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昨年 12 月 24 日に提訴した 11 基の福井

原発再稼働の差し止めを求めた裁判の第 3

回口頭弁論が、9 月 16 日（火）、大津地裁

で行われました。また、口頭弁論終了後、

弁護士会館で報告集会を行いました。 

原告側は、原発の耐震対策の最も根幹で

ある基準地震動が過去の地震データの平均

値をもとに設定されていることの問題点を

指摘した準備書面(2)と使用済み核燃料が原

発敷地内の核燃料プールに保管されている

ことの危険性を指摘した準備書面(3)を提出

し、法廷において井戸弁護団長と崔弁護士

がそれぞれパワーポイントを用いてその内

容を説明しました。 

一方、被告関西電力は、高浜原発の基準

地震動設定の考え方をまとめた準備書面（3）

を提出しました。 

また、法廷では裁判長と以下のようなや

りとりが行われ、次回期日 11 月 25 日（火）

10:00 からに続き、次々回の期日が 2 月 10

日（火）10:00 からと決まりました。 

 

法廷での主なやりとり 

 

被告代理人 

 反論の要否を含めて検討する。 

山本裁判長 

 被告から高浜の基準地震動設定の準備書

面が提出されたが、原告はこれに対する具

体的な反論を行うのか。 

井戸弁護士 

 今日の準備書面(2)は、一般論で問題点指

摘したものであり、個別の原発の問題点を

指摘する準備書面を準備している。 

山本裁判長 

 次回の主張内容は？ 

井戸弁護士 

 個別原発の基準地震動設定の問題と周辺

住民の避難計画の問題について主張する。 

被告代理人 

 原発の安全性について主張する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

山本裁判長 

原告から基準地震動の平均像に基づく

設定方法の批判があったが、被告はこれ

に対する反論をどうするのか。 

 

弁護士会館での報告集会 
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井戸弁護団長は、準備書面（2）で主

張した基準地震動策定の問題点につい

て次のように指摘しました。 

 

１． 基準地震動が原発の耐震設計の

基本 

 基準地震動は、施設の耐震設計にお

いて基準とする地震動であり、これが

原発耐震設計において最も重要なもの

である。 

 

２． 基準地震動の策定方法 

 基準地震動を策定する方法は、上図のと

おり敷地ごとに震源を特定して策定する地

震動と震源を特定せずに策定する地震動が

ある。このうち、敷地ごとに震源を特定し

て策定する方法には、応答スペクトルに基

づく手法と断層モデルを用いた手法による

方法の二つがあり、合計３つの方法で基準

地震動が策定されることになる。 

 

３． 震源を特定して策定する方法は過去の

データの平均値を基にしており過小予測

となる 

応答スペクトルによる方法も断層モデル

による方法のいずれも過去の地震データを

基礎とするものであるが、平均像を予測す

るものである。しかし、実際の地震データ

は大きくばらついており、平均像を求める

この手法は大きな問題がある。 

こうした方法が過去５回も基準地震動を

超える地震が観測された理由である。 

 

４． 震源を特定せず策定する方法も地震動

の最大値を知ることは不可能 

 震源を特定せずに策定する地震動は、震

源と活断層を関連づけることが困難な過去

の内陸地震について得られたデータを収集

し、これらを基に敷地の地盤物性に応じて

応答スペクトルを設定して策定されるもの

である。 

しかし、収集対象とされた地震は、1997

年 3 月から 2013 年までの 17 年間における

わずか 16地震しかない。これらの記録は実

際に観測された記録であるが、観測するた

めの機器である強地震計がすべての地震動

をカバーできるほど配置されているわけで

はない。こうした限られたデータから耐震

設計で使用する地震動の最大値を知ること

は到底不可能である。 

 

