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大阪高裁（山下郁夫裁判長）は 3 月 28 日、関西電

力高浜原発３、４号機の運転差し止めを命じた昨年 3

月の大津地裁の仮処分について、関電の抗告を認め

て取り消す決定をしました。 

これは、3.11 の惨劇を踏まえて、地震大国日本に原

発はいらないという思いを強くした国民・県民世論に

逆行する不当な決定です。また、福島原発事故は、

3.11以前、住民の訴えを退け続けてきた司法にもその

責任の一端があるといえ、司法の信頼を回復する絶好の機会を自ら放棄したことにもなります。   

この決定に対して、かけつけた支援者からは怒りと失望の声が発せられました。申立人と弁護

団は、声明を発表し、記者会見、報告集会を行うとともに、申立人会議で今後の取り組みについて

協議しました。 

 

【記者会見】 

（井戸弁護団長のコメント） 

 この間の原発裁判で、地裁レベルの勝敗は

拮抗しており、今回の大阪高裁決定が大津地

裁決定を維持すれば脱原発の流れを大きく

加速することができると期待していた。また、

全国からもたくさんの期待が寄せられてい

ただけに残念な結果だ。決定全文は 416 ペ

ージにも及ぶ膨大な分量だが、中身はほとん

ど関電の主張と原子力規制委員会がまとめ

た「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考
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え方」（以下「考え方」という。）の引き写し

であり、司法の責任といったものが感じられ

ない。行政の原発推進の姿勢にストップをか

けられるのは司法しかない状況だが、そうい

った自覚のかけらも感じられない。 

 我々の主張を十分検討せず、関電主張を取

り入れたものだ。 

 しかし、全国の闘いは、運転差し止めを勝

ち取ることになるだろう。今日の決定はそこ

に至る紆余曲折の一こまにすぎない。 

 

（脱原発全国弁護団 河合代表コメント） 

 大阪高裁は行政訴訟と間違えている。行政

訴訟の場合は、基準適合を審査すればよいが、

民事訴訟はそれ以上の安全性に関する審査

が要求される。 

 今回の決定は規制委員会の「考え方」を安

易に採用しているが、これに対しては現在全

国弁護団が反論をつくっているところだ。 

 負けたら次の手を考える。隣接県で仮処分

を申し立てることが有効だ。今日で終わりで

はない。一喜一憂せず粘り強く闘おう。 

 

（辻原告団長コメント） 

昨年 3 月 9 日の大津地裁決定は画期的で

あり、全国が喜んだ。日本の裁判所も捨てた

ものではないと歓迎した。大津地裁決定は、

福島事故を受けて基準がどう強化されたか、     

関電がどういう対応をしたのかということ

を問いかけたものだった。基準を満足してい

れば OK という今日の大阪高裁の決定とは

全く異なる。高裁はこの程度のレベルか、と

思った。大津地裁決定で司法の信頼は高まっ

たが、大阪高裁決定はあまりにも情けない。 

 政府と電力会社の思いを忖度し、住民の願

いに全く目が届いていない。恥を知れ、と言

いたい。 

 アメリカでは、トランプ氏の大統領令を憲

法違反と判断、お隣の韓国では、大統領を弾

劾するなど司法が堂々と役割を果たしてい

る。こうした外国と比べても、日本の裁判所

は遅れている。 

 

 

 

（記者との主な質疑応答） 

Q1．新規制基準について住民側に立証責任

を課している事についてどう思うか？ 

A. 関電が基準適合について立証を尽くした

場合には住民側に基準が不合理であるこ

と、または原子力規制委員会の審査、判

断に不合理があることを立証することを

求めている。 

 関電が基準適合を立証することは容易

なことであり、住民側に重い立証責任を

課している。このような判断では住民が

裁判を起こしにくくなるともいえる。 

判断枠組みは、伊方の最高裁判決で示

された枠組みが基本となってきたが歴史

的な変遷がある。当初、電力会社は、基

準適合性と基準の合理性についての主張

立証が求められたが、だんだん薄められ

て浜岡原発の判決では、基準適合性のみ

が求められるようになった。今回の大阪

高裁決定は浜岡と同じであり、3.11 以降

最悪の判断枠組みといえる。 

 

Q2.最高裁への許可抗告を行う予定はどう



3 

 

