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７月 18 日、福井の原発 9基の運転差し止めを求めた本訴第 15 回口頭弁論が大津地裁で行わ

れました。原告側は、準備書面(31)、(32)を提出。準備書面（３１）は、大飯３、4 号機に対する名古屋

高裁金沢支部での裁判で、今年 4 月、住民側証人として証言した島崎元原子力規制委員会委員

長代理（東大名誉教授）の証言内容に基づき、現在設定されている基準地震動は過小となってい

ることを論証したものです。また、準備書面（３２）は、被告準備書面(19)への反論であり、新規制

基準の制定過程や安全性の考え方に対する批判を行ったものです。（３１）は井戸弁護団長がパワ

ーポイントを用いて約 30分間説明を行い、（３２）は藤木弁護士が口頭で説明を行いました。 

一方、関電側は、準備書面(23)を提出。その内容は、今年 3 月の大阪高裁決定を踏まえて従来

の主張を整理したものであり、代理人弁護士が口頭で説明を行いました。 

西岡裁判長は、島崎証言の反対尋問に関する書証の整理を原告側に求めるなど、積極的に問

題を把握していこうという姿勢を見せました。 

今後の予定については、原告側は、①規制委員会で大きな問題となっている火山の問題、②被
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告の当該地域の地盤には地震の特異性がないという主張への反論を地盤データに基づき、専門

家の意見を聞きながら行うこと、③核廃棄物の処理、処分問題等を予定、関電側は大飯３､4 号機

の地震対応、基準適合状況について主張するとしました。 

なお、原告側主張予定②に関して、高浜の地盤データについてはデータが開示されており検

討ができているが、大飯、美浜は開示されていないので、これを開示するよう関電側に要求しま

した。西岡裁判長もどうせ出すなら早めに出したらどうかと促しましたが、関電側は原告主張へ

の反論のなかで行うとしてこれを拒否したため、今後の進行協議の課題とされました。 

 西岡裁判長は、次回 10月 10日（火）の次の期日として 1月 23日(火)14:30からと設定し、10月

10日に続き、裁判がはじまる前の 1時間程度、双方の代理人と進行協議を行うことになりました。 

 法廷でのやりとり終了後、記者会見、報告集会を行いました。 

 

 

【記者会見】 

（井戸弁護団長のコメント） 

 主張内容や今後の予定は法廷で陳述した

とおりだが、今後大きな問題として我々が設

定しようとしているのは若狭地域の地盤の

安定性の問題だ。関電主張に対して専門家の

意見を聞いて準備する。 

 島崎証言についても相当の反論があるだ

ろう。名古屋高裁金沢支部ではすでに 200ペ

ージに及ぶ反論がでている。これも今後の攻

防の大きな焦点だ。

（記者との主な質疑応答） 

Q1.関電の今日の主張内容はどう思うか？ 

A. 今までの主張を繰り返したものだ。判断

枠組みを含めて電力側が勝利した大阪高

裁決定等を踏まえて新しい裁判長に説明

しておこうということではないか。 

Q2.関電が次回、大飯 3,4の主張をするとい

うのはどういう意味か？ 

A. 規制委員会の設置変更許可というお墨付

きを得たもので主張していくという考え

だろう。 

Q3.審理終結の見通しは？ 

A. これまでは総論部分を中心に主張してき

た。各論は主に高浜で主張してきた。共

通部分もあるが、大飯、美浜の問題はこ

れからなのでまだ少し時間がかかるだろ

う。関電の課題を引っ張り出す主張をし

ていきたい。 

Q4.地盤の安定性が大きな課題になるとはど

ういうことか？ 

A. いわゆる平均像問題がどこの裁判でも大

きな争点となっている。電力側が設定し

ている基準地震動は平均値で論じられて

いるが、実際には大きなバラツキがある。

関電は地盤が安定しているから若狭地域

ではバラツキを考慮しなくていいと言っ

ている。つまり、地盤が安定しているか

ら、平均値でいいとしているのだ。とこ

ろが、高浜についての地盤データを専門
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家に見てもらうと、非常に恣意的な評価

