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3月 7日、福井の原発 7基の運転差し止めを求めた本訴（2013年 12月 24日提訴）第 22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(56)、(57)を提出。 

準備書面（56）、(57)は、美浜原発の地盤は、関電の主張のように決して安定した地盤ではな

いなどの問題を指摘した原告準備書面に対して、関電が反論していますが、これに再反論したも

のです。原告主張に対する関電の反論は不十分なものであり、地震動を予測する経験式のバラ

ツキを考慮すべき地域特性（震源特性、伝播特性、サイト増幅特性）による増幅を考慮しなくてい

いという被告の主張の根拠が立証できていないことを指摘しています。 

法廷では、準備書面(56)、(57)の要点を井戸弁護団長がパワーポイントを用いて説明しまし

た。 

一方、関電側は、準備書面(40)、(41)を提出。(40)は、高浜１～4 号機の土砂災害に対する安全

性を、(41)は火山噴火に対する安全性を主張したものです。この主張内容について、代理人弁護

士が口頭で説明を行いました。  
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次回以降の予定について、原告側は、次回の期日で主張を尽くすとして 8 本の準備書面の提

出を準備しており、被告は早期に反論してほしいと述べました。一方、関電側は次回、地域特性の

問題について反論するとしました。 

 次回期日は、6 月 4 日（火）14:30 からとされましたが、口頭弁論が始まる前に行われた裁判所

と双方の代理人とで行われた進行協議では、次回以降 9月 10日、12月 10日について、それぞ

れ 14:30から、さらに 2020 年 3 月 10日 13:10からと期日が設定されています。 

法廷でのやり取り終了後、記者会見、報告集会、そして支える会定期総会を行いました。 

 

 

【記者会見・報告集会での報告・質疑】

【井戸弁護団長から】 

 裁判の前に行われた裁判所と原告・被

告代理人による進行協議の概要について

説明する。法廷でも話したとおり次回 8

本の準備書面を出して原告側の主張は完

了し、早期に証人調べに入っていきたい

と考えている。関電の反論がどのくらい

かかるかによるが、12 月頃までかかるかも

しれない。今の想定では、来年の 3 月から 3

期日ぐらいかけて証人調べを行い、最終弁論、

判決という流れだ。関電は反論に要する時間

を明らかにしなかったが、次回、原告側が予

定している書面をすべて出せば、見通しを明

らかにするよう迫ることができる。 

 進行協議のなかでは、来年 3 月までの日程

が次のとおり確認された。 

 6 月 4 日（火）、9 月 10 日(火)、12 月 10

日(火)（6 月、9 月は 14:00 から、12 月は

13:30 から進行協議、裁判はいずれも 14:30

から）に加えて、来年 3 月 10 日（火）13:10

から証人調べを想定して午後いっぱいの時

間が確保されている。 

 

【記者・参加者との主なやりとり】 

Q1.どのような証人を考えているのか？ 

A. 第一には、福島原発事故の被害者。被害

の実態をリアルに証言してもらう。第二

は、地震・地盤問題について、第三は、

避難計画の問題。その他、放射性廃棄物、

火山、津波、シビアアクシデント対策な

どたくさんあるがしぼらなければならな

い。 

Q2.次回提出を予定している 8 本の準備書面

の内容は？ 

A． 原発再稼働と住民避難という図書に基

づく主張、地震、津波、廃棄物、火山、

原発の世界の潮流、被害論、クレーン倒

壊問題、燃料ピットの問題などを予定し

ている。 

Q3.今後のスケジュール感について被告はど

ういう反応か？ 

A. はっきりした反応はない。次回までに提

出する 8 本をみてみないとわからない。

今日は確約を求めることはできなかった

が、次回は迫ることができる。 

Q4.証人はどのような人を想定しているの
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か？島崎氏などを考えているのか？ 