か？3.11 以降最悪の判断が抗告理由となる

か？ 

A. 抗告は申立人と協議して決めることにな

る。判断枠組みの問題は抗告理由になり

得る。 

 

Q3.大津地裁決定から 1 年しかたっていない

のに、なぜこのような大きく異なる決定がだ

されたのか？ 

A. 裁判官の姿勢の問題だと思う。 

 

Q4.入倉・三宅式に関する島崎意見書につい

てはどのように判断されているのか？ 

A. 入倉・三宅式は、観測された断層データ

を元にして計算すると観測された地震の

大きさとよくあっている、というものだ。

我々もこの点は認めているが、問題は、

事前に断層が動く長さはわからないとい

う点だ。このポイントについては書かれ

ていない。 

 

Q5.執行停止の申立の取り扱いはどうなって

いるのか？ 

A. ふれられていない。確認する。 

 

 

 

【報告集会での参加者からの主な意見】 

A 氏 高裁決定は残念だが、大津で動いてい

る原発を止めたのは大きな成果だ。 

B 氏 判断枠組みの経緯を再度説明してほ

しい。 

→伊方判決は行政訴訟であるが、民事で適用

されたのが仙台地裁での女川原発訴訟だ。こ

の判決では、原告側住民に本来立証責任があ

るが、原発の安全性に関する資料を電力会社

が持っていることから、被告電力会社がまず、

安全性に支障がないことを主張立証すべき

とされた。ここで問題になるのが、安全性に

支障がないとはどういうことかであるが、そ

れは基準の合理性と基準適合性のふたつで

あった。ところが先ほど説明したとおり浜岡

原発訴訟では、基準適合性だけが判断材料と

なったのであり、だんだんと薄められてきた

のが 3.11 前の原発裁判の経緯だ。 

C 氏 福井地裁の樋口判決に突破口の原点

があり、ここに立ち返る必要があると思う。  

D 氏 負けたら次の手を考えるという話し

があったが、高浜３、４について京都地裁で

仮処分を申し立てるという動きがある。 

→大飯についても検討すべき課題と思う。 

E 氏 3.11 以前の判断枠組みに戻ったとい

う評価だが、最高裁の動きはどうか。 

→3.11 の事故を踏まえて、新しい判断枠組み

をという声もあったが、2013 年の裁判官協

議会で、従来の伊方の枠組みでというメッセ

ージがだされた。 

F 氏 関電が損害賠償を請求してくる可能

性は？ 

→そこまではないのでは。万一、そのような

ことになれば、全国的に大反撃を行う。 

G 氏 世論の力が大きい。再稼働は危険だ。 

関電電気の不買運動を提起している。 

 

 

 

【申立人会議】

 申立人会議では今後の方向について次の とおり確認しました。 
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① 基本事項 

最高裁への抗告は行わず、現在、大津地裁

で取組んでいる本訴に全力を傾注する。 

②その理由 

最高裁への抗告の方法は、特別抗告と許可

抗告の二つがあるが、前者は憲法違反がある

と認められる場合であり、今回の決定はひど

い内容ではあるが、憲法違反とまではいかな

い。後者は、法律違反がある場合や従来の判

例と異なるなどの場合であり、これに該当す

る部分があることは認められるが、まず、大

阪高裁に申し立てて最高裁へいくことを許

可してもらう必要があり、この関門が突破で

きない可能性が高い。仮に大阪高裁の許可が

得られて、かつ、最高裁で我々の主張が認め

られたとしても、高裁決定全体をひっくり返 

すことにはならない。いずれにしても、労多

くして益少ないと判断される。 

③ 申立人への連絡 

最高裁への抗告の期限は 5 日以内であり、

急いで上記のことをすべての申立人に確認

する。 

 

 

 

2017 年 3 月 28 日 

声明 

 

高浜原発運転禁止仮処分滋賀訴訟申立人団・弁護団 

 

大阪高等裁判所第１１民事部（山下郁夫裁判長、杉江佳治裁判官、吉川愼一裁判官）は、

本日、関西電力高浜発電所３号機及び４号機（以下「高浜３、４号機」という。）の運転禁

止を命じた大津地方裁判所 2016 年 3 月 9 日仮処分決定、及び、これに対する関西電力の

異議を退けた同裁判所同年 7 月 12 日決定をいずれも取り消した。原発再稼働反対の国民

が賛成の国民を大きく上回り、社会全体として原発の危険性を受け容れるとの合意形成が

なされていない状況で高浜３、４号機の運転を容認する本日の大阪高裁の判断は、民意を

無視した司法の暴走とも言うべきものであり、我々はこれに対して強い抗議の意思を表明

する。 

 