が行われているという指摘を受けている。

今、高浜しかデータがないので、今日は

大飯、美浜もデータをだせと要求した。 

Q5.島崎証言についての主張の今までと違う

新しい点は？ 

A. 武村式と入倉・三宅式の違いがわかって

きた。どちらも経験式であり、データが

適切であれば正しい結果が得られる。入

倉・三宅式も適切な入力データが地震前

に得られるのなら、一番正しい結果が得

られるという評価ができる。しかし、入

倉・三宅式に入力するデータは事前には

得られないという現状を踏まえると、ど

ちらの式を使うべきかを島崎証言は明ら

かにした。問題の本質がわかってきたと

いう主張だ。 

 

 

【報告集会での参加者からの主な意見】

（名古屋高裁金沢支部での大飯 3,4

号機運転差し止め裁判での裁判官

忌避申立と却下：福井訴訟団から） 
① 4月の島崎証言に続いて、この証言を裏付

ける重要証人・証拠の申請を行ったが、

「もういいだろう」という理由でこれを

却下した 3 人の裁判官の忌避を申し立て

た。しかし、申立のわずか 4 日後の 7 月

13日に忌避申立は却下された。 

② 島崎証言は、大飯原発の安全性や安全審

査の信頼性に関する関電主張を根本から

打ち砕くものであり、これを裏付ける証

人申請の却下は、電力会社の救済策に他

ならず、不公正な訴訟指揮だ。 

③ 住民側は、これに対する抗議の取組を行

うとともに、最高裁へ抗告し、公正な裁判

の実現に向けて力を尽くす。支援をお願

いしたい。 

 

（参加者からの意見等） 

Q1.反対審問の資料提供を要請するなどの

裁判長の姿勢をどう評価するか？ 

A. 前向きに問題を理解しようとする姿勢で

あり評価できる。 

Q2.高浜の海側の地元で音海地区というとこ

ろがある。ここは 1，2 号機の稼働は反対と

いう立場であるが、マスコミがそのことを書

かない。また、ここには音海断崖という東尋

坊より大きな断崖がある。若狭の地盤の成り

立ち等を考えるうえでは重要だと思う。 

A. 音海断崖のことは初めて聞いた。参考に

させてもらう。 

Q3.大阪高裁決定以降の住民側が負けた決定

が同じ論調になっている。これに対する反論

は？ 

A.原子力規制委員会が作成した「新規制基準

の考え方」がベースになって大阪高裁以降

の決定が書かれている。これに対して脱原

発弁護団全国連絡会議で反論をまとめて

いる。当初は 5月にも印刷製本して一般に

も普及する予定だったが、微調整が続いて

いる状態だ。基本はまとまっているので、

ここの裁判では近々証拠提出をするつも

りだ。 
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【法廷での原告側の説明概要】 

（準備書面(31)：島崎証言が警告す

るもの） 
   井戸謙一 弁護団長 

① 地震の強さを計算する方法には、断層長

さから算出する松田式等と断層の面積か

ら算出する入倉・三宅式がある。 

 前者の入力データは断層長さだけ、後

者は断層面積を計算するために断層長さ、

断層の厚さ、断層の角度が必要となる。 

② 同じ長さの断層について、武村式と入倉・

三宅式による地震の大きさを比較すると

（後者は断層厚さ、角度を仮定）、4 倍以

上前者の方が大きくなる。 

③ なぜ、松田式と入倉・三宅式とで差が生じ

るのか。松田式は、日本のデータを用いて

地震が起こる前にわかっている断層長さ

と地震の大きさの関係を整理しているの

に対して、入倉・三宅式は、アメリカのデ

ータを用いて、地震が起こった後の解析

によって断層面積を求め地震の大きさと

の関係を整理している。 

④ 地震発生前にわかるデータは活断層の長

さだけ。幅はわからない、角度もわからな

い、震源断層の長さもわからない。つまり、

入倉・三宅式を使う前提条件がない。 

⑤ 関電は 3 つの活断層が連動するという保

守的取り扱いを主張しているが、島崎氏

は、3連動を認めたことにより基準地震動

は 8%大きくなったが、入倉・三宅式では

なく武村式を使えば 80%も大きくなると

している。 

⑥ 結論 

・大飯原発の基準地震動 856 ガルは過小で

ある。 

・大飯原発は必要な審査が行われておらず、

許可すべきでない。 

・高浜、美浜も同じ問題を抱えている。 

 