A. ある程度想定しているが、本人の了解が

ないと明らかにできない。 

Q5.準備書面(56)で美浜原発が宙に浮いてい

るという主張はどういうことか？ 

A. 関電はやわらかい表層を除去して原子炉

建屋を設置しているので、インバージョ

ンモデルの第 1 層を除いて地震動評価モ

デルを作成していることは問題ないと主

張している。しかし、インバージョンモ

デルのやわらかい第 1 層の層厚は 80m

と計算されている。インバージョンモデ

ルの平均標高は+11m であり、原子炉建

屋は±0m に設置されている。つまり、や

わらかい層厚は 80m であり、除去された

層厚は 11m なので差し引き 69m はやわ

らかい層が残っているはずなのに、関電

は±0m にインバージョンモデルの第 2

層目をもってくるという操作をしており、

69m 分宙に浮いているという表現とし

ている。 

Q6.名古屋高裁金沢支部において専門家意見

はどのように扱われたのか？ 

A. 同判決は、大飯原発敷地における反射法

地震探査の反射面を「全体としてみれば

水平な成層であると評価でき」、「部分的

には不連続であったり、曲がった箇所が

あるとしても上記の評価に影響しない」

と断定しているが、結論をいうのみでそ

の理由を示していないし、同訴訟で、裁

判所の上記判断内容に沿う専門家の意見

は証拠提出されていなかった。関電側か

らはまともな反論はなかった。 

Q7.裁判官は地盤問題のような複雑な問題を

理解できるのか？聞くところによると、深く

立ち入ると理解できなくなるから、国側の専

門家の意見によって判断するようになる。素

人が理解できるような説明、主張にならなの

か？ 

A.おおまかな主張だけですめばよいが、基準

が合理的かどうか、適合しているかどうか

ということになるとどうしても細かい議

論に立ち入らざるを得ない。 

 

 

 

 

 

【原告側準備書面の概要】 
                       

 準備書面(56)､(57)：美浜原発の地盤問題、関電反論に対する再反論 

原告準備書面(45)で、被告の美浜原発の地

域特性の調査・評価の問題点を指摘したとこ

ろ、被告は、被告準備書面(38)において、こ

れに対する反論をしてきた。本準備書面は、

これに対する再反論である。 

【被告が反論していない事項】 

原告は被告が行った試掘坑弾性波探査の

屈折法弾性波探査、PS 検層、反射法地震探
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査の測定結果について、以下の事項を指摘し

ているが反論がない。 

① 原子炉直下では、Ｐ波速度が 4.2 ㎞/s、

Ｓ波速度 1.7 ㎞/s とされているが、そこ

から１０～２０メートル離れると、急激

に遅くなっていて、均質な速度構造では

ないことなど。 

② データのバラツキが極めて大きいこと、

浅部でも深部でも、低速度層（逆転層）

が分布していること。 

③ 京大名誉教授芦田讓氏の指摘に基づき、

逆断層の存在を指摘したこと。 

【反論のあったもの】 

１．被告の全般的主張について 

被告は、策定した一次元の地盤の速度構造

モデルに何ら問題がないと主張している。そ

の理由として、モデルによる位相速度と観測

記録とがよく一致していることを挙げてい

るが、モデルは観測記録に合うように設定さ

れているのだからその主張は意味がない。 

また、名古屋高裁金沢支部がこの問題につ

いて、住民の訴えを退けたことを理由として

いるが、同判決は、裁判官の素人の感覚だけ

で根拠を示すこともなく専門家の意見を退

けるのは、あるまじき訴訟運営である。 

２．三次元探査の必要性 

 被告は、美浜の地盤は水平成層構造、つま

り水平方向には一様であるため、三次元探査

は必要ないと主張しているが、被告が実施し

た諸調査は、美浜原発敷地が水平成層構造で

あることを何ら裏付けるものではない。また、

規制委員会の適合審査結果を三次元探査不

要の根拠の一つとしているが、それは同委員

会の能力不足を示すものでしかない。 

                                                
1 破砕帯：岩盤が割り砕かれて、多くの

隙間を持つようになった地層のこと。断

層の運動などによって発生する。 

破砕帯は通常の地盤に比べて軟弱であ

り、地下水などが含まれている場合も多

３．破砕帯1の存在及びドレライト2の貫入が評

価されていない問題について 

 地震波は地下深く縦方向に伝わってくる

から、破砕帯やドレライトの部分では振幅が

大きく増幅される可能性があるが、被告の調

査では、この可能性を評価できない。 

４．地表弾性波探査結果 

 美浜３号機原子炉設置位置の岩盤の弾性

波速度、すなわち P 波速度は、「2.3km/s～

3.4km/s」であると断言した。他方で、被告

の基準地震動評価モデルでは、第１層（上面

深度 0.00km～0.06km）の P 波速度は 4.0 ㎞

/s とされている。この違いがなぜ生じるのか、

説明していただきたい。 

５．試掘坑間弾性波探査による異方性につい

て 

 被告が実施した試掘坑間弾性波探査の結

果得られた P 波速度をグラフ化すると下図

のとおり 3.0 ㎞/s 付近と 3.3km/s 付近の２

か所にピークがあり、中央値付近に谷がある

ことがわかる。全データの平均値と分散は、

Vp= (3.276 ± 0.336) km/s（CV = 10.3%、N 

= 99）であり、最大値は 4.18、最小値は 2.48

で、1.68 倍の差がある。このように、水平方

向の速度成分からみた異方性つまり、水平成

層構造ではないことが明らかなのに、被告は、

発破点ごとに速度の平均をとり、平均値から

い。地震発生の際には活断層と共に大き

く動く危険性もある。 
2 ドレライト：玄武岩質のマグマが地下

に貫入してゆっくり冷えたときにできる

岩石。 



 

5 

 