大阪高裁における保全抗告手続きの中で、我々は、関西電力が安全性主張の拠り所とす

る新規制基準の不合理さや、高浜３、４号機が過酷事故を起こし、これによって滋賀県の

住民の生命や健康といった人格的利益が侵害される恐れを具体的かつ詳細に指摘してき

た。しかし、大阪高裁は、原子力規制委員会が昨年８月に公表した「実用発電用原子炉に

係る新規制基準の考え方について」に依拠した関西電力の主張をほぼ認め、安易に新規制

基準の合理性を肯定し、地震、津波、使用済み燃料ピット、避難計画など、我々が提起した

数多くの問題についても、ほぼ関西電力の主張を沿う判断に終始した。福島第一原発事故

後に原発の運転を容認したいくつかの司法判断に共通する「思考停止」「行政追随」一色の

判断内容であり、法と良心に従い公正な判断を下すという司法の果たすべき役割を放棄す

るにも等しいその態度に怒りの念を禁じ得ない。 
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大阪高裁は、新規制基準を「安全性の基準」と呼び、新規制基準に適合していればそれ

でよく、新規制基準が要求しない対策は一切講じる必要がないとしている。福島第一原発

事故以前の司法の姿そのものであり、福島第一原発事故を踏まえた新たな判断枠組みを打

ち立てようとする姿勢は全く見受けられない。この基本的な姿勢が、伊方原発最高裁判決

の枠組みから一歩も出ようとしない判断枠組み論や、深層防護における第５層を軽視する

判示に繋がっている。このような大阪高裁の判断は、国や電力事業者の主張に対して盲目

的に追従していた福島第一原発事故以前の大多数の裁判所の態度を彷彿とさせ、福島第一

原発事故を防ぐことができなかった責任の一端が司法にもあるという反省の態度は微塵も

感じられない。福井地裁及び大津地裁が、従前の原子力行政に対して素直に疑問の目を向

け、司法が本来あるべき姿を取り戻そうとする流れに逆行し、旧態依然としたふがいない

司法に時計の針を戻そうとする醜悪な態度に激しい憤りを感じる。 

 

世界に目を向ければ、再生可能エネルギーによる発電が爆発的に拡大しており、そのコ

ストは劇的に低下している。他方、高度の安全性を求められる原発のコストは上昇の一途

である。原発メーカーは、東芝だけでなく、アレバも、三菱重工も、日立も苦境に陥ってい

る。発電しながら新たな燃料を産みだす高速増殖炉の夢はついえた。１０万年にもわたっ

て管理しなければならない高レベル放射性廃棄物の処分は相変わらず目途が立っていな

い。福島第一原発の収束は全く見通しがなく、廃炉・除染・損害賠償の費用は天井知らず

である。もはや原発に未来はない。脱温暖化、脱原発、その手段は自然エネルギーという

世界の大きな潮流の中で私たちは必ず勝利するものと確信している。 

関西電力は、高浜３、４号機だけでなく、すべての原発の廃炉を速やかに決定し、市民か

ら信頼される企業に生まれ変わるべきである。政府は、原発ゼロ、再生可能エネルギーに

よる発電の拡大に向けて速やかに政策を転換するべきである。 

 

大阪高裁は、高浜３、４号機の運転を容認したが、我々は、引き続き、原発のない安心し

て暮らせる社会を目指して粛々と闘いを続ける所存である。 

 

  

【新聞各社の論評】 

下表は各紙の社説のタイトルを示したものです。全国紙だけでなく、地方紙の多くが社

説で今回の大阪高裁決定を取り上げています。これを見ると、例によって読売、産経の特

異な論調を除き、各社とも大阪高裁決定に対して批判的な論評を加えています。     

各紙の社説 

朝日新聞／2017/3/29  高浜原発決定／あまりに甘い安全判断 

毎日新聞／2017/3/29  「高浜」再稼働を逆転容認／「万が一」に応えていない 

中日/東京新聞／2017/3/29 「高浜」高裁決定／あと戻りしてないか 

読売新聞／2017/3/29  高浜再稼働へ／非科学的な地裁決定が覆った 

産經新聞／2017/3/29  高浜逆転決定／安全に原発再稼働を急げ 
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北海道新聞／2017/3/30 高浜再稼働容認／不安に応えたと言えぬ 