５．議論をさけてはならない 

①原発の耐震設計は、平均像で行ってよい

のか。もし平均像で行ってはいけないのな

ら、平均像からのかい離は最大限考慮すべ

きではないか。最大限考慮しなくても良い

なら、どこまで考慮するというのか。それ

でよいとする根拠は何か。 

②原発の耐震設計を過去最大の値、事象を

もとに行って良いのか。過去最大（既往最

大）を超える事象を考慮しなくてよいとす

るなら、その根拠は何か。 

③基礎となるデータが少ないことによる誤

差を最大限考慮すべきではないか。データ

が少ないことによる誤差を考慮しなくて良

いとするなら、その根拠は何か。もしこの

点の誤差を考慮するなら、どのような根拠

に基づき、どのように考慮するのか。 
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 崔弁護士は、原子力発電所内に設置され

ている使用済み核燃料プールの危険性につ

いて次のように指摘しました。 

 

１． 使用済み核燃料の発生とその危険性 

 原発の運転に伴って発生する使用済み核

燃料の量は、たとえば大飯３、４号機でみ

ると年間４０トンにも及ぶ。 

 使用済み核燃料は、高い放射能を含んで

おり、また、核分裂反応による崩壊熱を発

生するので崩壊熱を除去するために核燃料

プールにおいて冷却されている。 

 その危険性は、たとえば、１トンの使用

済み核燃料は、1000 年が経過した後も、琵

琶湖の貯水量 275億m
3で希釈しても飲料に

適さないほどであるし、崩壊熱は１年経過

後でも１万ワット以上であるので、崩壊熱

を除去しなければ燃料ペレットや燃料被覆

管の温度が上昇し続け、溶融や損傷、崩壊

が起こってしまう。 

 さらに、放射性廃棄物の処分の見通しは

全くたっていないので、原発を運転すれば

するほどプールは使用済み核燃料で満たさ

れ、危険性が増大する。 

 

２． 具体的危険性 

下記のような場合には、冷却水蒸発→ジ

ルコニウム火災→大量の放射性物質の放出

といった事態を招く。 

① 冷却水喪失事故 

② 電源喪失事故 

 

３．テロの危険性  

ある国際的カウンターテロのデータベー

スによると、1970 年から 1999 年までの間、

原子力発電所を標的としたテロ事件が 167

件報告されている。米国では 1969 年から

1975 年までの間だけで 240 件の爆破予告が

あり、実際に爆発が起こったか、辛うじて

未遂で食い止められたものが１４件あった。 

 航空機テロについては、ロシアで 2005 年

10 月、５機の飛行機をハイジャックして、

原子力発電所を含む複数の標的への攻撃を

計画。ロシア版の「９－１１」が、原子力

発電所も巻き添えにしながら実行されると

ころであった 。 

日本でもテロを想定した訓練が行われて

いる。2005 年 11 月 27 日、内閣府、福井県、

美浜町、敦賀市の共催による原子炉事故に

対する大規模な避難訓練が実施されたが、

その時のシナリオは、「関西電力㈱美浜原子

力発電所がテロリスト・グループによる攻

撃を受け、同施設の一部が損傷を受けたこ

とにより、放射性物質が放出されるおそれ

が生じる。」であった。 

 

４．処分方法が確立していない高レベル放射

性廃棄物～トイレのないマンション～ 

 原発の運転によって発生する使用済み核

燃料に関する最大の問題は最終的な処分方

法が確立していないことである。推進側と

目される日本経済新聞社からも『トイレの

ないマンション』と揶揄される始末である。 
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 第３回口頭弁論前日の 9月 15日、弁護団

を中心に大飯および高浜原子力発電所の現

地を視察しました（設置位置は上図参照）。 

 福井県の原発訴訟団の山本雅彦氏が案内

をしてくれました。 

 