の標準偏差が小さいとして「方向による顕著

な差がない」と結論づけるなど恣意的な手法

によりごまかしを行っている。 

６.単微動観測Ｈ／Ｖスペクトルについて 

原告らは、単点微動観測によるＨ／Ｖスペ

クトルに基づく基盤面の上面深度の推定作

業において、被告が、表層をＳ波速度 264ｍ

/s・Ｐ波速度 1583ｍ/s の埋土として仮定し

て計算し、基盤面の上面深度を概ねＥＬ

+20m～-60mとしたことを批判し、敷地直下

の表層は、埋土ではなく、Ｄ級、ＣＬ級の岩

盤であると主張した。被告はこれに反論した

が上図を見ると、３号機タービン建屋の北東

側の表層は埋土であるが、南西側はＣＬ級又

はＤ級の岩盤であることが明らかである。表

層が埋土であるか、Ｄ級岩であるかによって、

基盤岩標高が全く異なる結果になることは、

原告ら準備書面(45)19～21 頁に記載したと

おりであり、被告の主張は誤りである。 

７.地震観測について 

～実際の地震における増幅～ 

原告らは、2014年長野県北部の地震、2014

年滋賀県北部の地震の際の観測結果につい

て、被告が、「各深度での増幅はほとんど見

られなかった」と評価していることを批判し、

周期によっては、滋賀県北部の地震では２～

３倍に、長野県北部の地震でも２倍近くに増

幅されていることを指摘した。これに対して

被告は、被告は、「美浜発電所は硬質な岩盤

上に立地しており、地震観測記録は揺れが小

さく（最大加速度で 0.4～1 ガル程度）、測定

誤差等の影響が比較的大きくなると考えら

れるため、得られた深度別応答スペクトルを

全体としてみれば、岩盤内では著しい増幅は

みられないと評価した」と弁解している。 

この弁解は次のとおり破たんしている。 

① 我が国の地震計の分解能は 0.635 ミリガ

ルであり、0.4 から 1 ガルでも十分評価で

きる。 

② 建物の固有振動数など特定の周波数にお

ける増幅が問題なので明らかり、「全体と

しての評価」はごまかしである。 

③ 被告は11地震について解析する機会があ

ったのにそれを行っていない。安全に対

する姿勢が問題である。 

８.反射法地震探査における重合速度について 

原告らが、重合速度（地表から比較的明瞭

な反射面までの平均的な P 波速度）の提示

を求めたのに対し、被告は、反射法地震探査

を実施した目的が「地層の地震波の伝播に影

響を与えるような特異な構造が認められな

いことを確認する目的」だから、重合速度を

示す必要はない、として提示を拒否している。

反射法地震探査をすれば、重合速度は必ず求

まり、被告がこれを提出することは容易であ

る。地震動評価モデルで、第１層を Vp=4.0

㎞/s、Vs=1.65km/s としたことの妥当性が争

点になっており、重合速度は、この妥当性を

判断する重要な資料である。 

９.インバージョンモデルと地震動評価モデルに

ついて 

 原告らは、被告が、インバージョンモデル

の表層を抜いて地震動評価モデルを策定し

たことを批判した。これに対し、被告は、イ

ンバージョンモデルは、美浜３号機は、表層

地盤を取り除いた硬質岩盤に直接設置され

ているから、表層を抜いたのは当然である旨

主張する。 

 原告の指摘している問題点は、記者会見
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Q5.の回答を参照。 

 適正に設定されているとすると、標高 0ｍ

付近（原子炉建屋設置位置）の速度は、

Vp=4.0 ㎞/s、Vs=1.65km/s よりも相当遅い

という結果になったであろう。そのことは次

のことからも裏付けられる。 

ｱ)被告は、美浜３号機原子炉設置位置の岩

盤の P 波速度は、「2.3km/s～3.4km/s」であ

ると断言していること。 

ｲ)試掘坑弾性波探査における坑間Ｐ波検

査における９９のデータの平均値は、（3.274

±0.340）km/s だったこと。 

ｳ)反射法地震探査において明らかになる

重合速度のうち、被告が明らかにしたＡ測線

の標高－130ｍまでの平均的なＰ波速度（重

合速度）は、2.6 ㎞/s～2.7 ㎞/s であり、３号

機原子炉建屋にもっとも近いＭ3-8ポイント

でも 2.7km/s であったこと。 

 

 3月 7日は、第 22回口頭弁論終了後の記者会見の後、支える会の定期総会を行いました。

総会では、二つの講演が行われました。まず、田島義久弁護士が、「想像を絶する原発事故被

害の実態」と題して、続いて井戸謙一弁護団長が「2018年の原発裁判を振り返って」と題

して講演を行いました。講演の後、2018年度の支える会の活動報告と 2019年度の活動計

画案および 2018 年度の会計決算報告と 2019 年度予算案の報告、提案を行い承認を得ま

した。それぞれの概要は以下のとおりです。総会・記念講演には 60 名を超える参加者があ

りました。 

 