河北新報／2017/3/29  高浜原発 高裁決定／「基準」への吟味が足りない 

西日本新聞／2017/3/30 高浜逆転決定／「福島の教訓」踏まえたか 

富山新聞・北國新聞／2017/3/29 高浜原発で決定逆転 判断割れる司法に戸惑い 

福井新聞／2017/3/29  高浜原発再稼働へ／安全対策／責任持てるのか 

京都新聞／2017/3/29  高浜の抗告審／事故の不安消し去れぬ 

神戸新聞／2017/3/29  高浜原発／住民の不安は解消されず 

愛媛新聞／2017/3/30  高浜再稼働高裁決定／原発の新たな安全神話危惧する 

高知新聞／2017/3/31   伊方の停止却下／原発事故の教訓どこに 

佐賀新聞／2017/3/31   高浜原発で逆転判断 

熊本日日／2017/3/31   原発巡る司法判断 不安は払拭されていない 

宮崎日日／2017/3/30   高浜原発再稼働へ ◆住民の不安拭えないままだ◆ 

南日本新聞／2017/3/30 高浜再稼働へ／安心が遠のく高裁決定 

琉球新報／2017/3/30   高浜原発再稼働へ／司法が安全神話に加担した  

 

 

 

【大津地裁決定と大阪高裁決定の比較】  

彦根・犬上・多賀原発のない社会をつくる会ニュース No.166 から転載 

 

                                （次ページへ続く） 

2016年3月9日大津地裁決定 2017年3月28日大阪高裁決定

○ 主文
 債務者(関電)は高浜発電所３号機及び４号機を運転して
はならない。

● 主文
 大津地方裁判所が平成28年３月９日にした決定を取り消
す。

○ 立証責任は関電に
　債務者(関電)は安全性の根拠や資料を明らかにすべき
で、その主張や証明が尽くされない場合、電力会社の判
断に不合理な点があると推認される。原子力規制委員会
が設置変更許可を与えたとの事実だけで主張や証明があ
つたとは言えない。

● 立証責任は申立人に
　相手方ら(申立人)において、安全性の基準自体が現在
の科学的・技術的知見に照らして合理性を欠き…原子力
規制委員会の審査及び判断が合理性を欠くことにより本
件各原子力発電所が安全性を欠くことを主張立証する必
要がある

○ 基準地震動 700ガルは証明されず
　松田式の基となったのはわずか14の地震だ。サンプル
が少なく、科学的に異論のない公式と考えることはできな
い。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。基準地震動
Ss-１の水平加速度７００ガルをもつて十分な基準地震動
としてよいか、十分な主張及び疎明(証明)がされたという
ことはできない。

● 基準地震動 規制基準踏まえている
　抗告人(関電)は、安全性の基準(新規制基準)を踏まえ
て…基準地震動を策定した。新規制基準の定めが合理性
を欠くとも認められない。原子力規制委員会は抗告人が
行った基準地震動の策定が新規制基準に適合しているこ
とを確認した。抗告人は…相当の根拠及び資料に基づい
て疎明(証明)したものといえる。松田式などに基づいて策
定した基準地震動が過小であるとはいえない。

○ 燃料プールなどの安全対策 簡易な扱い
　使用済み燃料プールの冷却設備の耐震性は原子炉と比
べ一段と簡易な扱いだ。プールの崩壊時の漏水速度など
十分と認められる資料は提出されていない。

● 燃料プールなどの安全対策　　相当の根拠に基づいて
疎明(証明)
　抗告人(関電)は、新規制基準適合性について、相当の
根拠及び資料に基づいて疎明(証明)したものといえる
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2016年3月9日大津地裁決定 2017年3月28日大阪高裁決定

○ 基準津波 関電の調査の結論には疑問がある
　１５８６年の天正地震に関する古文書に、若狭に大津波
が押し寄せ、多くの人が死亡した記載がある。海岸から５
００㍍ほど内陸で津波堆積物を確認したとの報告もみられ
る。関電の調査結果から、大規模な津波が発生したとは
考えられないとまでいっていいのか、疑問がある。

