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原
告
側

1 月 23 日、福井の原発 9 基の運転差し止めを求めた本訴（2013 年 12 月 24 日提訴）第 17 回
口頭弁論が大津地裁で行われました。これに向けて原告側は準備書面(38)～(40)を提出。準備
書面（３8）は、原告準備書面(31)で島﨑証言（名古屋高裁金沢支部での大飯原発の裁判）に基づ
き関電の地震規模の予測結果は過小評価となっていると主張したのに対し、関電側が、準備書面
(25)でこれに対する反論を行っており、これに再反論したものです。原告側は、地震規模の予測
に用いられている入倉・三宅式は、震源となる地下の断層が正確に予測できていれば正しい結果
をもたらすが、事前に震源断層を正確に把握することは熊本地震に例からも困難であることを
示したことに加え、世界の地震の調査結果では、地下の震源断層の大きさは地表の断層を上回っ
ているという調査結果を示し、関電は地表断層の調査しかしておらず、地震規模の予測は過小と
なっていることを改めて指摘しました。（３９）は、関電が若狭の地盤は安定しており、地震規模の
評価については平均像から特に変動を加味する必要はないと主張していることに対して、原告
側は前回、地盤は決して安定していないことを専門家の意見書を基に指摘しましたが、今回はさ
らに関電の調査方法は不十分であることを専門家の意見書を基に主張しました。この点につい
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ては次回本格的に主張する予定です。(40)は、伊方原発について、高裁レベルでは初めて運転
差し止めを認めた広島高裁決定を紹介し、広島高裁が認めた阿蘇カルデラの過去最大の破局的
噴火は、福井の原発でも影響を受ける恐れがあるが関電はこの検討を行っていないこと等を指
摘しました。
法廷では、(38)、(39)について、井戸弁護団長が、(40)について高橋陽一弁護士が、パワーポ
イントを用いて口頭で説明を行いました。
一方、関電側は、準備書面(２７)、(28)を提出。(２８)は規制委員会から再稼働の許可が得られた
高浜１、２号機の地震、津波対策について規制委員会の審査に合格しており安全であると主張、
(28)は、前回原告が指摘したクレーンの安全管理の問題に対する反論を行ったものであり、今回
も代理人弁護士が口頭で説明を行いました。
双方の口頭説明終了後、原告側代理人が、関電側の準備書面(28)は、原告が指摘した法令順
守義務違反等について回答するものになっていないこと等を指摘しましたが、関電側はこれ以
上反論主張をしないという対応でした。
次回以降の予定について、原告側は、関電の地盤調査の方法が不適当であることについて次
回に本格主張する予定であるとしたことに関連して、まだ提示されていない美浜原発の地盤デ
ータを提出するよう関電側に求めました。これに対して関電側の回答は、予定している主張のな
かで順次対応する、急ぐなら規制委員会の HP にすべて出ているのでそちらを参照すればいいと
いう無責任なものでした。この関電側の回答には、穏やかだった西岡裁判長も、さすがに気色ば
んで、迅速な審理のために急いで提出するよう強く求めました。
西岡裁判長は、次回 4 月 24 日(火)14:30 からの次の期日として 7 月 12 日(木)10:30 からと設
定し、次回も、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、記者会見を行い、記者会見終了後支える会の定期総会を行いました。