総会での講演１ 

田島 義久弁護士 

【チェルノブイリ原発事故】 

 田島弁護士は、まず 1986 年 4 月 26 日に

発生した原発事故で最悪といわれたチュル

ノブイリ原発事故の被害の実態について話

をされました。 

 チェルノブイリ事故の特徴は、事故由来の

放射性物質が全地球規模に急速に広がって

いったことであり、高濃度汚染の範囲も

UPZ の 30km 圏域にとどまるものではなく 広範囲に広がった。放射能汚染の範囲や影響

支える会 2019 年度定期総会 
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も全容はまだ調査中であり、羊のセシウム汚

染が 25 年たってから指摘されたりしている。 

 

【チェルノブイリ事故による健康被害】 

 ウクライナ地方で 1992 年から 1998 年に

3773 人を対象にした網膜の血管障害に関す

る調査では、被曝した集団は被曝していない

集団に比べて有症率が高く、特に、第二小児

期（女児 8～11 歳、男児 8～12 歳）では 1000

人あたりの有症率は 320.79 と高かった。 

 子供集団の健康被害に関する調査も行わ

れている。 

 1986 年 4 月 26 日から 9 月 1 日までの事

故直後では、事故後数日間で危険区域から避

難してきた子供たちは、金属味（55.7%）、疲

労（50.1%）、リンパ組織の過形成（32.2%）、

頻繁な空咳（31.1%）、呼吸器疾患（31.0%）、

めまい（27.8%）、睡眠障害（18.0%）など様々

な症状が訴えられている。 

 事故から初期の数年間（1986～1991）で

は、30km 圏内から避難した子ども達及び汚

染地域に住む子ども達の 70.3%自律神経に

よる血管機能障害の兆候、40.0%に心臓の機

能変化、53.5%に非呼吸系の肺換気と肺機能

の侵害、82.4%に消化器系の機能障害が発生

している。 

 次の５年間（1992～1996）では、慢性の身

体疾患による機能障害に移行していること

が特徴であり、健康な子どもの数が減少し、

慢性の疾患をもつ子どもの増加している。 

 更に次の５年間（1997～2001）では、30km

圏内から避難した子ども達、危険区域から避

難してきた子ども達のなかで、「健康」とい

うレベルの子供はそれぞれ 0%、6.3%であり、

慢性疾患がある、重篤な疾患がある、をあわ

せた比率はそれぞれ 76.6%、66.6%と健康の

度合いが減少している。 

 

【福島原発事故「最悪のシナリオ」が示す重要

な点】 

福島原発事故では、チェルノブイリ原発事

故と同程度のまたはこれを上回る被害が現

実味を帯びて想定されている。被害想定は、

チェルノブイリ原発事故の基準である、強制

移転：1480kBq/㎡、移転 555kBq/㎡を使用

しており、その結果、強制移転の範囲は

170km、移転を希望する場合の範囲は東京

を含む 250km まで広がる。 

若狭湾で原発事故が起きれば、若狭湾の全

ての原発に波及する。若狭湾の原発から半径

170ｋｍ圏内には、福井県、京都府、滋賀県

は勿論、大阪府、兵庫県、奈良県、三重県の

大部分が含まれる。近畿の水源である琵琶湖

の汚染は被害を更に拡大する。 

このように、チェルノブイリ原発事故・福

島原発事故を踏まえるならば、原発の安全性

は万が一にも事故が起こらないという絶対

的な安全性、つまり少なくとも二つの原発事

故のような過酷事故が万が一にも起こらな

いという安全性が求められる。   

【福島原発事故が生んだ悲劇】 

 田島弁護士は原発事故が生んだ悲劇とし

て次のような事例を紹介しました。 

① 浪江町請戸の浜では、捜索が 1 月以上後

になり、事故がなければ救えた命があっ

た。 

② 大熊町双葉病院では、50 人の犠牲者、一

人の行方不明者を出した。患者たちの搬

送先は合計 80 か所近くに及びほとんど

が搬送過程で命を落としている。 

③ 養鶏業を営んでいた渡辺はま子さんは、

長引く避難生活の中で、2011 年 7 月に一

時帰宅した自宅近くで、焼身自殺。裁判所

は因果関係を認め 4900 万円の賠償命令。 

④ 福島県相馬市の酪農家菅野重清さん（５

４）は、妻のバネッサさんと息子二人を残

し、堆肥小屋の壁に「原発さえなければ」

の遺書を残し自殺した。 

⑤ 福島県相馬市の酪農家菅野重清さん（54）

は、妻のバネッサさんと息子二人を残し、
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堆肥小屋の壁に「原発さえなければ」の遺