● 基準津波 規制委員会が適合を確認した
　原子力規制委員会は、抗告人が行った基準津波の策定
が新規制基準に適合していることを確認した。抗告人は相
当の根拠及び資料に基づいて疎明(証明)したものといえ
る。

○ 避難計画、災害対策
　福島原発事故を経験した国民は、事故発生時に影響の
及ぶ範囲の圧倒的な広さと、避難に大きな混乱が生じた
ことを熟知している。
　国家主導で具体的な避難計画が早急に策定される必要
があり、避難計画を視野に入れた規制基準が望まれる。
過酷事故を経た現時点では、そのような基準を策定すべ
き信義則上の義務が国家に発生していると言っても良い。
　関電は避難計画を含んだ安全確保対策に不合理な点
がないかを相当な根拠、資料に基づき主張及び証明する
必要があるが、同主張及び証明は尽くされていない。

● 避難計画は規制の対象外でもいい
　新規制基準は重大事故対策(第４層)を講じることを求
め、炉心の著しい損傷を防止する確実性は高度なものに
なっている。原子力災害対策は深層防護の第５層として
格納容器が大規模破損する場合をあえて想定し、周辺環
境へ異常放出される放射性物質からの防護を目的として
講じられる。また、避難計画を含む原子炉災害対策は、原
子力事業者だけでなく、国及び地方公共団体が主体とな
り、相互に連携・協力して責務を果たすべきものといえる。
第５層レベルに当たる原子力災害対策を規制の対象にし
なかったことが不合理であるとは言えない。

○原発事故の原因究明は道半ば 規制基準は不安
　福島第一原子力発電所事故の原因究明は、…今なお
道半ばの状況である。津波を主たる原因として特定できた
のかも不明である。原因の徹底究明が不可欠だ。この点
に意を払わない関電や原子力規制委員会の姿勢なら、新
規制基準策定に向かう姿勢に非常に不安を覚える。関電
の主張や証明の程度では、新規制基準や設置変更許可
が、直ちに公共の安寧となると考えることをためらわざるを
得ない。

● 新規制基準が事故の原因を踏まえていない
　　不合理なものとはいえない
　各事故調査委員会等の調査結果により、事故の発生及
び進展に関する基本的な事象は明らかにされている。こ
の結果を踏まえて、最新の科学的・技術的知見に基づい
て、基準地震動や基準津波の評価…重大事故対策など
の検討が重ねられ、新規制基準が策定された。新規制基
準が福島第１原子力発電所事故の原因や教訓を踏まえ
ていない不合理なものとはいえない。

大阪高裁決定報告集会の予定 

【彦根地域】 

４月５日（水）１８：００～２０：００ 彦根市民会館  報告者 井戸弁護士 

     「３･２８大阪高裁の決定と今後のたたかい」 

  主催 彦根愛知犬上原発のない社会をつくる会 

【大津地域】 

４月１２日（水）１８：３０～ 明日都浜大津４F 視聴覚室 報告者 井戸弁護士 

  主催 ばいばい原発守ろうびわ湖住民運動連絡会 

【長浜地域】 

４月１８日(火)１８：００～ 於:長浜市民交流センター   報告者 井戸弁護士 

  主催 原発からいのちとびわ湖を守る湖北連絡会（湖北原発ゼロの会） 

【高島地域：予定】 

４月２２日（土）14:00～ 高島市観光物産プラザ 2 階 ホール  

（JR 湖西線新旭駅下車すぐ）、報告者 井戸弁護士 
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 3 月 11 日、「原発のない社会へ 2017 び

わこ集会」が膳所公園で開催され、約 1000

人が参加しました。基調報告を行った井戸弁

護士は、「社会的に必要のない原発のために、

市民がリスクを受忍しなければならない理

由はない」として、「次の過酷事故が起こる

前に退場させるために、来年のびわこ集会ま

でのこの一年、一人一人がそれぞれの場で力

を尽くしましょう」と訴えました。 

 また、集会では平尾米原市長と藤澤日野町

長からの連帯、避難者からの訴え等がありま

した。 

 支える会は、昨年に続き、膳所公園に原発

裁判の経過や大津地裁決定のポイントを整

理したパネルを展示するとともに、テントを

構え、集会参加者に対して会への加入を訴え、

17 人の加入を得ました。 

   