関電は、震源断層が繰り返し活動すること

【原告側準備書面の説明】

により、地表にその痕跡が現れ、震源断層を

１． 準備書面(38)について：井戸弁護団長
〜島崎教授の警告問題と地震動の予測方
法（レシピ）修正問題について〜

高さ 25cm の土槽に砂を敷き詰め、土槽の底

(1) 島崎氏、原告は何を主張したか

を断層が動くように動かして土槽中の砂の

正確に把握することができると主張してい
る。その主張の根拠は、長さ 2m、幅 40cm、

島崎氏は地震規模を推定する入倉・三宅式

表面及び内部の変形状況を解析した文献だ

そのものを問題にしているのではなく、震源

けであるが、このようなものでは主張の根拠

断層の長さや面積が地震の起こる前に正確

とならない。

に予測できるかという問題を提起している。

(3) 熊本地震で震源断層が事前に把握できた

すなわち、入倉・三宅式に入力する値が正し

か？

ければ、地震規模は正確に予測できることは

熊本地震は地震調査本部が長期評価の対

認めているが、入力値の事前把握は困難であ

象としていた断層で発生したはじめての地

り、関電の予測は正確でないと主張している

震である。震源断層の長さは、地震後の解析

のである。

により、東大が 54km、京大 42km、防災科

(2) 関電の主張は根拠薄弱

学技術研究所 56km と算出している。島崎氏
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きい。

は地震前の事前設定できる断層長さは最大
限 31ｋｍであるとしている。これに対して

下の図は、この 53 地震について、震源断

関電は、布田川・日奈久断層帯で将来発生す

層と地表地震断層の比（縦軸）とマグニチュ

る地震の震源断層を最長 100ｋｍと想定し

ード（横軸）が表されている。縦軸の１より

ていたと主張しているが、熊本地震は、布田

も小さい領域の点は、地表地震断層の方が短

川・日奈久断層帯全体が活動したのではなく、 いことを意味している。ほとんどの地震で地
同断層帯北東部が活動した地震であるので、

表地震断層は震源断層よりも短く、その傾向

関電の主張は誤りだ。

は、M7 を超える大地震においても変わらな

(4) 地震調査委員会強震動部会長纐纈一起

い。何度も地震を繰り返せば、震源断層と同
規模の地表地震断層が現れるというのは被

教授の問題意識

告の願望にすぎないことが明らかである。

纐纈東大教授は、地震調査委員会の布田
川・日奈久断層帯北東部についての長期評価
では、断層長さが２７km（２００２年長期
評価）、又は１９km（２０１３年長期評価）
と想定していたのに、現実には４５km だっ
たことを問題意識の出発点としている。これ
が正しい問題意識であり、被告の主張は、ご
まかしである。
(5) 国際的な地震データでみても、震源断層の
長さは地表に現れた断層長さより長い

(6) 地震調査委員会強震動部会における地震
動の評価方法（レシピ）に関する議論
震源断層を特定した地震の強震動の予測
については、地震調査委員会が評価方法（レ
シピ）を定めている。このレシピでは、震源
断層モデルの設定について、入倉・三宅式を
用いる（ア）の方法と、松田式を用いる（イ）
上図は、世界の地震のデータについて整理

