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本訴第６回口頭弁論(4 月 28 日)

4 月 28 日、本訴第 6 回口頭弁論が大津地裁で行わ
れました。原告側は、基準地震動が正しく策定され
ることの重要性を明らかにした準備書面 7 および関
西電力の安全姿勢を問い糾した準備書面 8 を提出、
高橋陽一弁護士と石川賢治弁護士が法廷でパワーポ
イントを使いながらそれぞれの内容を説明しました。
関電側は、準備書面（6）、(7)、(8)を提出。(6)は
前回の裁判所の要請に基づく津波問題の解説、(7)は基準地震動、(8)は避難計画を含む新規制基準
について主張するとともに、原告の主張に対して反論を行っています。
裁判長は、関電に対して、原告主張について反論すること、新規制基準について一から説明す
ることを要求しましたが、関電は検討するという回答でした。
また、井戸弁護団長は、関電準備書面の内容に関連して、次の二点について確認しました。
1)論述されている避難計画は実効性があると考えているか。2)震源を特定しない地震について
は 16 倍とすべきという主張に対して反論がないがどう考えているのか。
これに対する回答は、1)は制度を説明したもの、2)は考え方がそもそも違う、というものでし
た。
次回は 7 月 14 日（火）11:00 から。原告側は今回の関電反論に対して反論するとともに、川内
仮処分決定を批判した準備書面を提出する予定です。一方、関電側は、使用済み燃料ピットや
MOX 燃料の安全性、斜面崩壊等自然要因に対する安全性について主張する予定となっています。
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原告代理人の高橋陽一弁護士は、原子炉本体や蒸気発生施設等の耐震重要施設や重大事故等対
処施設等原子力発電所の根幹をなす多くの施設は、基準地震動に対して地盤が安全であることや
施設の機能（止める、冷やす、閉じ込める）が損なわれないこと等が求められており、基準地震
動が正しく策定されなければならないことを強調しました。そして、従来から主張してきた基準
地震動が平均像で算出されていることの他、次のような問題点を指摘しました。
① 耐震重要度 S クラスの施設のうち、建物や機
器、配管等についての構造設計には、弾性設
計用地震動が用いられているが、基準地震動
に一定の比率を乗じた値が用いられている。
この比率は 0.58 であったものが、基準地震動
の引き上げに伴い 0.5 に引き下げられている。
② また、上記施設について、局部的ではあるが
弾性限界をこえることを許容している。
③ 建物や機器、配管等の B、C クラスの施設に
ついては、弾性設計用地震動さえ用いられず、
S クラス施設の半分以下の静的地震動によっ
て設計されている。しかし、B クラス施設の
中には、使用済み燃料ピット水冷却系が、C
クラス施設の中には外部電源等重大事故に発
展していく施設が含まれている。
④ S、B、C クラスの施設について、基準地震動
による地震力に対して耐震性が確保されてい

原子炉格納容器：耐震重要施設（S クラス）

るものは漏水を考慮しないことができるとさ
れているが、基準地震動を超える地震が来襲
した場合、機器破損により溢水するおそれが
ある。
⑤ 新しい基準が既存施設にも適用されるという
いわゆるバックフィット規定が新規制基準の
目玉とされているが、規制委員会の解釈では、
「施設設置時の基準を満たせばいい」と抜け
道を認めている。

倒壊した福島第一原発送電塔（C クラス）
全交流電源喪失事故はここから始まった。
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石川賢治弁護士は、福島原発事故で避難指示
区域となっている地域を示しながら、現在なお
避難生活を余儀なくされている人が 81,000 人
以上に上っていること、大熊町、双葉町、富岡
町、浪江町、葛尾村、飯館村では 100%の人々
が自宅に帰れない状況であるなど深刻な状況が
継続している実態をまず説明しました。
そして原発の老朽化と安全管理についての問
題点を指摘し、福井原発群で事故が繰り返し発
生している実態
（下記資料）を明らかにしつつ、

100％避難が続いている双葉町商店街

関西電力の安全対策は経済的に許容できるかど
うかが判断基準となっており、住民の人格権を
侵害しないためにどれだけの対策を行うべきと
いうことが判断基準となっていないと批判しま
した。

原発はこれだけの施設があり、点検につい
ては全数検査ではなく抜き取り検査が行
われている。
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報告集会では、井戸弁護団長に 4 月 14 日の福井地裁の高浜原発に対する仮処分決定と 4 月 22 日
の鹿児島地裁の川内原発の仮処分決定についての説明をしてもらいました。

相異なるふたつの決定
福井地裁決定は、3.11 を踏まえて司法がど
ういう役割を果たさなければならないのかを
十分自覚したものと言える。それに対して鹿
児島の決定は旧態依然、古色蒼然とした古い
枠組みのものであり、3.11 の前と全く同じだ。
その古い判断枠組みに当てはめるために、論
理破綻、説明になっていないところがいくつ
もある。原発訴訟で住民の訴えを退けようと
すると、ああいう手法しかないのだろう。ま