（準備書面(32)：被告準備書面(19)に

対する反論） 
        藤木達郎弁護士 

① 福島事故で、原発の危険性、安全審査指

針類の重大な欠陥、立地審査指針の適用

の重大な誤り等審査過程に重大な誤りが

あることが明らかになった。 

② 本来、最低でも３～５年程度かけて策定

されるべき新規制基準は、実際にはわず

か２～３ヶ月あまりの間に策定されたも

のだ。30年前の技術水準とされた旧の

安全審査指針類が、原因究明もなされな

いまま、わずか２～３ヶ月の議論で安全

性を保証する基準になり得ない。 

③ 短期で策定されたのは、原発を、巨大な

建築物、自動車、航空機等の交通機関、

医療技術、医薬品の製造利用等の他の科

学技術と同列に考えているからである。 

④ 原発事故による被害には、生命や身体に

対して深刻な影響を与えるという甚大性

等質的に異なる特徴があり、他の科学技

術と同列に論じることは到底できない。 

⑤ 福島事故を踏まえて、原子力基本法の改

正等、より高い安全性を求める社会通念

の変化あり、他の科学技術のような「相

対的安全性」で足りる等ということは、

改正の趣旨を明らかに逸脱している。 

⑥ チェルノブイリや福島事故の悲惨な状況

に鑑みれば、原発の危険性が社会通念上

容認できる水準以下のものであると考え

る余地は全くない。 

⑦ 原発は社会一般への利益は全くない。 

⑧ 再稼働反対が７割近くを占める等、社会

が原発の危険性を容認する状況からほど

遠い。 

⑨ 立地審査指針を正しく運用することな

く、廃止してしまうというのは、原発受

け入れの前提が違っており、周辺住民と

の関係で信義則に反すると言わざるを得

ない。 
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「絶望の裁判所」「黒い巨塔」の著者でもある瀬木氏は、広島地裁伊方決定については、長年司

法に携わってきた者として、到底見過ごすことができないとして、5月 26日付けで伊方の仮処分

が争われている松山地方裁判所に意見書を提出しました。意見書では、民事訴訟法等の研究者・

元裁判官の視点から、3 月 30 日の広島地裁決定の司法審査の在り方や説示の内容が、法律論と

して不合理であり、論理的にも破綻をきたしている部分が多く存在するなど大変大きな問題が

あるとするとともに、3 月 28 日の大阪高裁決定についても不合理、無節操と批判しています。意

見書の骨子は以下のとおりです。 

 

１ 伊方原発３号機に関する広島地裁平成

29年 3月 30日運転差止仮処分却下決定（以

下「本決定」という。）は、法律論として不合

理で、論理的にも随所に破綻がみられ、民事

訴訟法研究者として、また、元裁判官として、

是認し難い。 

 

２ 本件のような人格権侵害に基づく民事

訴訟としての原発運転差止仮処分にあって

は、その一般原則に従い、差止めを求める住

民側において、人格権侵害の具体的危険が存

在することの主張、疎明を尽くしたか否かが

審理、判断されるべきである。ここでいう疎

明の程度については、生命や身体への大きな

侵害の危険性が存在する本件のような事案

においては、通常の疎明よりも軽いもので足

り、債権者住民側は、人格権侵害の具体的危

険性が一応存在することの疎明に成功しさ

えすれば、疎明を尽くしたものと評価すべき

である。 

 

３ 本決定は、「司法審査の在り方が裁判所

や事件ごとに区々になることは望ましくな

い」との理由から、その判断枠組みについて、

無批判に、問題の大きい福岡高裁宮崎支部決

定に従うべきとしているが、英米法にいうよ

うな先例（判例）拘束性の認められない日本

の法体系の下でこのような考え方を採るこ

とには、何の根拠もない。 

 

４ 仮に、本決定のいうように、疎明の負担

を事実上転換させるというのであれば、転換

後に債務者事業者の行うべき疎明の程度は、

先のことの裏返しとして、通常の疎明よりも

相当程度高いレヴェルのもの、証明に実質的

に近いレヴェルのものとなるべきである。 

 