書を残し自殺した。和解が成立したが東

電は謝罪していない。 

⑥ 福島で最も被曝したのは飯館村（下図）。

適切に避難していれば避けることができ

た。 

代々引き継いできた土地・建物の喪失は経

済的な価値の問題ではない。うずたかく積み

上げられる除染廃棄物には、飯舘の宝・豊か

な土壌が詰められている。助け合う生活その

ものが喜びであったコミュニティが喪失さ

れた。浪江町馬場有町長「ふるさとの匂いま

で消されて」と述べている。たとえ帰還でき

ても、若者と子どもたちは戻らず、作物を分

かち合う農業も戻らない。 

 

【いま、司法に求められていること】 

４号機の使用済み燃料プールの冷却が困

難となれば、１７０キロ圏内は強制避難、東

京からも市民が避難しなければならなくな

るという、考えるだけでも身の毛がよだつよ

うな破局もあり得た。 

３月１５日午前６時すぎ、福島第一原発か

ら６５０人が第２原発に退避した。 

中央制御室は無人になり、ほとんどの時間

帯で、原子炉の圧力などの運転データは確認

不能となっていた。 

炉の管理は放棄され、線量が下がらなけれ

ば、破局的な事態に進んだ可能性がある。 

 裁判所には福島で起きた被害を肌感覚で

知り、これを繰り返してはならないと心で感

じてほしい。 

このような悲劇を万が一にも繰り返して

はならないということを司法判断の基礎に

おくべきである。 

原子力規制委員会の規制基準は、このよう

なレベルの安全性を保障するものとなって

いない。 

規制委員会の基準適合の判断には、多くの

判断の過誤欠落がある。 

 

総会での講演２ 

 

井戸 謙一弁護団長 

１．原発及び原発訴訟の現状 

1-1 原発の状況 

 原発の現状は、再稼働しているものが 9 機、

規制委員会の審査に合格しているが運転し

ていないものが 6 機、審査中は 13 機で、そ

のうち既設 11 機、建設中 2 機、申請してい

ないもの 8 機、廃炉を決定しているものが
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24 機という状況です。 

1-2 老朽原発の再稼働 

 廃炉決定されたものは経過年数が大きい

ものが多いが、40 年を超えたもので再稼働

がめざされているものの老朽化ランキング

は、関電の高浜 1、2 号機、美浜 3 号機が上

位 3 機を占めており、これに東海原発 2 号

機が続いています。これらはいずれも 40 年

を超えて許可がでているが、東海原発 2 号機

は周辺市町村との協定があり再稼働は難し

いと思います。したがって、関電の 3 機を動

かすかどうかが天王山であるといえます。 

1-3 原発裁判の状況 

 原発訴訟の状況ですが、現在、本訴 28 件、

仮処分 5 件が闘われています。 

 福島原発事故後の運転差し止めについて

の裁判所の判断は 22 件だされており、2018

年は 7 件の判断が行われましたが、いずれも

住民の訴えがしりぞけられました。 

 福島原発事故後の裁判所の判断の流れを

総括すると、当初は裁判官も反省していたと

思います。裁判例も H28 年までは拮抗して

いました。しかし、最近は、福島原発事故前

に回帰しようとしているかのようであり、悪

い傾向が出てきています。ただ、その多くは、

仮処分事件です。仮処分は、裁判官にとって

はハードルが高い、つまり差し止め決定即運

転停止となるので慎重にならざるを得ない。 

本訴の場合は直ちに運転停止とはならな

いが、現在のところは前哨戦といえ、判決は

①福井（大飯）、②函館（大間）、③佐賀（玄

海ＭＯＸ）のみです。その内容は、①は後述

のとおりひどい、②は基準適合性については

判断回避している、③は特殊な案件でした。 

したがって、本訴の本番はこれからと言え

ます。 

1-4 司法の汚点 名古屋高裁金沢支部判決 

                                                
3 統治行為論：裁判所の法令審査権の限界

に関して、国家機関の行為のうち極めて高

大飯原発の福井地裁判決に対する控訴審判

決が平成 30 年 7 月 4 日にだされたが、これは

判断回避型といえます。判断の要点は次のとお

りであり、実質的統治行為論3といえます。 

①原発事故被害の広範性、深刻さ、回復困難性

等から原発そのものを廃止・禁止することは大

いに可能だが、その判断は司法の役割を超える。 

②新規制基準は、手続面でも実体面でも法令に

違反していると認めうる事情はない。各分野の

専門家の議論が結実した新規制基準について

明らかに不合理な点がない限り、その結論を尊

重するのが裁判所としてふさわしい態度。裁判

は学術論争をする場ではなく、自然科学の分野

における論争や対立に介入すべきでない。 

③過去最大、既往最大の考え方に基づいて基準

地震動を策定することは、政治的、政策的見地

としてはともかく、本件訴訟では採用できない。 

さらにこの判決の問題点を指摘すると、物理

探査の専門家の証人申請を却下し、「全体とし

てみれば水平な成層であると評価でき」「部分

的には不連続であったり、曲がった箇所がある

としても上記の評価に影響しない」と素人であ

る裁判官が判断していることです。 

1-5 「社会通念論逃込み型」決定 

①H30.9.25 広島高裁異議審決定 

 火山ガイドによれば伊方原発は立地不適。し

かし、破局的噴火に対して社会は何の対策もし

ていないから、破局的噴火による原発事故は社

会通念上容認されている。 

②H30.9.28 大分地裁仮処分決定 

 VEI６以上の巨大噴火については、低頻度で

あり、社会的にも対策がとられていないから、

そのリスクは社会通念上容認されており、その

発生の可能性が具体的に示されない限り、立地

不適としなくてもよい。 

 