福井地裁仮処分決定の特徴

ず結論ありきでその結論にむかって書いてい

高浜の決定の特徴の一つは、昨年 12 月５

くためには、ああいう枠組みの設定しかない。

日に申立がされて 4 ヶ月という短期間で迅速

このような枠組みを採用させてはいけない。

に行われたということだ。さらに関電が樋口

そのために、次回までに鹿児島の決定批判の

裁判官に決定を書かせたくないということで

準備書面を書くつもりだ。

忌避申立により抵抗したが、樋口裁判官は職
務代行辞令を申請して、4 月 1 日の転勤後も

原発訴訟の経過

この事件に限り処理できるという体制をつく

3.11 までは多く原発裁判で住民側が敗訴

り 4 月 14 日に決定を言い渡した。樋口裁判

してきたが、3.11 以降は福井で 2 勝、負けた

官の非常に強い責任感を感じ取ることができ

のは大飯の大阪高裁での決定と川内の決定、

る。

大津地裁の却下は安全性の判断をしていない
ので引き分けということで、現在 2 勝 2 敗と

仮処分とは

いう状況だ。

本裁判は確定しないと効力がでない。敗訴
当事者が徹底して争うと最高裁判決が出るま

裁判官がどう考えているか

で確定しない。そうなると非常に時間がかか

3.11 以降原発訴訟について 2 回の裁判官協

り権利が守られないことがあるので、本裁判

議会が行われている。一回目はいろんな積極

が確定するまで仮の命令をしてくれというの

的意見がだされているが、二回目は、最高裁

が仮処分だ。仮処分の要件は被保全権利と保

は、伊方最高裁判決、つまり 3.11 までの判断

全の必要性の二つだ。被保全権利というのは、

枠組みで判断すべきという考えでリードしよ

申立人にその権利があるかどうか、原発訴訟

うとしているようだ。これを現場の裁判官が

であれば、自分の権利を守るために原発の運

どうとらえるかが注目される。そういう状況

転差し止めを求める権利があるかどうかとい

下でふたつの決定がだされたということだ。

うこと。保全の必要性というのは、本訴の判
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決を待たずに緊急に仮処分命令をもとめる必
要性があるかどうかということだ。こういう
制度であるので、仮処分命令がでれば直ちに
効力が発生する。ここが本訴判決とちがうと
ころだ。仮処分という名前がついているので
軽い決定と見られる向きもあるが、直ちに効
力が生じるので、関電にすれば本訴で負ける
より仮処分で負ける方が痛い。
もある、ということを理由にしている。原発
の耐震性能の安全神話で中心的役割を果たし

福井の仮処分が今後どうなるか
関電はこの決定に対して異議申立を行って

てきた入倉京大名誉教授の「基準地震動は平

いる。異議申立てに対する裁判は福井地裁で

均値を用いている」という言葉も引用してい

行われることになる。関電の言い分が通ると

る。

仮処分命令が取り消されることになる。通ら

② 安全余裕の問題
安全余裕の問題も指摘している。高浜の基

なければ決定が認可され、再稼働はできない。
その決定に異議がある側は保全抗告を申し立

準地震動は最初 370 ガルだった。それが耐震

てることができる。これは高裁で審理される

バックチェックの結果 550 ガルになり、さら

ので名古屋高裁金沢支部に舞台がうつる。保

に今回 700 ガルへと見直されてきた。樋口裁

全抗告審の判断が出れば、これで一応審理は

判長は、基準が引き上げられた時にどういう

終了するが、最高裁の方へ特別抗告をするこ

耐震補強工事を行ったのか関電にただした。

とも理屈のうえでは可能だが、これの門戸は

この点は大津の裁判で関電に求釈明を行って

狭いので高裁の判断で事実上決まりになる。

おり、関電の回答は補強をしていないという

関電は仮処分の取り消し命令を狙っている

ものだった。そのことを福井の裁判で主張し

が、異議審の判断にどれくらいの時間がかか

たが関電の回答は同じだった。基準地震動が

るか、裁判官が全部替わっており、取り消さ

引き上げられてきたので、それなりに耐震性

れる可能性がないではないが、私個人の見方

が高まっているだろうと思っていたら、この

としては早くて半年、通常なら一年ぐらいは

ような舞台裏だった。
「このような手法は詐欺

かかると思う。

に等しい」と福井の準備書面に書いたら、裁

全国で次の判断がいつになるかということ

判長は決定文の中で「原告代理人は詐欺に等

が注目されるが、
福井地裁の異議審の判断か、

しいと言っている」と書いている。裁判所が

大津の仮処分のどちらかになるのではないか。

直接詐欺だとは言えないのでこのような表現

大津の仮処分が重要になる。

となっているが、気持ちは同じだったのだろ
う。

③ B、C クラスの施設は基準地震動以下の

福井仮処分決定の理由

地震でも機能喪失

① 基準地震動の問題
決定の主な理由の一つは、基準地震動の問

今日も高橋弁護士から説明があったが耐震

題だ。高浜の基準地震動は 700 ガルというこ

強度 B、C クラスの施設は基準地震動以下の

とになっているが、全国の原発で基準地震動

地震でだめになる。機能喪失してしまう。た

以上の揺れが生じたことは何回もある、過去

とえば、主給水ポンプ、これは 2 次系の水を

10 年の間に基準地震動を超えたことが 5 回

循環させるポンプだが、B クラスとなってお
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り、また、外部電源は C クラスだ。これらを