５ ところが、本決定は、事実上の主張、疎

明責任を債務者に転換するかのような説示

を行いながら、具体的な判断過程においては、

債務者側の疎明責任を軽減し、一方、債権者

に対しては、行政訴訟である伊方最高裁判決

や過去の多数の棄却、却下判例に引きずられ

てか、ほとんど証明のレヴェルないし限りな

くそれに近いレヴェルの疎明を要求し、さら

に、場合によっては、事実上その疎明が不可

能な事柄についてまでこれを強いるような

判断を行っている。これは、民事訴訟と行政

訴訟を混同するものであるという点を含め、

全体として、きわめて不合理といわざるをえ
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ない。 

 

６ 本決定は、基準地震動策定の合理性（争

点３）に関する部分の随所において、本件基

準地震動策定に係る債務者の判断が不合理

であるとの確信・心証を得るためには証人尋

問が必要であるところ、証人尋問は仮処分

（保全）命令手続になじまないとして、結局、

債務者の判断が不合理ではないと結論付け

ているが、これは、民事保全法の一般的な解

釈と異なる、明らかに誤った考え方である。

民事保全命令手続においても、疎明の即時性

に反しない限度で、たとえば同行証人・参考

人の尋問を行うことができることは通説で

あるし、本件のように債権者の生命や身体へ

の危険が問題となっている事案においては、

さらに、口頭鑑定や事実上それに等しい証人

尋問の活用もありえてよい。こうした生命や

身体の危険性に関わる事件については、国

民・市民保護の見地から手続は柔軟に考える

べきであるという学説は、日本のみならず、

ドイツやアメリカにおいても、ごく一般的な

ものであり、常識である。 

 

７ 本決定は、火山事象の影響による危険性

（争点９）に関して、立地評価に関する原子

力発電所の火山影響評価ガイド（以下「火山

ガイド」という）の定めにつき、「検討対象

火山の噴火の時期及び規模を相当前の時点

で的確に予測できることを前提としている

点で不合理である」と明白にその問題点を指

摘しながら、一方では、みずから不可能であ

ると断じたはずの破局的噴火発生の可能性

を立証することを債権者側に強いており、明

らかに不合理である。 

 

８ なお、本決定とほぼ同時期に出された高

浜原発に関する大阪高裁決定は、失われた

「安全神話」の上にあぐらをかくものという

ほかない。同決定は、前述した仮処分におけ

る原則を無視し、福島第一原発事故によって

信頼を失った行政庁の専門技術的判断を過

度に信頼し、事業者側は実質的に適合性審査

に合格したことを主張立証すれば足りると

したため疎明負担を事実上転換した意味が

全くなくなっているという各点において、極

めて不合理、無節操である。 

 

９ 本意見書で述べたことは、すべて、ごく

当たり前の法律論、解釈論である。一方、本

決定は、結論から理由や判断枠組みを逆算し、

独立してみずからの良心と法に従って判断

を行うという姿勢を忘れ、ほとんど読むに堪

えない惨憺たる説示を繰り広げている。福島

第一原発事故後、司法が原発を止めた福井地

裁判決・決定や大津地裁決定などの影響もあ

り、司法が国民の大きな注目を集める現在、

広島地裁決定や大阪高裁決定のような大変

お粗末な判断が続いたことは、民事訴訟法、

民事保全法、法社会学の研究者として、また、

長年裁判実務に携わってきた者として、到底

見過ごすことができない。 

 

10   今後、本決定の即時抗告審をはじめ、

司法が、ごく当たり前の常識、法律家のみな

らず他分野の知識人たちの常識や正義の感

覚にもかなった審理を行い、また、そのよう

な常識や正義の感覚にかなった、適切かつ公

正な、そして勇気ある判断を、淡々とかつ厳

正に下されることを、心から願い、信じてや

まない。 

 

以上 
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川勝静岡県知事 「浜岡原発再
稼働不同意」を明言 