２．流れを変える 

度の政治性を有するものについては審査の

対象とならないとする理論。 
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2-1 脱原発弁護団全国連絡会で議論されて

いること 

全国弁護団会議で議論されていることの第

一は、社会通念論にどう対処するかです。これ

については次のふたつの考え方があります。 

① 裁判所に社会通念論を使わせない 

② 「社会通念」の中身を議論し、裁判所に

正しい社会通念を理解させる。 

第二は、専門的で細かい議論に入りすぎてい

るのではないか、もっと、シンプルな議論をす

るべきではないか、ということです。 

 

2-2 滋賀訴訟弁護団の方針  

 滋賀では、「社会通念」を扱いを含めて次の

ような考え方で裁判に取り組んでいます。 

① 「社会通念」を積極的に議論する。 

② 原発違憲論・絶対的安全性論を展開する。 

③ 使用済み核燃料問題を大きな柱にする（平

成 29 年度）。 

④ 地震問題では、地盤問題を中心論点に据え

る。 

2-3 社会通念の要素を考えることは原発問題

のパラダイム転換4 

これまで当然と考えられていた原発神話（安

全神話、必要神話、低コスト神話）は崩壊し、 

今後も過酷事故は起こり得るということ、使用

済み核燃料が貯まり続けるということは誰も

が否定できないこととなっています。そして、

このことは、社会通念が原発に求める安全性の

程度に大きな影響を与えているはずです。新規

制基準が「社会通念」であるはずがないといえ

ます。 

2-4 原発は不要 

 右上図は、再生可能エネルギーと原発の発電

割合を示したものですが、再生可能エネルギー

が原発を大きく上回ってさらに伸びつつあり

ます。また、右下図は、九州電力の電源割合を

                                                
4 パラダイム転換：その時代や分野におい

て当然のことと考えられていた認識や思

示したものですが、太陽光が大きく伸びており、

受け入れ制限を設定し、昨年 10 月には太陽光

発電からの電力の受け入れを拒否するという

事態となっています。原発の存在が再生可能エ

ネルギーの伸びを押さえつけるという状況で

す。 

2-5 底なしの高コストの原発 

経産省試算では廃炉・除染・損害賠償で 20

兆以上（2016.11.27）ですが、日本経済研究セ

ンターの試算では、70 兆以上（2017.4.2）。原

発建設費（１００万 kw 級１機）は、海外では

１兆円以上に高騰（イギリスヒンクリーポイン

ト原発は、１兆 5000 億 アングルシー島は２

機で３億円、トルコのシノップ原発は４機で５

兆円）（日本では 6000～7000 億円）。このため

輸出政策は総崩れです。苦境に陥ったのは、東

芝だけでなく、アレバも、三菱重工も、日立も

例外ではありません。 

想、社会全体の価値観などが革命的にもし

くは劇的に変化することをいう 
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2-6中西宏明経団連会長（2019.1.6）発言 

 「国民が反対するものは作れない。全員が反

対するものをエネルギー業者や日立といった

ベンダー（設備納入業者）が無理に作ることは

民主国家ではない。真剣に一般公開の討論をす

るべきだと思う。」 

2-7 エネルギー情勢を巡る世論の動向 

 下図は、H29.8.30 資源エネルギー庁がまとめ

たものですがあらゆる調査で原発反対が賛成

を大きく上回っている。 

 

３．地盤問題の重要性 

3-1地下構造調査の重要性 

 以下に事例を示すとおり原発の地下構造を

調査することは極めて重要であり、バラツキを

考慮する必要があります。 

① 柏崎刈羽原発では、2007 年中越沖地震に

おいて、基準地震動は 450 ガルであったが、

1 号機では、深部の地盤の不整形や褶曲構

造などの影響などにより 1699 ガルであっ

た。 

② 2009 年駿河湾の地震（Ｍ6.5）の際の浜岡

原発では、1 号機は 109 ガルであったのに

5 号機はその 4 倍の 426 ガルであった。こ

れは、敷地内に偏在する低速度層の影響。 

③ 基準地震動を算定する耐専式を観測値と

比較すると最大で観測値は計算値の5倍以

上となるなど大きくばらついている。 

3-2 バラツキを考慮しなくてもいいという被告

の主張 

被告は次のように主張しています。 

『バラツキの原因は地域性（「震源特性」「伝

播特性」「地盤の増幅特性（サイト特性）」であ

る。高浜発電所周辺の「震源特性」「伝播特性」

「地盤の増幅特性（サイト特性）」に関して、

標準的・平均的な姿よりも大きくなるような地

域性が存する可能性を示すデータは特段得ら

れていない。） 

3-3 原告の主張 

① 三次元探査が必要である。 

② インバージョンモデルから基準地震動評

価モデル策定過程にごまかしがある 

準備書面の概要 p.5 参照 

 