いてしまっている。給水設備は S クラスなの

どうして S クラスにしないのか。関電は、主

で、これは明らかに誤記であるが、田中原子

給水ポンプが機能喪失しても補助給水設備が

力規制委員会委員長はこの部分だけ取り上げ

あるから大丈夫、外部電源がだめになっても

て鬼の首をとったかのように事実誤認と言っ

非常用電源があるから大丈夫と主張した。こ

ているが、全体の流れは冷却設備を問題とし

れについて決定では、第１陣の備えが貧弱な

ていることは明らかだ。

ため、いきなり背水の陣となるような備えの

始まった福井決定に対する批判

有り方は、多重防護の意義からはずれると鋭
く批判している。それから福島では、大変な

田中委員長の反論もそうだが、入倉名誉教

被害が生じたが、環境に放出された放射性物

授も自分の発言が曲解されていると次のよう

質は、原子炉内の放射性物質のせいぜい数パ

に発言している。
「原発の基準地震動は地震の

ーセントにすぎず、それは格納容器に覆われ

平均像ではなく、個別の敷地の不確かさも考

ているからである。他方、使用済み核燃料が

慮して設定されており、決定で『実績や理論

メルトダウンすると全量が環境中に全部漏れ

の面で信頼性を失っている』としているのは

出すことになり、福島の事故の比ではなくな

誤った理解だ。
」
（4 月 15 日 NHK ニュース）

る。関電は、使用済み核燃料の温度は低く、

しかし、入倉教授自身が福井決定で引用され

メルトダウンには時間がかかるから格納容器

た発言をしているのは間違いない。

は不要と言っているが、決定では、使用済み

ゼロリスクを求めた非現実的なものという

核燃料は危険なものであり、格納容器のよう

批判もあるが、福井決定の求めることをすべ

な堅固な施設によって防御が固められる必要

てやってもリスクはゼロにはならない。ゼロ

があるとされた。それから、使用済み核燃料

リスクを求めているのではなく、市民の目線

プールの冷却設備の耐震クラスは B だ。基準

からどの程度の安全性があれば原発を動かす

地震動以下の地震動で冷却設備が損壊する恐

ことが許容できるのか、そういう観点から見

れがある。

て新規制基準とそれに則った関電の対応はそ

④ 新規制基準の不合理生

のレベルに達していないという決定なので決

本件原発の脆弱性は、①基準地震動を見直

してゼロリスクを求めたものではない。

し、②主給水ポンプと外部電源を耐震 S クラ

それから外部電源を S クラスにするという

スにし、③使用済み核燃料を堅固な施設で囲

のは技術的には可能であるが、経済的にはペ

い込み、④使用済み核燃料プールの給水（冷

イしない。原発を動かすという前提に立つと、

却）施設を耐震 S クラスにしないと、解消で

経済的に成り立つ範囲でなければならない、

きない。また、計測装置も S クラスである必

だから S クラスにできないということになる。

要性があるし、免震重要棟の猶予期間にも合

これも市民目線からみれば納得できない。

理性がない。このように、新規制基準は、緩

鹿児島地裁仮処分決定について

やかにすぎ、これに適合しても、本件原発の

4 月 22 日の川内原発の仮処分決定の特徴

安全は確保されない、新規制基準は合理性を
欠くと厳しく批判している。こうした問題は、

については次の四つの面がある。

高浜 3、4 に限らず、全国の原発再稼働は許

1)結論ありき決定････これについては後で説

されないということにつながる。

明する。

この決定は冷却施設が B クラスで問題だと

2)羊頭狗肉決定････これは、最初はいいこと

してきたが、最後の結論部分で給水設備と書

を言っているということだ。つまり、
「福島第
-6-

一原発事故における甚大な被害に思いをいた

伊方最高裁とその後の判断枠組み

せば、本件の再稼働の是非を判断するにあた
っても、このような災害が万一にも起こらな

3.11 前までは伊方最高裁判決の枠組みで

いようにするため、その安全性を十分に確保

原発裁判が行われてきたと言われてきたが、

すべきであり、その際、福島第一原発におけ

本当にそうなのかという問題がある。伊方最

る事故の経験を踏まえた安全性の徹底的な検

高裁判決というのは、結論は住民の訴えを退

証が行われなければならない」と。

けたが、中身はいいことも言っている。
「原発

3)リップサービス決定････「債権者が主張す

の規制は万が一にも事故を起こさないために

るとおり、実際の地震動が平均像からどれだ

行っている」とか。原発裁判においてはどち

けかい離し、最大がどのような値になってい

らが何を立証しなければならないかという点

るかを考慮した場合には、より安全側にたっ

については次のように言っている。
「被告行政

た基準地震動の想定が可能になり・・基本的

庁の判断に不合理な点があることの立証責任

に望ましい」とまで言っている。

は本来原告にあるが、安全審査に関する資料

4)責任放棄決定････「更に厳しい基準で原子

をすべて被告行政庁の側が保持していること

炉施設の安全性を審査すべきであるという考

などの点を考慮すると、被告行政庁の側にお

え方も成り立ちえないものではない。今後、

いて、まず被告行政庁の判断に不合理な点の

原子炉施設について更に厳しい安全性を求め

ないことを主張立証する必要があり、被告行

るという社会的合意が形成されたと認められ

政庁がこれをしない場合は、被告行政庁がし

る場合においては、そうした安全性のレベル

た判断に不合理な点があることが事実上推認

を基に周辺住民の人格的利益の侵害又はその

される。
」つまり、理論的には原告側に不合理

おそれの有無を判断すべきことになる」と言

な点の立証責任があるが、実際は資料を全部

っている。これは、現在の安全性審査レベル