の方法の二つが示されている。二つの方法の

した有名な論文からの引用であるが、53 の

違いは、（ア）の方法は、断層の面積から地

地震について地下の震源断層の長さ（横軸）

震規模を求めるのに対して（イ）の方法は、

と地表に現れた断層長さ(縦軸)の関係を示

断層の長さから地震規模を求めるというも

しいている。ほとんどの点が地下の震源断層

のである。なお、（ア）の方法における断層

の長さの方が地表に比べて大きいことを示

面積は、断層の長さと幅から計算されるが、

している。とくに対数目盛なのでその差は大

断層の幅を求めるためには、断層の傾斜角、
3

(7) 震源断層全体の応力降下量及びアスペリ

地震発生層の上限および下限深さの設定が
必要であるなど、（イ）の方法に比べて事前

ティの応力降下量の設定方法

に設定しなければならない要素が多い。

地震によって、震源断層内のアスペリティ

関西電力は、
（ア）の方法により地震規模

（固着領域）からどれだけの応力が解放され

の設定を行っているが、地震調査委員会強震

るかの計算は、震源断層内にどれだけのアス

動部会において、熊本地震について二つの方

ペリティがあるかによる。関電は、この計算

法の検証が行われた。

にあたって、レシピの暫定的取り扱いである

検証は部会長である纐纈東大教授が行っ

アスペリティ面積比 22％、静的応力降下量

ているが、結論は、
（イ）の方法では、ほぼ妥

3.1ＭＰａを使っているが、これは委員会の

当な結果を導くことができるが、（ア）の方

なかで、「アスペリティの面積比が大きくな

法では「うまくいかない。
」、すなわち、
（イ）

ったり、背景領域の応力降下量が負になるな

の方法によると熊本地震の結果を再現でき

ど、非現実的なパラメータ設定になり、円形

たが、（ア）の方法では再現できなかったの

クラックの式を用いてアスペリティの大き

である。
「うまくいかない」原因は、
「大地震

さを決めることが困難な断層では、暫定的取

の震源断層の下端は地震発生層からさらに

扱いをする。」という意見が採用された結果

深い部分に及ぶことが多い」こと、
「震源断

である。関電の場合、FO-A～FO-B～熊川断

層は地表には現れない部分が存在し、その長

層は、アスペリティの面積比（断層面積全体

さは地表地震断層より長いことが多い」こと

に対するアスペリティの面積の比率）37%に

であり、結果として、幅も長さも短く予測さ

なり非現実的であるとして暫定的取り扱い

れてしまうので、面積がかなり小さく決まっ

を使っているが、地震調査本部の長期評価で

てしまうという点にある。一方、
（イ）の方

は、アスペリティ面積比が 37%を超えている

法で「うまくいく」理由は、松田式は古い式

ところはいくつもあり、関電の方法は通常の

であるため、震源断層長さではなく、地表地

地震学者の取り扱いと異なる。

震断層の長さや均質すべりモデルの長さと
実際に起こった地震の M
（マグニチュード）

２．準備書面(39)について：井戸弁護団長
〜大飯原発の地盤問題について（序）〜

をデータとして作られており、松田式に短め
の長さを与えても、そこそこの M（マグニチ

関電は、「詳細な調査に基づいて、大飯発
電所敷地の解放基盤表面の P 波速度及び S

ュード）が得られるのである。
こうした検討をふまえて、地震本部事務局

波速度をそれぞれ約 4.3 ㎞/s、約 2.2km/s と

は次のように意見まとめている。
「
（ア）は得

評価するとともに、地震波の局所的な集中を

られる知見や情報の質・量とも申し分ない場

生じさせるような特異な地下構造がなく、耐

合は本来あるべき姿である。（イ）は得られ

専式で得られる評価結果を補正する必要が

る知見や情報に多少の精粗があっても、ある

ないことを確認した」と主張するが、その調

程度は安定的に扱える方法である。得られる

査方法は不十分なものであり、専門家も原発

知見や情報の質・量とも不完全な現状では、

のように重要な施設の地下構造を調べるた

方法としての「詳細さ」と結果としての「信

めには三次元探査をするべきであると述べ

頼性」は必ずしも一致しない。仮に（ア）を

ている。この問題については、次回、本格的

用いる場合であっても、併せて（イ）の結果

な主張を行う。

を照合して検討することが必要な場合が多

３．準備書面(40)について：高橋 陽一弁護

いと思われる。
」
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士～広島高裁決定（H29.12.13）について～
(1) 広島高裁決定の概要

解釈をすべきでないとした。

(2) 本訴訟と共通の問題

検討対象火山の調査結果からは原子力発

①関電が根拠とする噴火ステージ論や発生

電所運転期間中に発生する噴火規模もまた

間隔論の評価

推定することはできないから、結局、検討対

→原発の安全性の審査に用いることに否

象火山の過去最大の噴火規模（本件では阿蘇

定的

４噴火）を想定して次のように判断している。

→関電はこれらの論拠を噴火の規模を小

① 火砕物密度流が伊方原発に到達する可能

さくするために使っている

性が十分に小さいとはいえない（立地評

② 阿蘇カルデラにおける噴火の考慮

価）

→阿蘇４噴火と同程度の噴火が起こると

② 降下火砕物の層厚の想定は過小（影響評

して安全性の評価が必要である。

価）

→関電は阿蘇カルデラの噴火を考慮して

また、原決定（広島地裁）が考慮すべき自

いない

然災害について限定的に解釈し破局的噴火

③ 破局的噴火の考慮

を考慮の対象外にしたのに対し、本決定

→検討対象火山のＶＥＩ６、７クラスの噴

は、火山ガイドに示された判断枠組みの通り

火についても考慮すべきである。

に判断するべきであり、原決定のような限定

【記者会見での質疑】
Q1.裁判の前に行われた進行協議の内容は？
A. 論点一覧表のようなものがつくられてい
る。各論点についての三者の認識を共通
化させることが目指されている。次回も
時間をとって行うことになっている。
民事裁判では論点ごとに原告と被告の
主張を整理した論点整理表をつくること
が多いが、この論点一覧表はそう言うも
のではない。何が論点で双方どの程度主