3.11 集会基調講演要旨 

 

福島原発事故から６年が経過しても、国は３基の原発しか動かすことができていない。

それだけ私たち市民が政府や事業者を追い込んでいる。 

【この１年間の情勢】 

事故の収束まで何十年かかるのか、何百年かかるのか、全く見通せないなど、原発事故

のすさまじさが改めて明らかになっている。また、事故処理費用は、天井知らずとなって

いる。発電コストは、自然エネルギーがかなり安くなっているし、原発建設コストは、従

来一基 5000 億円程度と言われていたが、新規制基準クリアのためには 6000～7000 億

円、ヨーロッパ波の基準では、1 兆 1000 億円と言われるなど高騰している。そしてその

ことが、東芝だけでなく原発メーカーを苦境に追い込んでいる。 

国際的には、台湾が原発ゼロを、ベトナムは原発の輸入を中止した。インドでも、トル

コでも、原発建設に対する反対運動が粘り強く闘われていて、原発の建設はスムーズに進

んでおらず、中国など一部の国を除いて原発の退潮傾向は顕著だ。政府は、もんじゅの廃

炉を決定し、高速増殖炉の開発は破綻。原発の現場における杜撰な対応が次々と明らかに

なっている（志賀原発２号機では、6.5 トンもの雨水が原子炉建屋に流れ込むという事故、

高浜原発では、大型クレーンが強風によって倒れる事故、柏崎刈羽原発で、免震重要棟の

耐震性能が不足）。原発の宣伝が強まっているが、世論調査結果は微動だにしていない。 

【司法の動きについて】 

これから数か月の間に、伊方３号機運転禁止仮処分申立てに対する松山地裁、大分地裁

の各決定、玄海原発３、４号機運転禁止仮処分申立てに対する佐賀地裁決定が出る予定。 

【喫緊の課題について】 

 原発の再稼働政策の被害者になっている福島原発事故被災者の人たちに心を寄せたい。 

住宅支援打ち切り問題、健康被害、避難の権利の確立等は喫緊の課題だ。 
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 2月 20日から 24日にかけて、「原発のない社会をつくる会」の 8人が、豊郷、多賀、彦根、愛荘

の各首長を訪問。各首長が高浜原発の再稼働反対を意見表明することと、安定ヨウ素剤の各戸

配付を求めた署名を提出し、率直に意見交換しました。この懇談は原発への住民の思いと行政を

つなげるものになりました。 

 

豊郷町の伊藤町長 

20 日、最初の訪問先は豊郷町の伊藤町長

です。 

 再稼働反対の意見表明をとの私たちの

要望について、町長は「基本的には反原発だ

けど、わざわざ表明しなくてもよい。ただ、

年月が経って風化してきている感じがして

それがとても心配だ」と。安定ヨウ素剤の各

戸配付については「うちは総勢７千数百の住

民の小さな町なので、事故が起こったとして

も１時間もかからずに伝えられるから、戸別

に配布するより、豊郷病院に置いて医者に任

せたらいいと思う」と。 

 私たちが「配布方法はその地域で合理的な

方法を考えたらよいと思う。住民に対して、

服用についての分かりやすいパンフレット

作成も含め備蓄を考えて頂きたい」と要望す

ると「分かりました」と。 

 豊郷町長の懇談に参加した２人の住民の

感想を紹介します。 

 安定ヨウ素剤は備蓄されていると思って

いたが、まだされていないことが分かりよか

った。今後、備蓄するなら豊郷病院に置いと

きたいと言ってくれたので、１歩前進してよ

かったです。これから、町議会にも町民の要

求として言っていきたいと思う。（本田恵子） 

 今回、自治労連の原発・再生可能エネルギ

ー担当と町民の２つの立場で参加しました。

一町民としては、明確に「原発再稼働反対」

という町長の強いリーダーシップを発揮し

た発言が聞きたかったので、少し残念でした。

ヨウ素剤備蓄の課題も、病院任せではなく、

町（町長）が積極的に予算補助などを行わな

いと、一向に進まないと思う。ただ、検討を

一定すすめてくれそうな回答を得たので、今

後の前進に期待します。（波川尚志） 

 