原告側が持っているのだから、被告側が不合

でよいという社会的合意が形成されていると

理な点がないこと、すなわち安全であること

しているのだが、いったいどういう事実に基

を被告が立証しなさい、立証できなければ原

づいてこれを認定しているのか何も書かれて

告の勝ちと言っている。この立証責任がどち

いない。政権の考え方はそのまま国民の考え

らにあるかは非常に大事だ。実際は裁判官の

ではない。そのことは裁判所が自分で考えな

判断がつかない場合が多く、立証責任がどち

ければならないが、それをしないでこういう

らにあるかで勝ち負けが決まる。（下図参照）

ことを書いているのは責任放棄としか言いよ
うがない。

鹿児島地裁決定の特徴
判断枠組みは古色蒼然であること、強引な
論理、理由になっていないこと。
事実誤認があること（カルデラ火山の破局
的噴火の活動可能性が十分小さいとは言えな
いと考える火山学者は多数を占めるものでは
ない、は誤認）
、勇み足（これだけいろんなと

伊方の最高裁判決は被告側に立証責任を負

ころで批判されている避難計画が、一定の合

わした判決だ。ところが、その後の下級審は

理性、実効性があるとまで言い切っている）

どのように言ってきたか。よく伊方判決にし
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たがって下級審判決が行われてきたという言

用される用語）する必要がある、被申立人が

い方がされるが、実際は伊方判決を曲解し、

主張疎明した場合は、申立人が「本件原発の

換骨奪胎して判決が言い渡されてきたように

安全性に欠ける点があること」について主張

思う。

疎明をしなければならない、とされている。

2007 年 10 月の浜岡原発訴訟一審判決は、

一見、原子力規制委員会の適合判断に不合理

「
（被告は、
『その原発が法令の規制にしたが
）

がないことの立証責任を被申立人に負わして

って設置運転されていること』について立証

いるかのように見える。しかし、決定の中身

責任を負い、被告がこれを立証すれば、原告

を見ると「新規制基準は、最新の研究成果や

が、
『国の諸規制では原子炉施設の安全性が確

調査結果等を踏まえ、多数の専門家によって

保されないこと』について立証責任を負う」

構成される合議体において、相当期間・多数

としている。これは、両方に立証責任を分担

回にわたる検討・審議を行った上、一般から

させているように見えるが、被告にとって法

の意見募集とその検討を経て、原子力利用に

令の規則に従っていることを立証するのは極

おける安全性の確保に関する専門的知識等を

めて簡単なことだ。つまり、実質的に全部原

有する委員長及び委員からなる原子力規制委

告に立証責任を負わせているのと同じだ。

員会によって策定されたものであり、調査審

2009 年 3 月の名古屋高裁金沢支部におけ

議や判断過程に看過し難い過誤や欠落がある

る志賀原発２号機訴訟二審判決では、次のよ

と認められない。その内容を見ても明らかに

うに言っている。
「被告は、本件原発が『安全

不合理な点は見出せない。債務者の側におい

指針の定める安全上の基準を満たしているこ

て、新規制基準の内容に不合理な点がないこ

と』を主張立証する必要がある。被告がこれ

とについて主張疎明された。」としている。こ

を立証すれば、原告は、人格権が侵害される

れでは、被告の立証対象は無内容だ。聞く気

『具体的危険があること』について主張立証

のないパブコメや規制委員会が何回会議を行

しなければならない」。これもほぼ 100%原告

ったかということは安全性とは関係ない。原

に立証責任を負わせているのと同じことだ。

告が主張した地震の平均像問題等については

2006 年 3 月の金沢地裁における志賀原発

触れていない。被告が主張疎明した後に原告

２号機訴訟一審判決、これは私が行った判決

が立証すべき課題に落とし込んでいる。結局、

だが、原告は、
「人格権侵害の具体的危険があ

実質的な争点については、すべて原告に立証

ること」を相当程度立証する必要がある、
（つ

責任を負わされた形だ。

まり、100%立証する必要はないということ）

いくつかの判断ポイント
① 地震の不確かさの考慮

そして、原告がこれを立証すれば、被告は、
「それでもその原発が安全であること」を立
証しなければならない、しなければ、具体的

不確かさの考慮は、各震源パラメータの最

危険があることが推認される、として被告に

大の値を重畳的に用いなければならないので

立証責任を負わせた。

はないかと申立人側は主張している。下図は、
高浜の例だが、短周期の地震動レベル等不確

鹿児島地裁決定の判断枠組み

かさを考慮するパラメータはいくつもあるが、

今回の川内原発決定の判断枠組みは、被申

電力会社は、パラメータの一つだけを平均よ

立人に、
「新規制基準の内容、原子力規制委員

りも大きくし、その他のパラメータは平均値

会による適合判断に不合理な点のないこと」

を採用している。これに対し、住民側は、そ

を主張疎明（疎明：立証と同じで仮処分で使

れぞれその最大値を重畳させるべきという主
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張だ。

るのに、裁判所が「不合理であると認めるに
足る疎明もない」で片付けている。全く理由
になっていない。

③ 留萌支庁南部地震の観測記録評価
留萌支庁南部地震では、観測点は 1000 ガ
ルだが、最大値は 1500 ガルと解析されてお
り、住民側は、
基準地震動設定にあたっても、
1500 ガルで評価しなければならないのでは
ないかという主張を行っている。これに対し
裁判所は、
「その旨のパブコメに対し、原子力
裁判所の判断は、
「そこまでの安全性を追及

