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5 月 10 日、高浜 3、4
号機運転差し止め仮処分決定に対する異議審が大津地方裁判所で行５月

5 月 10 日、高浜 3，4 号機運転差し止め
仮処分決定に対する異議審が大津地方裁
判所で行われました。これは、3 月 9 日の
決定に対して、関西電力が 3 月 14 日に執
行停止および保全異議申立（決定の取り
消し）を行ったため行われたものです。
関電はさらに、3 月 28 日付けで主張書
面(14)を提出し、決定の内容を合理的でな
いなどと批判しています。
一方、私たちは、4 月 11 日に関電の申
立を却下するよう求めた意見書を提出するとともに、5 月 9 日に関電の主張書面(14)に対する反論
の一部としての準備書面（１４）および 4 月 6 日の福岡高裁宮崎支部の決定を批判した準備書面(15)
を提出しました。
法廷では関西電力側代理人が主張書面（14）の内容について口頭で説明し、人格権に基づく申
立は危険性についての立証が必要であるが、決定は抽象的な「不安」「ためらい」「躊躇」「疑問」な
どに基礎をおいており、科学的検討を欠いているなどと批判ました。このような住民訴訟の場合、
企業側代理人が法廷において口頭説明するのは極めて異例のことです。
これに対して井戸弁護団長は、「不安」などの言葉は、関電側が果たすべき主張、立証を尽くして
いないことを表現したものであり、安全性に欠けることがないことを立証しなければ危険と認定さ
れる判断枠組みは、従来の裁判所の考え方に沿うものであり妥当であること、さらに関電が過酷事
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故発生の機序（どうのうように過酷事故に至るか）の立証を求めていることに対し、国際原子力機
関（IAEA）の深層防護の考え方は一層から五層までの各層が独立して対策が取られなければなら
ないとされているので、たとえば第五層の避難計画等の住民防護対策が不備であれば、第三層ま
での対策の不備により過酷事故に至る可能性があることの主張立証は求められないこと等を反論
しました。
また、関電代理人は、審尋は今回で終了することを強く求め、私たちの反論が全部でていないこ
とを批判しました。これは、関電側がこの間、一貫して引き延ばしを行ってきたことを棚にあげたも
ので不当な批判であると言わざるをえません。
山本裁判長は、以上のやりとりをへて、今回で審尋は終了し、さらに主張すべき事項については
書面で提出すること、そしてその期日を 6 月 10 日としました。決定がいつだされるかについては
口を濁しましたが、早ければ 7 月中になるのではないかと思われます。
審尋終了後、滋賀弁護士会館で記者会見を行いました。

記者会見でのやりとり
井戸弁護団長が概要説明を行ったあと、マスコ
ミとの間で質疑が行われました。
Q1.早期の終結は予想していたか？
A. 予想していた対応だ。裁判長と右陪席が
同じなので、舞台を大阪高裁へという思
惑だろう。
Q2.裁判長の反応は？
A. 特にかわったことはない。関電側の弁護
士が口頭説明したことを含めて極めて多
弁であった。そのこと事態が奇異であっ
た。
Q3. 6 月 10 日にむけた主張は？
A. 地震動については都合のいいところば
かりピックアップしている。避難計画は
合理的とまでいっている。ピットは損壊
することを想定しなければならない。津
波について福井大山本教授の新しい資
料が発見されている。若狭湾の津波は東
北のような沖から押し寄せるのではな
く、一部が大津波におそわれることがあ
り得る。こうした点について 6 月 10 日
までに主張したい。
Q4．関電の料金値下げの問題は書面にある
のか？
A. 口頭で言っただけであり、記録に残らな
いので、これに対する釈明請求もできな
い。

辻原告団長のコメント
① 関電側は一刻も早く終結させたいと言う
対応であり今までとは様変わりしていっ
た。大津では期待できないということか。
② 規制基準について関電に説明を求めるの
は不当という主張をしたが原発を動かす
当事者なのでそういう対応は市民感覚か
らいっておかしい。
③ 避難計画について安倍内閣を先頭にして
国家をあげて対応しているという主張に
はびっくりした。
④ 決定のなかの「躊躇」
「不安」という言葉
尻をとらえての批判がされたが、これは
市民感覚に沿ったものだ。これに対して
強く批判されたことには疑問と怒りを感
じる。

Q5.関電側の口頭説明の意味は？
A.単なるパフォーマンスでしかないが、誰に
対するものであったのかは疑問だ。
Q6. 執行停止申立に対する裁判所の判断
は？
A.すぐに却下という判断だされるかと思っ
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ていたがまだでていない。ただ、全体として
早期に決定を出そうということかと思う。
Q6.今回で終結したことについて
A.もう一回は期日を設定してほしかったが、
6 月 10 日までの主張の機会があるのであえ
てこだわらない。
大阪にもっていきたいという思惑だろう
が、3 月 9 日に続いて、我々が勝利する決定
が積み重ねられることの意義は大きい。そう
した決定が早くでることになるだけだ。