感じでは関電はゆっくり取り組むという

張ができているか、いつ頃から証人尋問

スタンスかと思った。

に入れるかを裁判所が判断するためのロ

Q3.大飯 1、2 号機は廃炉という方針だが裁

ードマップのようなものとすることがね

判ではどうするのか？

らいかと思う。

A. この原発はアイスコンデンサ方式という

Q2.今後の見通しは？

固有の問題を抱えているものだが、廃炉

A. 関電が早く対応すれば早く進む。法廷で

が正式に認定されれば訴えは取り下げる

も督促したが美浜の地盤データの提出が

予定だ。

まだない。おだやかな感じの西岡裁判長

Q4.現時点の双方の主張のくいちがいは？

も気色ばんで早くだすよう督促した。こ

A.論点は多い。大飯の 1、2 号機を除いたと

の点では少し裁判長を見直した。今日の
5

しても、7 基の原発を対象にしているのだ

出し渋るのか理解できない。関電の代理

から、共通する問題以外に個別の課題も

人は、急ぐなら規制委員会のホームペー

ある。

ジからデータをとればいいということを

Q5.関電が美浜原発の地盤データを出すこと

言ったが、主張があっての証拠だ。生の
データをとれというのはむちゃくちゃな

はむずかしいことか？
A. 規制委員会の許可をとっているのだから

言い分だ。

主張としてまとめればいいだけだ。なぜ

支える会定期総会
記者会見終了後、支える会の定期総会を行いました。総会では、約 60 名の参加者で、2017
年度の支える会の活動報告と 2018 年度の活動計画案の承認を得た後、二つの講演を行いま
した。まず、池田直樹弁護士が、
「原発放射性廃棄物と差止請求権」と題して記念講演を行い、
続いて井戸謙一弁護団長が「この一年を振り返って」と題して、広島高裁決定を含めて 2017
年の原発裁判を概括し、今後の展望について語りました。それぞれの概要は以下のとおりで
す。

池田 直樹弁護士
はじめに
私は、1 年ほど前からこの裁判に参加して
います。原発裁判は大変だからということを
理由にして逃げていました。その間、地域の
廃棄物問題を 20 年以上にわたって取り組ん
でいましたが、大阪高裁の控訴審で運転差し
止め決定がひっくり返るの見て、逃げていて
はいけない、親の世代の責任としてやらなけ
ればならないと思いました。
して整理していきたいと考えています。

前回 10 月の裁判で放射性廃棄物の問題に

今日の話は、前半では放射性廃棄物の現状

ついて主張しました。裁判では、
「自分のゴ

を、後半では、どうしていくのか、倫理面か

ミは自分で片づける」から始めました。これ

ら政策、法律への試論としてお話します。

は私の母の声でもありますが、当たり前のこ
とであります。しかし、なぜか放射性廃棄物

原因者負担原則と原発廃棄物

はこの点があいまいになっています。

廃棄物の処理処分は原因者負担が原則で

このあいまいになっていることを法律論と
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す。すなわち、汚染原因者が環境負荷の除去