規制委員会は、債務者が策定した基準地震動

するという考え方もあり得ないではないもの

を是認している。本件観測地点を上回る地震

の、債務者の設定した程度の安全性をもって

動を観測した観測記録は存在しない以上、債

直ちに不合理であると評価することはできな

務者が策定した基準地震動は現時点における

い。」としている。合理的だとは言えない、不

最新の知見に基づき評価されたものとみるこ

合理だとも言えない、
判断できない。
しかし、

とができる。原子力規制委員会の適合判断が

原告に立証責任を負わされているため、原告

不合理とまでは認められない。
」としている。

が勝てない。

これも理由になっていない。そして、裁判所

② 震源を特定しないで策定する地震動

は、ここでも規制委員会判断が合理的だとま

Mw（モーメントマグニチュード）6.5 まで

で言えない。立証責任で片付けている。

の地震は活断層が想定されていなくても起こ

④ 火山問題について

り得ると規制委員会自身が言っている。九電

火山モニタリングは実効性がないのではな

は、
留萌支庁南部地震（2004 年 Mw5.7 1000

いかという住民側の主張に対して、裁判所は、

ガル、はぎとり波約 620 ガル）を採用し、基

「火山ガイドが条件づける火山活動のモニタ

準地震動を 620 ガルとした。なぜ、規制委員

リングは、その目的に照らして実効性のない

会が言っている Mｗ6.5 を想定しなくていい

ものと断じることはできず・・・」。と、疑わ

のか。

しいが断じることはできないとしており、こ

「その旨のパブコ
これに対して、裁判所は、

の点でも立証責任が原告側に負わされている

メに対し、原子力規制委員会は、
『地震ガイド

ので勝てない。
（大規模な）VEI7 以上の噴火

では観測記録に基づいて評価することを求め

の可能性があるのではないかという住民側の

ており、単に仮想的な Mw6.5 の地震動を評

主張に対して、裁判所は、
「原子力規制委員会

価することを求めているわけではありませ

が依拠した知見には強い批判もみられるが、

ん。
』と述べている。これが不合理であると認

上記批判が一部妥当するとしても、債務者及

めるに足る疎明もない。」と言っている。パブ

び原子力規制委員会の判断全体が不合理なも

コメの回答自体が意味不明であり、規制委員

のとまで認めることはできない。
」としている。

会も回答のしようがなくこんな答えをしてい

これも立証責任である。

るのだと思う。自分で Mw 6.5 まで想定しろ
と言っておきながら、Mw 5.7 でよいという

結論ありき決定

のはどう見ても理屈が通らない。パブコメで

このように鹿児島地裁決定は、住民側に立

規制委員会がわけのわからない回答をしてい

証責任を負わせ、住民側の主張に対しては、
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「九州電力の安全対策が不合理だとは言えな

すのは難しいが、こういう裁判官をどうやっ

い」
「断じることはできない」等として住民の

て減らしていくかが課題だ。多くの裁判官は

訴えを退けた。これは一言で言うと結論あり

迷っていると思う。裁判官の中には二面性が

き決定だ。道理のある訴えを退けるためには

あり、積極的な部分を引き出していく取組が

こういうやり方しかない。

必要だ。
「原発いらない」を圧倒的な市民の声
にしていくことが求められている。

これからどうなる、どうする
結論ありきの裁判官からいい判断を引き出

4 月 27 日第 6 回口頭弁論報告集会・記者会見での主な質疑応答
Q１．関電は地震の平均像問題についてどのように反論しているのか？
A. 平均像をもとにして地震の震源特性、伝搬特性、サイト特性等詳細に調査してそれを加味し
ているので、平均像だけでやっているのではないとしている。(p.14Q&A 参照)
Q2.裁判の現状、どういう段階か？
A. 今までは我々の主張に対する反論がなかったが、今回はじめて反論が行われ、これから本格
的な主張をやりあうという段階にはいった。序盤から中盤に入ったという感じか。ただし、
山本裁判長に判決を書いてもらおうと思っている。一般に 3 年任期で現在 2 年目だ。
Q3.新規制基準について一からの説明を関電に求めたが、今までに説明はしていないのか？
A. 原告側は、新規制基準の問題点の指摘を行ってきたが、体系的な説明はしていない。

1 月 30 日に申立を行った第 2 次仮処分申立についての
第 1 回審尋が 4 月 20 日、大津地裁（裁判長は本訴と同
じ山本善彦氏）で行われました。申立人を代表して、元
愛荘町長の村西俊夫氏と彦根・愛知・犬上原発のない社
会をつくる会の杉原秀典氏の 2 名が意見陳述をしました。
意見陳述の後、今後の予定等について確認し、関電側
は地震に関する専門家の意見書、原子炉の安全性確保に
関する専門家の意見書を次回に提出するとし、申立人側
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は、今回関電から提出された内容について次回に反論するとしました。
裁判長は、関電に対して、今回提出された準備書面は、申立人の主張とかみ合っていないとし
て具体的な反論をするよう求めました。裁判長は、かみ合っていない箇所はいくらでも指摘でき
るとして、コアキャッチャーがなくても支障がないとの主張について具体的主張をすること、実
効性のある避難計画がたてられていないという主張に対する反論をすること等を例示しました。
これについて関電は検討するという回答にとどまりました。第 2 回審尋は 7 月 9 日(木)11 時から
です。