関電の執行停止申立に対する意見書の概要（4 月 11 日提出）
第１ 意見の趣旨
（関電の）仮処分執行停止の申立を却下する との裁判を求める。
第２ 意見の理由
１．(関電は)いかなる機序でどのような人格権の侵害具体的危険が生じ、どのような被害が生
じるのか明らかにされなければならないと主張するが、従来の支配的裁判例は、事業者が「安
全性に欠ける点がないこと」の立証を尽くさなければ、原発に危険性があることが事実上推
定されるという判断枠組みで推移してきた。
２．
（関電は）福島事故の教訓を踏まえた対策を行っていると主張するが、
「教訓を踏まえる」
ということは事故の原因が明らかにされなければならないが、未だに燃料デブリの位置もわ
からず、人が格納容器に近づけないような状態では事故原因が正確にわからない。そのよう
な状態で稼働させようとするのであれば、十分保守的な基準制定が求められるが、基準地震
動の基本的考え方は福島事故以前と変わっていない。
３．個別の課題について
①原決定は、断層の評価について、
「安全余裕をとったといえるものではない」と述べている
が、断層の調査によって（地震の際に動く）震源断層の長さの把握にはならないので、決定
の判断は正鵠をついている。
②原決定は、松田式が「想定される地震力のおおむね最大を与えるものであると認めるに十
分な資料はない」
、耐専式が「最大に近いか疑問」としていることに対し、関電は「最大」と
は主張していないと論難している。しかし、原決定の意味は、これらの平均像を基本にして
関電のいう不確かさを考慮したとしても最大になるかどうか疑問という趣旨である。
③(関電は)断層モデルを用いた地震動評価において、平均像を基本にして、地域性を加味して
地震動を評価するとしているが、本件原発においては加味すべき地域性は特段得られていな
いとしている。地域性の把握には限界があり、原決定の「その平均性を裏付けるに足りる資
料はみあたらない」という指摘は正鵠をついたものである。
④津波に対する安全性について、原決定が「大規模津波なしが疑問なしとしない」としたこ
とに対して合理的理由はないと論難するが、福井大学山本教授により大津波を裏付ける新た
な地質資料が発見されており、原決定の疑問は正当なものである。
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⑤燃料ピットについても損壊という事態を想定して対策が取られるべきであり、
「損壊時の対
応について十分と認める資料はない」というのもまっとうな判断である。
⑥(関電は)避難計画について、現在の原子力災害対策を説明して「十分主張、疎明した」とし
ているが、問題は、本件原発周辺の自治体において策定されている避難計画が、現実に過酷
事故が起こった時、有効に機能し、住民が被爆をさけることができるかどうかが問題なので
る。しかし（関電は）そのことについて何らの主張、疎明をしていない。
(詳細はホームページ参照)

準備書面(14)の概要～関電主張書面(14)に対する反論第１～
判断枠組みと津波について主張････上記意見書の内容参照
(詳細はホームページ参照)

準備書面(15)の概要～4.6 福岡高裁宮崎支部決定批判～
１． はじめに
本決定は、
「社会通念論」を都合よく使うことにより、あらかじめ決めていた「即時抗告
棄却」という結論を導いている。
２． 宮崎支部決定の社会通念論
① どの程度の危険であれば容認するかという社会通念で判断する。
② 改正後の原子炉等の規制には安全性についての社会通念が反映しているとして、
「社会通
念」と「規制のあり方」を同一視している。
③ 火山問題における「社会通念」の認定
「合理的予測を超えた水準での絶対的な安全性に準じる安全性の確保を求めることが社
会通念になっているというともでき」ないとし、大規模噴火は相応の根拠をもって可能
性が示されない限り、この種の危険性については無視しうるものとして容認するのが社
会通念であると決めつけた。
さらに、大規模噴火の正確な予測は困難であるとし、
「その発生の可能性が相応の根拠
を持って示されない限り・・・安全性に欠けるということはできない」としている。
④ 避難計画について
「避難計画が全く存在しないかまたは存在しないと同視しうるにもかかわらず原発を運
転するような場合でない限り、避難計画が合理性、実効性を欠くとしても、その一事を
もって原発の安全性を欠く」とはいえないとし、川内原発の場合、避難計画が存在しな
いのと同視しうるということはできないから、人権侵害のおそれはないと結論づけた。
３．まとめ
本決定には福島事故の教訓を踏まえた説示はない。また、新規制基準には社会通念が反
映しているとして是認し、火山や避難計画については論理的破綻を示しながら強引な結
論を導いている。
(詳細はホームページ参照)
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の平田直・東京大学地震研究所教授は「最近の

