被
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告準備書面(66)について必要に応じて反論

すること、（65)に対しては、水戸地裁判決に

続き、避難計画の不備を差し止めの理由とし

て判示した札幌地裁判決を証拠提出したい

としました。 

被告側は、原告準備書面(86)の地盤の安定

性についての再反論を次回に行い、原告準備

書面(85)の地盤の変異についての反論、地震

審査ガイド改定についての主張、今日の原告

準備書面(88)への反論などについては必要

な範囲で次々回に反論するとしました。 

次回の期日は 9 月 1 日(木)14 時 30 分から

菅野みずえさんの尋問を主尋問、反対尋問各

60 分で行うこととし、陳述書の補充は 8 月

5 日(金)が提出期限とされました。 

 

【記者会見・報告集会と主な質疑】 

記者会見の冒頭、井戸弁護団長が関電の主

張内容や証人尋問について説明し、最速で再

来年の 3 月に判決がだされるという見通し

を示しました。続いて関口弁護士が準備書面

(87)の概要について説明しました。 

主な質疑応答は以下のとおりです。 

Q1．申請した 5 人の証人と証言内容は？ 

A．①菅野みずえさん、浪江町からの避難者、

原発事故がいかに過酷なものであるかにつ

いて 

②芝くにお（西尾獏）氏、原子力資料情報室

共同代表、核燃料サイクルについて 

③ 平尾道雄氏、米原市長、実効性のある避

難計画を策定することが困難であること

について 

④ 赤松順平氏、元京都大学教員、地盤モデ

ルの作り方が極めて恣意的であることな

どについて 

⑤ 芦田譲氏、京都大学名誉教授、地盤評価

のためには正確な地盤の構造把握が必要

であるが、そのためには三次元探査必要

であることについて 

Q2. 5 月 31 日の泊原発運転差し止めを命じ

た札幌地裁判決の評価？ 

A.  この判決の重要な点は規制員会の判断

が出る前に裁判所が判断したことだ。大

津をはじめ多くの裁判では、規制委員会

の審査結果をめぐって争っているが、札

幌地裁は独自に判断をしたのであり、立

場が異なる。 

 2013 年に裁判官特別研究会議という

ものが司法研修所で開かれ、原発裁判を

担当している裁判官が集められた。当時

は、多くの原発は設置変更の許可がでて

いない状況であり、特別会議では、行政

の判断がでていないものについて司法が

先行して判断すべきでないという強い意

見がだされた。当時、仮処分を担当して

いた大津地裁の裁判官は、すぐにでも判

断を示したいという感じであったが、そ

の会議に出席した後は、行政の判断を待

ちたいとしてズルズルと引き延ばし転勤

してしまった。 

 どこの裁判所もそういう傾向が強かっ

たが、司法が独自に判断したのが、大間

原発についての札幌地裁判決だった。し

かし、内容は行政の判断がでていないの

で司法で判断できない、という理由で棄

却された。今回は同じ札幌地裁で文字通

り司法が独自に判断したのであって、そ

いう意味で画期的だ。 

 司法の独自判断事例としては、一昨年



5 

 