意見陳述１
村西 俊男氏（元愛荘町長）
私は、現在 74 歳、昨年、自治体の長として

国として当然の

長年、勤めてきた公職を退き、現在は残された

ご判断だと思い

人生を良心に従って学びとボランティアそし

ます。

て私なりの社会正義を貫く運動の一環として

さらに、田中

原発のない社会を目指して、使命感を持って行

俊一委員長が繰

動している者であります。

り返し吐露して

先日 14 日雨の中、福井地裁の玄関前で高浜

いる「新規制基準を満たすかどうかを審査し、

原発 3・4 号機運転差し止めを命じる仮処分決

適合としただけで、安全とは言わない」つま

定の歴史的な瞬間に立ち会うことができ、涙が

り安全基準ではないという点で、両地裁は司

出るほど感動したものであります。

法の立場で新規制基準の合理性の欠陥を明

利益追求の経済と人々の命と安全を守るこ
とを天秤にかけて論じることを排除し、住民の

確に浮かびあがらせていただいたものと感
謝いたしております。

人格権に立脚した今般の司法の判断は原発の

加えて、先の決定で「住民の避難計画にお

ない社会を切望する数千万人の国民に生きる

いても策定が進んでいない中での再稼働容

勇気と希望を与えてくれた太陽の光でした。

認は考えられない」とご指摘をいただいたと

福島原発は想定外の事象が次々と発生し、過
酷事故につながった事故原因が未だ完全に究
明できていない中、再稼働を急ぐあまり急遽作
成された新規制基準の不完全さとそれに基づ
く原子力規制委員会の適合判断の甘さを今般

ころであり、今後の展開を考えても大変重要
な問題であります。
この点について私の考えを述べさせてい
ただきます。
１点目

住民の命と安全を守る避難計画

の決定は如実に指摘されたものであります。

について、深層防護の第５層の緊急時計画と

昨年 11 月 27 日に当大津地裁で「緊急性が

して国際基準である IAEA やアメリカの

ない」との理由で却下された仮処分決定でし

NRC の基準にはその実行可能性を審査され

た。しかし、その中で一歩踏み込んで地震の

るが、規制委員会の新規制基準には審査の対

基準地震動に対する新規制基準は合理性に

象となっていない。このことは、この基準が

欠けるというご指摘は、今回の福井地裁の決

世界一どころか、世界最低の基準と言わざる

定においても、最重点の理由となりました。

を得ません。

世界の原発立地国の中で比類を見ない地震

２点目
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地域防災計画に丸投げされてい

る住民の避難計画は、原発から 30 ㎞圏内に

まりにも課題が多く現実に実行可能な避難

ある全国の市町村のうち 6 割超は避難計画や

計画は立てられないという結論になりまし

避難先が固められない状況である。福島では

た。

30 ㎞超の自治体にも全村避難の町村があり、

４点目 福島事故から 4 年、今なお 12 万

30 ㎞超の自治体も避難計画は必要なのだが、

人の人々が日本中に離散し故郷に帰れない

そのほとんどの自治体は具体性のある計画

現状を見ても避難先で長期の滞在となるこ

はできていないのが実態であります。

とは明らかで、住宅対策、健康調査、心のケ

３点目 私が加入している全国の「脱原発

ア、子供の就学、仕事の確保、コミュニティ

をめざす首長会議」において避難計画の課題

対策などを含めた計画が必要となります。

をテーマに勉強会（京都）を開催し、各地の

＜まとめ＞

取り組みを報告されました。避難計画にかか

１

る問題点を上げてみると、避難対象人口・面

住民の命と安全を守る避難計画は新規
制基準の審査対象になっていない。

2

積が大きい、避難ルートが少ない、バスは確

避難計画はあまりにも多くの課題があり、

保できない、輸送手段は自家用車が中心、道

自治体において具体的に実行可能な避難

路は大渋滞、交通事故の発生、避難シミュレ

計画は不可能である。

ーションでは 10 時間を超えるところが多い、

3

福島の事故後、長期避難滞在となること

燃料切れ、食事の確保、高齢者・障害者・入

が明らかで、住宅、心のケア、子供の教育、

院患者・施設入所者・外国人・観光客への伝

仕事の確保などの対策も必須である。

達収容、また地震などによる道路寸断、積

このような現状で、再稼働容認は考えられ

雪・雪崩による遮断、何よりも県外を含めた

ないことを強く申し述べます。

広域避難先の確保、避難者の所在把握、情報
伝達、ヨウ素剤配布、行政機能の確保などあ

意見陳述２
杉原 秀典氏（彦根・愛知・犬上 原発のない社会をつくる会）
高浜原発 3 号機・4 号機の運転停止を求め

さまざまな活動を

て、申立人の一人として意見を述べます。

してきました。今、

4 月 14 日、福井地裁は「新規制基準は緩や

地域に生まれてい

かにすぎ、これに適合しても本件原発の安全

る 2 つの事態が、

性は確保されていない。新規制基準は合理性

私たちに驚きと希

を欠くものである」として、高浜原発の 3 号

望をもたらしてい

機と 4 号機の運転差し止めを命じました。こ

ます。

の決定は、多くの人々に希望をもたらし、失

1 つ目は、福島の原発事故から時を経た今

われていた裁判所への信頼を取り戻すものと

も、地域住民が「原発はこわい。なくして欲

なっています。

しい」
「福井の原発で事故が起きたらどうする

昨年 3 月 15 日、私たちは「彦根・愛知・

のか」との思いを膨らませ広げていることで

犬上 原発のない社会をつくる会」を結成し、

す。昨年 9 月 23 日、愛荘町のスーパーで、
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私たちが買い物客に署名を呼びかけたところ、