6 月 26 日に三選を果たした川勝平太静岡

県知事は、6 月 27 日の記者会見で、中部電

力浜岡原発の再稼働について、今後四年間に

中電から同意を求められても同意しない意

向を明らかにしました。川勝知事が不同意を

明言したのは初めてです。さらに「一般論と

して原発賛成か反対かではなく、中電の浜岡

原発についてどう思うかということ」と前置

きした上で、「浜岡原発が動くことがあれば、

中電がこれまでやってきたことと矛盾する。

四年間で同意を求められることはないと思

うが（同意を求められたときは）きちっと筋

を通して申し上げる」と話しました。 

また、原子力規制委員会の適合性審査に合

格すれば再稼働を容認する政府の方針にも

言及し、「動かさざるを得ないところと、動

かさなくてもいいところがある。中電は原発

を持つ九つの電力会社の中で一番原発依存

度が低い」と述べました。 

 

韓国 文（ムン）大統領が 脱
原発宣言 
韓国の文（ムン）在寅（ジェイン）大統領

は 6月 19日、南東部、釜山（プサン）郊外

で前日深夜に運転を終了した古里（コリ）原

発１号機を訪れ演説し、原発政策を全面的に

見直して原発中心の発電政策を破棄し、「脱

原発に進む」と宣言しました。2011 年の東

京電力福島第１原発事故にも言及し「原発は

安全でも、安くも、環境に優しくもない」と

強調しました。 

文氏は「新規の原発建設計画を全面的に白

紙化し、寿命を超えた原子炉も運転しない」

と表明。また、昨年 9月に南東部の慶州（キ

ョンジュ）で起きた地震で建物に被害があっ

たことに触れ、「韓国はもはや地震安全地帯

ではない。地震は原発の安全性に致命的だ」

と強調しました。 

さらに文氏は「福島原発事故で 2016 年 3

月現在、1368 人が死亡し、被害の復旧に総

額 220兆ウォン（約２２兆円）という天文学

的な予算がかかるという。事故後、放射能の

影響が原因の死者やがん患者の数は把握も

不可能な状況だ」と指摘。福島原発の事故を

“あしき前例”として挙げました。 

 

原子力市民委員会特別レポー
ト４ 
原発立地地域から原発ゼロ地
域への転換 
原子力市民委員会は、全国 16 カ所の原発

立地地域がなぜ、原子力発電所の立地を推進

し、東京電力福島第一原発事故（以下、福島

原発事故）後も原子力発電所への依存を続け

るのかという疑問からスタートし、同委員会

の第 3部会（原発ゼロ行程部会）を中心に原

発立地地域に関するプロジェクトチームを

つくり、検討を進めてきました。この検討で

は、日本最大の原発立地地域である福井県内

の立地自治体の財政や地域経済に関する調

査を行い、原発立地地域の方々との会合を開

催してきています。そして、今年 4月、特別

レポートとして「原発立地地域から原発ゼロ

地域への転換」をまとめています。この特別

レポートは、これまでのプロジェクトチーム

による原発立地地域に関する調査や知見を

まとめるとともに、原子力市民委員会がまと

めた『原発ゼロ社会への道－市民がつくる脱

原子力政策大綱』（2014年 4月）や『年次報

告 2015』（2015 年 6 月）、『年次報告 2016』

（2016年 9月）、多くの声明などでの提言に

基づき、原発立地地域が原発ゼロ地域に転換

するための基本的な考え方や必要な方策を

提言しています。（内容は次ページ） 
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原子力市民委員会特別レポート４の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■冊子版（A4 判並製 46 頁）を希望の方は、1冊 500 円（送料込み）でご送付いたします。    

代金を下記の郵便振替口座までお振り込みください。 

  郵便振替口座 ： ００１７０－０－６９５７２８  加入者名 ： 原子力市民委員会 

■振込用紙には、必ず下記の事項をご記入ください。 

  １）お名前 ２）ご住所 ３）電話番号 ４）ご希望の書籍のタイトル ５）注文の冊数    

６）E-mail アドレス（任意） 

 

 

今後の裁判の日程 
 

10月 10日(火) 14:30～本訴第 16回口頭弁論、終了後、記者会見と報告集会 

  （双方の代理人と裁判所とで進行に関する協議） 

1月 23日(火)14:30～本訴第 17回口頭弁論、終了後、記者会見と報告集会 

  （双方の代理人と裁判所とで進行に関する協議） 

  

 

 

 