の大阪地裁でのバラツキ問題での判決、

去年 3 月の水戸地裁での避難計画の不備

による判決がだされているが、これに続

くものである。この流れは何を意味する

かというと、裁判官が原発の運転を差し

止めるということは心理的なハードルが

高かったが、このハードルが下がってき

ているということだ。 

 このことは全国への影響は大きい。原

発を止めたいと思っている裁判官への波

及効果が十分期待できる。 

Q3.札幌地裁の裁判官が判決を急いだのか？ 

A. 北海道電力の裁判対応にも問題があった

のではないか。ノラリクラリと立証すべ

きことをしないということで、裁判所が

見切り発車したという面が強いのではな

いか。 

Q4.関電側の証人不要という理由は？ 

A. 争点は関電の原発が過酷事故をおこすか

どうかであって、福島第一原発による被

害は関係ない、学者証人については意見

書をだしてもらえればそれで十分だ、と

いうものだ。 

Q5.堀部裁判官は自分が判決を書くつもりで

証人尋問を決定したのか？ 

A. それはわからないが、前回の進行協議で

は、堀部裁判長は、判決を書く裁判体が

尋問を聞いた方がよいという趣旨の発言

をされたので、その後の弁護団会議では

全員が「自分は判決を書かないつもりだ」

という意見で一致した。今日そのことを

進行協議で言ったら、「エーっ」というこ

とになり、こちらもびっくりした。裁判

長によると、主張整理をきっちり終えた

あとで尋問を行うべきという意味で言っ

たのであり、来年の 4 月以降とは思って

いなかったということを言われた。 

 ただ、今のスケジュール感では尋問が

終わるのは来年の 6 月ぐらいになるので

尋問と判決は年度をまたがることになる。 

 裁判官の通常任期は 3 年だが、自分が

判決を書くからもう一年おいてくれとい

う希望をだせば通ることも多いので本人

が判決を書く可能性はある。あるいは、

途中までやって後は次の人にお願いとな

るか、そこまではわからない。  

 

 

 

 

【法廷で原告側が陳述した書面の概要】 

原告ら準備書面(87)の要点 : テロ対策・武力攻撃に関する補充の主張：関口

速人弁護士 

 
１ ロシアのウクライナ侵攻で原子力施設

に対する武力攻撃が現実化した 

 2 月 24 日チョルノービリ（チェルノブイ

リ）原子力発電所に軍事攻撃、一時外部

電源を喪失する事態まで発生し，冷却機

能が失われる可能性が存在 

 3 月 3 日，ザポリージャ原発に軍事攻撃 

 3 月 6 日，ハルキウの国立物理技術研究

所内の原子力研究施設に対し，軍事攻撃 

 

２ 国会における原子力施設の武力攻撃

に関する議論 

 更田原子力規制委員会委員長は国会で次

の点を認めた。 

①他国からの武力攻撃に対して原発は何ら

想定せず備えがないこと。 
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②武力攻撃に対しては何ら

取れる対策・手段がな

く、武力攻撃を受ければ

深刻な事態に陥ること。 

 

３ 原発がミサイル攻撃を

受けた場合の被害予測 

環境経済研究所上岡直見

氏が、日本の原発や施設が

攻撃を受けて使用済み核燃

料プールが崩壊した場合の

３ケース（島根原発，柏崎

刈谷原発，東海再処理施設）

の被害シミュレーション

（２０２２年３月１０日付

「ウクライナ原発危機と日

本の原発リスク評価解説」）

を発表している。 

 その結果は右図に示すと

おりであり、死者や住むと

ころを失う人の数は福島第

一原発事故をはるかに上回

る深刻な被害が発生すると

いうものである。 

 大飯、高浜、美浜原発のあ

る原発銀座で起きた場合、

同様に数十万人規模の死者

が生じ、関西地方、中部地

方、関東地方はほとんど人

が住めない地域になること

は容易に想像できる。 

 

４ まとめ 

原発は自国民に向けられ

た核兵器であるといえる。   

万が一という事態が現実化しており、武

力攻撃を想定していない新規制基準は不合

理である。 
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原告ら準備書面(88)の要点：ばらつき問題～被告準備書面(63) に対する反

論：井戸弁護団長 
 

１ 被告の主張の基本的考え方について 

「ばらつき」は、自然現象の揺らぎに由来

する「偶然的不確かさ」と、自然現象に対

する知識・経験が不完全であることによる

「認識論的不確かさ」によってもたらされ

る、と述べており、この点については原告

は同意する。 

 