な課題解決の展望がないまま、「高速炉開発

責任を負う、これが「自分のゴミは自分で片

の方針」は維持されています。
当面の姿における循環のカギは、青森県六

づける」ということであり、廃棄物処理法に

か所村再処理工場、燃料加工工場ですが、い

も明記されています。
ところが、原発の使用済み核燃料と放射性

ずれも安全審査中で完成していません。再処

廃棄物は、廃棄物処理法の対象外でゴミとい

理工場は実に 24 回目の完成時期の延期申請

う扱いになっていません。そのため、原発運

を行い、2022 年度完成としています。1989

転開始以来 54 年間にわたって「貯蔵」
「保管」

年に事業許可申請、1993 年着工以来、25 年

されています。処理処分の費用は政策的には

が経過しています。なぜ延期を繰り返すのか、

電力会社の負担ということになっています

その理由は第一に、再処理料金前受け金

が、
「国頼り」そして電力会社負担ではなく、

（2015 年度 2060 億円）があり、稼働しなく

「公費化」という方向に進んでいます。

ても経営に影響しないこと、第二には、日米
原子力協定の「2018 年度自動更新」
（2018 年
1 月 17 日自動更新済）狙いと言われていま

な ぜ使 用済み 核燃 料が 貯まり 続け るの
か？

す。すなわち、消費が進まないまま再処理を
進めるとプルトニウムの保管量が増大
することになりますが、2016 年現在で
も 46.9ｔ保有しているプルトニウムが
増大することになり、余剰をもたない
こととしている協定に抵触することに
なるのです。

上の図は、使用済み核燃料のリサイクルに
向けての当面と将来の
姿を描いたものですが、
当面も将来もどちらも
うまくいっていません。
使用済み核燃料がこの
循環サイクルにのらな
いため、原発が動くほど
放射性廃棄物が貯まる
ことになります。
将来の姿での循環の
カギはもんじゅだった
のですが、ご存知のとお
りもんじゅは廃止が決
定されています。技術的
7

政府・電力会社は、プルサーマ
ルにより再処理で抽出したウラ
ン・プルトニウムをまぜ MOX 燃
料として使用することにより消費
することを目標としています。し
かし、プルサーマル計画は事実上
破たん状態です。
MOX 燃料はウラ
ン燃料より冷えにくく、長い保管
期間が必要となります。また、
MOX 燃料の再処理を第 2 再処理
工場を建設して行う計画となって
いますが 40 年以上先の話です。

使用済核燃料の貯蔵
前ページと右に資源エネルギー
庁が示した各原発ごとの使用済み
核燃料の貯蔵状況と原子力安全機
構のデータに基づく低レベル放射
性廃棄物の貯蔵量と貯蔵容量をド
ラム缶に換算したものとして示し
ています。
処分のめどがないまま、貯蔵し
ている量が増え、限界に近付きつ
つあります。

放射性廃棄物の種類と処分方法
右の資料は放射性廃棄物の種類と種類
ごとの処分方法を整理したものです。
このうち、高レベル放射性廃棄物（ガラ
ス固化体）の貯蔵量は、約 2.5 万本あり、
30 年から 50 年保管して冷やしたあと地
層処分するという計画です。無害化するま
で 10 万年もかかります。
低レベル1放射性廃棄物の保管量は 200
リットルドラム缶で 672,931 本（2013 年
3 月末）となっており、美浜、高浜、大飯
にはそれぞれ 28,100 本、
45,184 本、
32,702
本が貯蔵されています。
1

上限 6 分。

低レベルといっても、一般人の年間被ばく量
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膨大な処理処分コスト