熊本地震の「想定外」

科学成果を入れて評価してきたが限界がある。
」
（朝日新聞 4 月 22 日）と認めており、
「震源

大きな被害をもたらしている熊本地震。原子
力規制委員会の田中委員長は川内原発では「想

断層の長さは地震がおこらないとわからない」

定内」であったことを強調していますが、原発

という原発裁判で私たちが主張しているとお

の安全を考える上では「想定外」がいくつも発

りの事態となっていることが図らずも明らか

生しています。

になっています。ちなみに、マグニチュードが
0.3 増えると、短周期の振動加速度は 1.4 倍に

「想定外」の第一は、大きな前震のあとにさ
らに大きな本震が発生する等大きな地震が多

なります。

発することや震源域が拡大すること等は、想定

第四の「想定外」は避難計画に関連したもの

されていなかったことです。4 月 14 日マグニ

です。原子力災害対策指針では、過酷事故発生

チュード 6.5、16 日マグニチュード 7.3 が観測

時に、原発の 5km 圏内住民は被爆を避けるた

され、益城町の地震計では、それぞれ 1580 ガ

めすぐに圏外へ避難し、5～30km 圏内の住民

ル、1362 ガルが観測されています。

に屋内待避で被爆を避けるという二段階避難

第二の「想定外」は、耐震設計においては、

が示され、自治体の避難計画でも取り入れられ

設計の基準となる地震動は一回だけを想定し

ています。しかし、今回の熊本地震では、多く

ているのに対し、今回の地震では大きな揺れが

の被災者が「余震が怖くて家に戻れない」と車

何回も続き、小さな損傷が大きな破壊へつなが

中泊を余儀なくされており、
「屋内待避」が現

っている事例が多く見られることです。
「想定

実的でないことが浮き彫りになる等「想定外」

外」の出来事に対し建築の専門家も設計の考え

の状況となっています。
第五は、今回のように強い地震では、土砂災

方を見直さなければならないと述べています。
第三の想定外は、4 月 16 日のマグニチュー

害危険箇所などで土砂崩れが起き、河川を横断

ド 7.3 の地震を起こしたとされる布田川断層

する橋が壊れ、想定した避難経路が使えなくな

帯の布田川区間については、政府の地震調査会

る恐れがあることが改めて実証される形とな

が予測していた箇所です。しかし、動いた断層

っています。避難しようとしても避難できない

の長さは「想定外」でした。予測において想定

という「想定外」の事態も計画に盛り込んでお

していた断層の長さは 19km であったのに対

かなければならないと思います。
（Ur）

し、実際は 30km 近くが動いたのです。委員長

大津地裁決定各紙
の社説・論評
大津地裁仮処分決定後の各紙の
社説、論評を集めました。福島原
発事故から５年の節目とも重な
り、多数が「福島の原点に立ち返
れ」「決定を重く受け止めよ」と
論じたのをはじめ、「許されぬ安
全神話への復活」と原発回帰路線
への疑問を打ち出しています。
一方、読売と産経は政府と電力
会社を応援する際だって異質な論
を展開しています。
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大津地裁決定、県下各地で報告・学習会
3 月 9 日の大津地裁決定の学習会が井戸弁護団長、石川
弁護士を講師として県下三カ所で行われました。3 月 16
日には彦根、3 月 24 日には大津、4 月 16 日には高島市で
行われ、それぞれ 74 人、67 人、90 人と多くの方の参加
を得て取り組まれています。
【高島からの報告】
「4 月 16 日（土）石川弁護士を招いて高島市で大津地裁
仮処分決定を学ぶ会をしました。
懇切丁寧なパワーポイントを使っての説明を聞き、私達の
運動を広げることの必要を実感しました。
この学習会は「原発はいらない」の一点共闘で取組み、実
行委員会を重ね「原発訴訟髙島原告会・支える会」の主催で
行いました。市民など約 90 人が参加しました。
市議の参加やメッセージ参加した 2 人の県議も含めてで
す。マスコミも何社かが取材しました。石川弁護士以外にも
辻原告団長の訴えもあり、カンパは数万円集まり、必要経費
を除き、支援する会に残りを渡すことができました。
今後も一点共闘を大事にしながら「原発のない社会」づく
りにがんばります。
（熊谷）
（写真上 彦根、中 大津報告会、下 高島）

安全より再稼働を優先した高浜 1,2 号機審査結果
原子力規制委員会は、4 月 20 日、高浜原発の設置変更を許可しました。同時に示された 3 月
25 日まで行われたパブコメ回答にみられる重大な問題について指摘しておきたいと思います。
① 今回は 40 年を超える老朽炉の運転期間延長に係る許可の前提となるはじめてのケースでし
た。606 件パブコメのうち、多くが、そのことに関するものであったと言われていますが、
「運
転期間の延長認可に係る申請がなされており、現在、審査中」とそっけない回答です。また、
運転期間延長の審査結果についてのパブコメは手続き上予定されていません。
② 炉内構造物の耐震評価は、規格に従った従来の手法では許容値を越えることが明らかになって
います。したがって、新規制基準不適合と判断すべきですが、規制委員会の回答は、今後の工
事計画の審査において基準適合について確認するとともに、基準確認の前提となる必要な試験
は工事実施後に実施して確認するとしています。
③ 複数の原発が被災することが想定されていないことについて「それぞれの原子炉で独立して事
故対応」するとして広域的な対策検討は「想定外」におかれています。
④ 避難計画を規制委員会が審査すべきという意見も多くだされていますが、
「原子力防災につい
ては、原子力災害対策特別措置法に基づき、対応が講じられます。
」とまともに回答していま
せん。
⑤ 過酷事故時の琵琶湖の汚染問題については、
「外部への影響を最小限に抑える対策を要求」と
してまともに回答していません。
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