２ 不確かさを考慮することによりバラツキ

は考慮する必要がないという被告の考

え方について 

① これは新規制基準の考え方ではない。 

（規制委員会は審査ガイドを変えようとし

ているが、そのような地震動ガイドに基づい

てなされた審査に適合しても、本件各原発の

安全性は確保されない。） 

②被告のいう「不確かさの考慮」は、１の「認

識論的不確かさ」はカバーできても、「偶然

的不確かさ」はカバーできない。 

③たとえば、被告は、FO-A～FO-B～熊川断

層の三連動を想定して不確かさを考慮した

と主張するが、上林川断層の距離も、活断層

の上端深さも、すべてこの想定が「真の値」

である可能性があるものだ。これでは、偶然

的不確かさはカバーできない。 

④学者の認識でも、たとえば纐纈一起東大教

授は、次のように述べている。「実際に起き

た地震の地震動について、地震後判明したパ

ラメータを用いても観測記録を完璧には再

現できず、倍半分程度の誤差が生じるのが通

常です。」つまり、地震後判明したパラメー

タは、現在の科学レベルの限界として「真の

値」に近いものと想定されるが、それでも観

測結果との間に差が生じているのである。 

⑤被告の不確かさの考慮は、短周期レベルを

1.5 倍にすることや前述の三連動などは、安

全側の配慮ではなく、当然しなければならな

いことである。 

⑥被告が不確かさを考慮して設定した値が

「真の値」である可能性が否定できない。 

 

  

◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ 

 

                                 

今後の大津地裁での原発裁判の予定 
 9 月 1 日（木）13:15～進行協議 

        14:30～第 34 回口頭弁論 菅野みずえさんの尋問 

        ※記者会見、報告集会については未定であり、決まり次第改めてお知らせ

します。 

12 月 1 日（木）午前午後の一日を予定 

       ※証人尋問がどのように行われるかについては 9 月 1 日に協議される予定

です。 

3 月 9 日（木）午前、午後の一日を予定 
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大津の裁判でも議論になった泊原発裁判

は、2011 年 11 月、北海道内の住民 1201 人

が、北海道電力泊原発（泊村、運転停止中）

運転差し止めと廃炉を求めたものであり、5

月 31 日、札幌地裁で運転差し止め判決がだ

されました。 

谷口哲也裁判長は「津波に対する安全性の

基準を満たしていない」として、泊原発の１

号機から３号機の運転差し止めを命じまし

た。津波対策が不十分であることを理由に運

転差し止めを命じたのは全国で初めてです。 

 

判決は、原発が原子力規制委員会の策定し

た安全性の基準を満たすかどうかは、知見や

資料を持つ電力会社が立証する必要がある

とし、電力会社が立証を尽くさない場合には、

原発が安全性を欠き、周辺住民の人格権侵害

の恐れがあると推認されるとしました。 

 

その上で、泊原発の津波防護施設について、

北電側は防潮堤が存在し、防潮堤の地盤に液

状化などが生じる可能性は低いと主張する

ものの、地盤の液状化の恐れがないことにつ

いて、「相当な資料による裏付けをしていな

い」と指摘しています。さらに、建設予定の

新たな防潮堤も構造が決まっておらず「津波

防護機能を保持することのできる津波防護

施設は存在せず」としました。 

このため、泊原発が津波に襲われた場合、

「事故による人格権侵害が推定される」と結

論付け、原告のうち、放射性物質による健康

被害の恐れがある泊原発から半径３０キロ

以内に居住する住民らの請求を認めました。 

 

訴訟や規制委員会による泊原発の審査が

長期間に及んでいることには、「これだけの

期間を要してなお北海道電が主張や立証を

終えられないことは、同原発が抱える安全面

や審査の問題の大きさをうかがわせる」こと

も指摘しています。 

 

 一方、もう一つの争点であった廃炉につ

いては請求を棄却しました。 

 

市川守弘弁護団長は「提訴から１０年たっ

ても安全性を北電は何ら示さず、裁判所が審

理継続が相当でないと判断したことを評価

したい」と語りました。 

 

この判決について、脱原発弁護団全国連絡

会議は、「泊原発運転差し止め判決の意義と

全国の脱原発運動にもたらす波及効果につ

いて」という声明を発表しています。その内

容は、下記の URL または QR コードで参照

できます。 

 

http://www.datsugenpatsu.org/bengodan

/archives/22-6-3/ 

 

 

 

 

 

 