各原発の使用済燃料プールには、放射線漏

放射性廃棄物の処理処分コストは、2004

れを防ぐ格納容器はない、冷却水喪失事故

年当時の試算でも 18 兆 8,000 億円に及んで

（電源と給水喪失、耐震）対策が不十分です

います。しかも、この金額は以下のようなコ

（福井地裁平成 26 年 5 月 21 日判決）。
この状態で再稼働されると、量的、時間的、

ストが含まれていないか過小であり、さらに
拡大していくことは明らかです。

質的リスクが増大していくことになります。

① 再処理コストのうち六ケ所村第二工場の

① より大量の使用済燃料が蓄積（量的）
② より長期間の保管（時間的）

コストは含まない

より密度を高くして保管2（質的）

③

② 劣化ウラン、回収ウラン、MOX 燃料の使
用済み燃料等にかかるコストは含まない

この放射性廃棄物の問題について、リスク

③ 高レベル、TRU 廃棄物（寿命の長い超ウ

が増大している中で安全性を立証する責任

ラン元素を含むもの）の最終処分場の深

を下図のように、もともと大きかった風船を

地下処分する不確実はコストを過小評価

さらに膨らませ続けている行為に例えまし

④ 再処理工場が 40 年間、定格運転すること

た。

が前提
⑤ 福島原発事故後の安全対策費用の増大

再処理の実質国有化へ
従来は積立金法によって再処理費用は電
力会社の負担となっていましたが、これでは
やれないということで、2016 年 5 月に「再
処理等拠出金法」が成立し、これにより実質
的に国有化となりました。その要点は以下の
とおりです。
① 再処理事業の原資としての「再処理積立
金」
（電力消費者から使用料に比例して自
動徴収し、資金管理団体に積立。電力会
社の所有権）
② 今回から拠出金となり、使用済燃料再処
理機構（政府系新法人）に帰属。同機構
から再処理事業を日本原燃に委託⇒再処
理事業の実質国営化
③ 拠出金は再処理のみならず、核燃料サイ

命をつなぐ権利と次世代への責任

クルバックエンドの幅広い用途に使用で

人格権の中核として、自分個人の生命・身

きることになる⇒電力会社の負担軽減

体・幸福追求権の保護があります。しかし、

リスクの増大と人格権に基づく差し止め請
求権

誰もが有限の命であり、幸福追求権の重要な
内容としては、人類の一員として次世代に生

2

み核燃料の間隔が狭くなる。

保管場所がないので使用済み核燃料を並べな
おして保管（リラッキング）。これにより使用済
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命をつなぎ、その幸福を追求する権利がある

次世代への責任から法的権限へ

と言えます。つまり、自分自身の幸福は、次

フィリピン最高裁

の世代が幸福であることが必要ですし、次世

Minors Oposa vs.

代の幸福は子どもの権利であると同時に自

Factoran(Secretary of ENR), 1993 年 7 月

分の権利でもあるわけです。

30 日（G.R. No. 101083）は、将来の世代を
代理して訴訟を提起できる適格性について

倫理学者のハンス・ヨナスは、「責任とい
う原理―科学技術文明のための倫理学の試
み」
（1979 年）のなかで次のように述べてい
ます。

次のように述べています。

子どもたち・次の世代・将来世代へのツケ

わかりやすく言うと、自分がやることが人

放射性廃棄物は次のような点で将来世代

類の永続を危機にさらすようなことをやっ

へのツケであると言えます。

てはいけないということです。

①大量の低レベル放射性廃棄物、危険な高レ
ベル放射性廃棄物、使用済燃料による環

倫理から法政策原理へ

境リスク（福島原発事故の廃棄物と廃炉

さらに、ユネスコ「未来世代に対する現存

による廃棄物も加算）

世代の責任宣言」（ユネスコ第 29 回総会

②膨大な費用（現時点での拠出金では不足、

1997 年 11 月 12 日）では、地球上の生命の

電力料金や税金による負担）

保持について次のように宣言しています。

③高レベル放射性廃棄物の地層処分場、低レ
ベル放射性廃棄物処分場、中間保管施設
などの立地をめぐる社会紛争

命をつなぐ権利と次世代への義務としての
人格権に基づく差止請求
命をつなぐ権利とは、次世代への承継とそ

また、原子力政策大綱でも放射性廃棄物の

の幸福への希望を保障するものです。

安全な処理処分は未来世代への責任として
います。しかし、大綱の 4 つの原則はいずれ

また、次世代への義務とは、次世代への不

もないがしろにされていると言わざるを得

合理なつけを防止する義務を履行するため、

ません。

妨害を排除する条理上の権限が人格権に含
まれます。
こうした考え方にたって、前回の裁判では、
次世代に対する不合理なつけによる著しい
不利益（リスク、コスト、社会的紛争等）を
客観的に立証すれば、人格権に基づき、その
事業への差止請求が認められるべきである
と主張しました。
10