原発の再稼働禁止の申立を却下しました。結

署名板の周りが人だかりになりました。若い

果は残念でしたが、私は、その理由に注目し

お母さんが、腕を引く子どもに「大事な署名

「原子力規制委員会がいたずらに早急
ました。

だから、ちょっと待ってて」と諭しながら真

に、新規制基準に適合すると判断して再稼働

剣に署名をする姿があちこちで見られ、2 時

を容認するとは到底考えがたく(再稼働を差

間で 440 人が署名をしました。こんな光景に

し止めるべき)特段の事情が存するとはいえ

出会ったのは初めてです。マスメディアがあ

ない」とありました。そして、
「到底考えがた

まり報道しなくなったにも拘わらず、福島原

い」と判断する根拠として、①直近の地震の

発事故の現実は、地域住民の脳裏から消えず、

平均を基に「基準地震動」を決めることに合

加えて、お隣の福井県の原発群を見据えた不

理性があるのか。最大級規模の地震を基準に

安が増幅しているのです。昨年 5 月の時事通

することこそ合理性があるのではないか。②

信の世論調査では、84.3％の国民が「原発は

田中俊一規制委員長が「新規制基準への適合

なくすべきだ」と答えています。

は審査したが安全だと言わない」と発言して

2 つ目は、地域の首長が原発問題を注視し、

いる。③住民の避難計画等も何ら策定されて

とりくみを始めていることです。7 月 27 日、

いないことをあげていたのです。これは原告

私たちの「会」の主催で、米原市、日野町、

の主張の核心部分でした。

愛荘町の市長と元町長がパネルディスカッシ

今年 2 月 12 日、同規制委員会は高浜 3 号

ョンを行いました。米原市長は「自治体の首

機・4 号機の審査書を決定しました。これを

長の仕事は、住民の命・安全・くらしを守る

受けて、関電は今年 11 月には再稼働させる

ことだ。
『命を大事にする』この一点は絶対に

準備をすすめています。再稼働を差し止める

譲ってはいけない。その対極にあるのが原発

「特段の事情」が明らかに生じています。
べき

だ」と熱を込めました。同市は「水源の里」

1 月 30 日に、私たち 29 人の原告が申請した

として、原発に頼らないクリーンなエネルギ

高浜原発 3 号機・4 号機の運転禁止の命令を

ーづくりに奮闘しています。3 首長とも太陽

下すことは、貴裁判所の理論的帰結だと考え

光など「再生可能エネルギー」の普及に精力

ます。

的です。彦根市長は懇談で「今のままの再稼

戦後、当時の文部省が作成した「新しい憲

働には反対なのか」との私たちの質問に「そ

法のはなし」では「國民ぜんたいが、いちば

の通りだ」と答えました。豊郷町長は「原発

んえらいのです」
「國民ぜんたいが、国の政治

がよいとは誰も思っていない」と語ります。

を国会、内閣、裁判所に行わせる」として、

愛荘町長は「誰しも、もう原子力発電所はい

「３権分立」を図入りで解説しています。私

らないと思うでしょうし、私もそのように思

も、社会科の授業で「３権分立」の事を知り

います」との意志を、議会にも私たちにも示

「そうか」と納得したことを覚えています。

しています。

しかし、大人になって「行政の枠を出ない司

「会」結成当時 130 人だった会員は、現在
410 人になり、増え続けています。会は、一

法」の現実を知り、裁判所への信頼を失って
いきました。

市４町の全てで「原発のない社会をつくる宣

福井地裁の「5・21 判決」と「4・14 決定」

言」を採択する運動を進めています。私は、

は、そうした私を含む多くの国民の裁判所へ

地域住民の思いが広く繋がり、その力でこの

の不信を取り除き、いま逆に、裁判所への信

宣言が採択されることを確信しています。

頼と期待が膨らみつつあります。4 月 15 日の

貴裁判所は、昨年 11 月 27 日、大飯・高浜

全国各紙一面トップ、ニューヨークタイムズ
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紙の一面トップを見れば、日本国民ばかりか

ちの仮処分申請を受け入れて、高浜原発３号

世界中の人々が「原発運転停止」の決定に注

機・４号機の運転停止を命じることを強く求

目し、期待していることが分かります。

め、心から期待するものです。

貴裁判所が、３権分立の立場に立ち、
「いち
ばんえらい國民ぜんたい」の声を聞き、私た

4 月 20 日第一回仮処分審尋後の報告集会での主な質疑
Q3.今後の主張方針は？
A. 基本的な主張はしている。福井の決定
は証拠としては本日提出したが、その
決定に立ち入って補充主張は検討す
る。

Q1.福井の仮処分決定があるなかで滋賀
の申立の意義は？
A 止めるだけなら福井の決定で効力がで
ている。司法判断の社会的意義は大きく
ひとつ一つ積み重ねていくことが重要。
（取り下げの選択肢もあるが、議論し、そ
の選択はしないことを決めた。
）
Q2.関電は、基準地震動についてどのよう
に主張しているのか？
A. 基準地震動は平均でいいと言ってい
る。平均をベースにして個々の具体的
な事情を加味するとしているが、個々
の事情を加味するのはごくわずかであ
るのに対して平均像のところでは非常
に大きなばらつきがある。このことを
次回に主張する。