４．当面の注目判決・決定 

①大飯３、４号機仮処分（大阪地裁）。審理終

結済みでいつ決定が出てもおかしくない。 

②伊方仮処分（山口地裁岩国支部）3 月 15 日

決定 

③ 川内原発行政訴訟（福岡地裁）6 月 17 日判

決  

５．今ほど原発運転差止判決を書きやすい

時代はない 

過去には、「原発は電力需要に対する供給電

源として必要な施設である」「現時点での我が

国における原子力発電所の必要性を否定する

ことができない」「少なくとも現時点において、

原子力発電所による一定の電力供給力の確保

という必要性は否定できない」などの理由で住

民の訴えが退けられてきたが、今はそういう理

由は全くないので、今ほど原発運転差止判決を

書きやすい時代はないといえる。 
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 ※総会では、2019 年度の予算案で単年度の支出が収入を上回っているという指摘が行われ、現

在、約 2/3 の 400 人にとどまっている会費納入率を高めることと、会員の拡大によって対応して

いくこを確認しました。みなさんのご協力をお願いします。 

 

今後の大津地裁での裁判の日程 

2019 年 

6 月 4 日(火)14:00〜進行協議、14:30～第 23 回口頭弁論、15:30～記者会見・報告集会 

 9 月 10 日(火)14:00〜進行協議、14:30～第 24 回口頭弁論、15:30～記者会見・報告集会 

12 月 10 日(火)13:30〜進行協議、14:30～第 25 回口頭弁論、15:30～記者会見・報告集会 

2020 年 

 3 月 10 日(火)13:10～半日 証人尋問（想定） 

１． 支える会の強化と具体的活動について 

①物心両面で裁判を支えるための最大の保証となる会員の拡大に継続的に取り組みます 

②会費の確実な納入をお願いするため、少なくとも年 2 回は支える会ニュースの全会員へ

の送付とあわせて会費納入書を送付します。 

③裁判の傍聴を募るとともに、毎回の裁判終了後に報告集会を開催します。 

④適時、学習会、報告集会を行います。規模の大小を問わず県下で開催される原発学習会に

無料で講師を派遣することに力を入れます。 

⑤裁判の内容等を伝えるため「支える会ニュース」を発行します。ニュースの内容について

は、裁判の内容以外に、原発に関連することなどを幅広く掲載できるよう努力します。 

⑥原発差し止め裁判交流会に参加するとともに、脱原発弁護団全国連絡会議等から情報を

得て、全国の運動や裁判の状況を会員に伝える努力をします。 

⑦原発の危険性等を現地で学ぶ取り組みとして現地視察会などを計画します。テーマとし

ては、廃炉事業、老朽原発対策、再生可能エネルギーの展望等が考えられますが、会員のみ

なさんの希望を聞きながら企画について検討します。 

⑧3.11 を記念した 2019 びわこ集会は、3 月 9 日に膳所公園を中心にして行われる予定で

す。「支える会」は会への入会の働きかけ・会費の納入依頼などを行います。 

２． 支える会の体制について 

  会長 福田章典  代表委員 井戸謙一、畑明郎、熊谷直道、辻義則、杉原秀典 

 幹事 瓜生昌弘、今村真理子、中平清三、松本利寛、對月慈照、西村修 

 会計監事 (新)林 永代、(新)清水俊朗 

 会則外の確認として 

   弁護団長 井戸謙一、弁護団事務局長 石川賢治  

原告団長 辻義則、支える会事務局長 瓜生昌弘 
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今年のびわこ集会は、3 月 9 日(日)、膳所

公園を中心に開催されました。午前中は生涯

学習センターで元福井地裁の裁判長で大飯

原発の差し止め判決をだした樋口英明氏が

講演、午後の集会では、井戸謙一弁護士が基

調報告を行いました。 

支える会も膳所公園にテントを構え、入会

の訴えや会費納入のお願いをしました。 

 