 この二つの原発の特徴をまとめると、以

下のとおりです。 

① 人目につきにくい半島の先端に近い谷

間に設置されています。 

とくに、大飯原発は原発ＰＲ館である

エルパークおおいを閉鎖しているため、

陸上からは見えない状態です。 

 （幸い、山本さんの紹介で漁船をチャー

ター、海から視察することができました。） 

②  原発敷地に隣接した集落がそれぞれの

半島に広がっており、どのような避難計

画が立てられるのか気になりました。 

③ 山本さんの説明によると、冷却に使用す

る海水は、半島の一方の側から取水し、

反対側に放流しているとのこと。これは、

放流域の水温上昇を防ぐため。 

 

 

④ それぞれ、進入路付近はガードマンを設

置し、厳重に警戒していました。特に大

飯の入り口は屈強なガードマンが配置

されていました。 

⑤ 陸側は厳重にガードされているのに対

し、大飯の海側からみた感じはいかにも

無防備でテロの標的になる恐れを実感

しました。また、テロの標的としては、

外部電源や、発電した電力の送電線など

も無防備という感を免れません。 

⑥ 大飯町では原発マネーが入ったと思わ

れる豪華なハコモノが目立ちました。  

 

 

 

高浜原発 

大飯原発 

高浜原発 （取水口の防潮工事中） 
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 9月 22日、仮処分に関する審尋が大津地

裁で行われ、３年にわたって行われてきた

仮処分申請はこの日で結審することになり

ました。 

債権者側は、本訴の準備書面(2)の内容に

相当する基準地震動が平均値に基づいて設

定されていることの問題点を指摘した主張

書面を提出しましたが、関電側はこれに反

論しないとしたため、この日をもって仮処

分は結審し、裁判所の判断を待つことにな

りました。 

なお、仮処分については、前号のニュー

スでもお知らせしているとおり、緊急性の

高い高浜３，４号機、大飯３，４号機に限

定して判断を求めるため、それ以外につい

ては取り下げ等の手続きを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大飯原発（入り口は厳重にガード） 

大飯原発（海から） 

大飯原発（送電線） 

大飯原発（崩落防止工） 

今回、私たちが指摘した「基準地震動が平均

像によって策定されている問題」について、関

西電力側が全く反論してこないということは、

想定外でした。裁判所も面食らったと思いま

す。原発の危険性の中でも、最も重要な耐震性

問題、その中の根幹をなす「平均像」問題につ

いて、関電の反論がない状態で、仮処分の決定

が出されることになります。その時期はまだ判

りませんが、年内の可能性が高いと思われま

す。原子力規制委員会による高浜原発と大飯原

発に対する適合性判断と相前後する極めて重

要な時期に、決定が出されることになるでしょ

う。裁判所を後押しするためにも、再稼働を許

さない市民の声をもっともっと大きくするこ

とが必要です。 

（井戸弁護団長談）  
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次回の裁判は１１月２５日（火）１０：００から  

場所は大津地裁１号法廷。多数のご参加を！ 

※関電の基準地震動策定の問題点や避難計画の問題に焦点をあてた準

備書面を提出予定です。 
 

※当日の混雑状況等で時間が前後しますが、開廷時間の１時間前には整

理券が配布され、開廷時間の３０分前には抽選があります。傍聴券の

配布には限りがありますので、法廷の中に入れないこともあります。

予めご了承下さい。 
 

※１１時から弁護士会館で報告集会を行います。ぜひお越し下さい。 

 
次々回の裁判は２月 10日（火）１０：００から   

支える会総会 
 本訴が核心部分をつきながら展開しつつある状況や仮処分が結審となった状況

を踏まえて、この間の取り組みを総括し、今後の活動強化を図るため、次回の裁

判と報告集会終了後、昼休み休憩をはさんで以下のとおり支える会総会を開催し

ます。多くのみなさんのご参加をお願いします。 

日時 2014年 11月 25日(火)13:30～15:30 

場所 滋賀弁護士会館 

内容 ①この間の経過報告、②裁判の争点と今後の展開に

ついて、③支える会の強化について、 ④その他 
 

※9月 16日の報告集会でご質問のあった、会員の動向や会計の状況についても報告

します。 