全国弁護団共同代表 河合弁護士談
福井地裁での昨年の 5 月 21 日の判決、今
年の 4 月 14 日の決定に続いて、樋口さんで
ない裁判官も止めよという決定がでること
は非常に大きな意味がある。
今日の裁判官の求釈明は、今度は踏み込ん
だ判断をするつもりだなと感じた。すれ違っ
た状態では判決は書けない。新規制基準が合
理的であることの主張立証は関電側にある
ことをはっきりと言った。

原子力規制委員会は、2 月 12 日付で高浜原発 3、4 号機の再稼働を認める設置変更許可を行っ
たところですが、行政不服審査法に基づいて、この「許可を取り消すことを求める」異議申立を
3 月 20 日付けで同委員会あてに行いました。
申立人は、福井原発訴訟を支える会（滋賀）役員および弁護団を中心とする18名であり、申立
にあたっては、井戸謙一弁護団長、福田章典支える会会長、辻義則原告団長の3名を総代として選
出しました。

申立の趣旨は以下のとおり
(1) 合格しても安全でない新規制基準には次

①新規制基準は、立地審査指針などをはじめと

のような重大な問題があり、これにより審査さ

して基準に組み入れられるべきであるが欠

れた設置変更許可処分は違法である。

如しているもの、あるいは、基準地震動の
- 14 -

過小評価の問題など基準に含まれているが

④航空機の落下やテロリズム等手に負えな

不十分なものがあり、重大な問題をはらん

くなるような大規模事故については発生

でいること。
②福島原発事故の分析ができていない状況下
で策定された新規制基準は有効とは言え

しないことを前提としていること。
⑤火山の危険性が過小評価であること。
⑥事故時に汚染水が発生しないことを前提

ないことが明らかであること。
(2) パブリックコメントで出された重要な意

としていること。
(3)その他

見は却下され、審査に反映されていない。出
された意見に対する規制委員会の考え方とし
て、とくに異議のある以下の点について指摘

規制基準以外の部分で異議のある以下の点
を指摘した。
①重大事故が発生した場合は規制委員会に責

した。
①基準地震動の設定についてはあまりにも
楽観的であると言わざるを得ない。

任があることを明確にすべきであること。
②立地位置の再評価を行うべきであること。
③関係自治体において有効な避難計画が立案

②地震の予測手法が平均像を予測するもの

できない実態に目を向け、避難計画につい

であり、危険側の予測になっていることに

て規制委員会が審査するべきであること。

対してまともな回答が行われていないこ
と。
③津波の予測の不確かさの考慮の度合いが
不十分であること。

3.8 びわこ集会実行委員会から 3 万円のカンパ
3 月 8 日、
「原発のない社会へ 2015 びわ
こ集会」が膳所公園を中心に開催され、約
1000 人が参加しました。集会では、井戸弁
護団長が基調報告を行い、原発再稼働につ
いて審査する新規制基準の欠陥を指摘する
とともに、再稼働を許さない運動を呼びか
けました。
支える会は、午前中を中心にして、生
涯学習センターで原発訴訟のパネル展示
を行うとともに参加者に対して入会の訴
えを行いました。展示では、多くの人の
参加とともに入会者がありました。
また、実行委員会からは訴訟費用にと
3 万円のカンパをいただきました。
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支える会強化（会員拡大、年会費納入）のご協力を
① 前回 2 月にお知らせして以降
の会員数等の増減は右のとお
りです。引き続き会員拡大と
会費納入にご協力をお願いし
ます。
② 会の活動に関するご意見をお
寄せください。
③ 年会費（2,000 円）の振り込み

支える会の状況
前回報告
減
以降増
会員数
412
44
0
（内 登録件数※）
341
メール送付会員
149
24
0
郵送会員
229
25
0
宛先不明・ニュース不要
13
2015年度会費納入
122
83
※同一世帯で加入されている場合は、1世帯で1件と
カウントしています。
項

目

現 在

先は以下のとおりです。

会費の振り込み先
①滋賀銀行
滋賀銀行 大津駅前支店 普通口座 632913
福井原発訴訟を支える会 会計 今村真理子
（フクイゲンパツソショウヲササエルカイカイケイイマムラマリコ）

② ゆうちょ銀行
【ゆうちょ銀行から振込の場合】
ゆうちょ銀行
記号番号 14690-5345461
福井原発訴訟を支える会
（フクイゲンパツソショウヲササエルカイ）
【他金融機関から振込の場合】
ゆうちょ銀行
店名・店番 四六八（よんろくはち）・468
普通預金 0534546
福井原発訴訟を支える会
（フクイゲンパツソショウヲササエルカイ）

今後の裁判の日程
7 月 9 日(木)11:00～ 第 2 次仮処分申請第 2 回審尋
※法廷内には申立人しか入れません。

7 月 14 日(火)11:00～ 本訴第 7 回口頭弁論
※法廷での弁論終了後、引き続き弁護士会館で 7 月 9 日の仮処分第 2 回審尋
の内容を含んだ報告集会を行います。

9 月 29 日（火）13:30～ 本訴第 8 回口頭弁論
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