【樋口講演の要旨】 

 3.11 以降原発の運転差し止めをしたのは、

大津の山本裁判長と私の 2 人。その他 15 人

は住民の訴えを退けた。2 人と 15 人の違い

は原発の危険性が分かっているかどうかだ。

危険性は規模の問題と発生確率の二つの側

面がある。 

 今、東京に人が住んでいるが、福島事故で

は東京をはじめ首都圏が全滅する危機に直

面していた。本当に偶然によりその危機が回

避された。 

 発生確率では、2000 年以降、2008 年の岩

手宮城内陸地震の 4022 ガル（M7.2）をはじ

め 1000ガルを超える地震がたくさん発生し

ている。日本の置かれている地質構造上、ど

こで大きな地震が発生してもおかしくない。 

 原発の被害はとてつもなく大きく、発生確

率が高い。こんなものは他にない。原発の基

準地震動を見ると、建設当時から見直されて

おり、東海第二原発などは、270 ガルで建設

されたものが現在は 1009ガルとなっている。

耐震補強したとしても構造上の穴が残る。 

 原発の耐震基準は住宅より低い。名古屋大

学の武村雅之教授によると、原発では強震動

予測という方法で地震のゆれの強さを決め

ているが、この手法を使っているのは原発だ

けで、一般の建物には怖くて使えないそうだ。    

原発の危険性を知った以上それを知らせ

るのが私の責任と思っている。地震のたびに

原発はだいじょうぶかと心配するのは終わ

りにしたい。みなさんと共にがんばりたい。 

 

【井戸基調講演の要旨】 

 40 年超えの高浜 1､2 号機、美浜 3 号機の

運転を許さない闘いが重要となっている。 

 原発の退潮は次の点からみて明らかだ。①

建設費、発電コストはうなぎ登り、②輸出は

すべて破綻、③電力供給上原発は不要である、

④九州電力の太陽光受け入れ制限にみられ

るように再エネの普及を阻害している。 

 裁判は負けが続いているが悲観する必要

はない。「社会通念」を持ち出して運転を認

めるということは裁判所が追いつめられて

いることを反映している。 

原発比率 20～22%のエネルギー基本計画

の見通しも、核燃料サイクル、放射性廃棄物

処分の見通しがなく破綻している。 

 原子力ムラの次の３つの戦略を駆使して

いる。①新たな安全神話、②責任を問わない

政策、③放射能安全神話 
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 これからの原発問題として、①原発再稼働

の自治体同意権を拡げること、②原発ゼロ法

案の審議をすすめさせること、③差し止め裁

判を進めること、④損害賠償請求訴訟、子ど

も被曝裁判、南相馬市 20mSv 撤回訴訟、レ

ーガン訴訟にも注目を、などを提起。 

 井戸氏は最後に、原発はなくすことができ

るが、問題は、次の事故の前になくすことが

できるかどうかだとして参加者の奮闘を訴

えました。 

 

 

注目されていた伊方原発運転差し止めを求めた仮処分の申立に対して、山口地裁岩国支部は、

3 月 15 日、住民の訴えを退ける決定をだしました。以下、弁護団声明から決定の問題点をみてみ

ました。 

 

事業者に安全性の欠如について主張疎明を

尽くすことを求めているが、その程度について

は、「合理的」という曖昧な基準の下、実質的

に「一応安全」「辻褄が合っている」というも

ので足りるとしており、福島第一原発事故の教

訓を踏みにじる不当なものだ。また、債権者ら

の主張にほとんど答えておらず、司法判断に値

しない。 

地震については、佐田岬半島沿岸部に活断層

が存在するとはいえないと判示しているもの

の、四国電力の主張に沿う一つの学説の内部で

つじつまがあっていることを理由に四電の主

張のみを採用している。また、小松説を採用で

きないとしている点も、科学についての判断を

裁判所が行っているものであり、司法の役割を

逸脱している。我々が繰り返し主張していたの

は、いったん事故が起これば壊滅的な被害が生

ずる原発については、安全サイドに立つべきで

あり、四電の主張に反する合理的な知見が存在

する場合、それを十分に検討せねばならないと

いうことである。決して裁判所に学説の優劣を

決せよということではなかった。 

火山リスクについて、本件原発の運用期間中

に検討対象火山が噴火する時期及び規模の的

確な予測は困難であるという見解があること

は認めつつ、巨大噴火をどのように考慮するか

は、社会通念によらざるを得ないとし、原子力

規制庁が昨年３月に公表したいわゆる「基本的

な考え方」に依拠し、実質的に巨大噴火のリス

クを無視する判断をした。原子力安全の基本は、

「不確かな事柄については安全側に判断する」

ということである。本決定は、この基本を全く

理解しない、素人的な判断と言わざるをえない。 

避難計画について、屋内退避することや速や

かに避難することは容易でないように思われ

ると認定しているものの、自治体が対応できな

い場合は全国の実働組織による支援が実施さ

れることとなっているという何ら具体性のな

い無責任な判断をしている。巨大地震によって

家屋の倒壊や道路の寸断などが起き、死傷者が

多数発生している状況で、原発至近でない債権

者らの居住する３０ｋｍ圏外の島に、実働組織

が、直ちに到着するとは考えられず、債権者ら

の生命、健康を切り捨てる判断といえる。 

（脱原発弁護団全国連絡会議 HP より） 