 多賀町の久保町長 

21 日は、多賀町の久保町長です。 

多賀町は、すでに高浜原発再稼働反対の意

見書を採択しています。そんな事情もあって

か、ざっくばらんな話し合いになりました。 

 久保町長は「この問題は山口議員と同じ考

えでやっている」と、原発に対する立場を鮮

明にしました。安定ヨウ素剤について私たち

が「一錠 10 円だから大した負担にならない」

と説明すると、町長は「そんなに安いのらわ

ずかな予算で済む」と。「多賀の子ども 1000

久保多賀町長に署名を提出 
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人なら１万円、住民全体でも 7 万円だ」など

と話が弾み、安定ヨウ素剤の備蓄を検討する

雰囲気になりました。さらに、薪ストーブへ

の補助制度、自然エネルギーの開発・普及状

況などに話は広がっていきました。 

 

 24 日は彦根市の大久保市長と愛荘町の宇

野町長です。 

   彦根の大久保市長 

 まず、私たちの側から、前回から原発をめ

ぐる状況が随分変わっていることを提起。昨

年３月、地裁段階で初めて大津地裁が「高浜

原発の運転禁止」を確定させ、３・４号機が

止まり、大阪高裁で抗告審の決定がされよう

としていること。福島原発にロボットが入っ

たが高線量と障害物に阻まれて、短時間で諦

めたこと。東芝が原発建設からの撤退し、企

業にとっても原発が採算に合わなくなって

いることなどです。 

 大久保市長は「原発をどうするかは、国が

はっきり方向を決めて貰わないと困るが、司

法の判断や市民の思いは尊重してことに望

みたい」と応じました。 

 代表委員の村西さんは「こればかりは国が

決めるから従うというのではなく、原発は困

ると、はっきり国に意見を言って欲しい」と

迫りました。 

 

 愛荘町の宇野町長 

  「安定ヨウ素剤そんなに安いのか」 

 愛荘町の宇野町長は、町議会でも私たちの

総会へのメッセージでも、原発はいらないと

いう立場を鮮明にしています。「いまだに、

生まれ育った地元に帰れない人も多く、誰し

も、もう原子力発電所はいらないと思うでし

ょうし、私もそのように思っています。直線

距離で 60 ㎞の位置にある愛荘町においては、

万が一の場合にも放射性物質の危険から愛

荘町住民を守る義務があり、なし崩し的に運

転再開が図られないことを強く望んでいま

す」(総会へのメッセージ) 

 町長は、こうした立場を前提にして、原発

の今後のことに強い懸念を表明しました。

「放射性廃棄物をどう処理するのか。どんど

ん廃炉の費用が増え続ける。いったい誰が負

担するのか心配だ。自治体や住民が負わされ

たら大変だ。国も電力会社も、その辺のこと

をどう思っているのか聞きたい」と厳しく指

摘しました。 

 また、私たちの「安定ヨウ素剤の全戸配付」

との具体的提案について率直な質問があり

ました。「費用はどれくらいか。町長だから

どうしてもお金のことが気になるので」私た

ちが「一錠 10 円」と説明すると、ビックリ

して「そんなに安いんですか。大したお金で

はないなあ」と。また、「薬の有効期限はど

れくらいか。ヨウ素剤はそのまま飲んでも安

全なのか」などと質問。これに対して「３年

間はもつ」「事故で放射性ヨウ素が甲状腺に

入らない間に、普通のヨウ素の粒を飲むだけ

で全く安全」と丁寧に答えると、同席した町

職員と、安定ヨウ素剤配布の雰囲気で相づち

を打っていました。 

 前町長の村西さんと現町長の宇野さんの

対面ということもあり、終始なごやかな中で

懇談を終えました。 
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【法廷でのやりとりの概要】 

2017 年 1 月 17 日、大津地方裁判所で福

井原発 9 基の運転差し止めを求めた（2015

年 1 月 30 日提訴）本訴第 13 回口頭弁論が

行われました。これに向けて原告側は準備書

面(25)、(26)を提出。その内容は、炭素偏析

による原発の鋼材強度が不足している問題

（原子炉で用いられている鋼材では、炭素濃

度がかたよっていると所定の強度が確保さ

れず、地震等に対して強度不足になるという

問題）および津波について関電の調査は不十

分であること、また、対策を行うべき津波高

さの算定結果は過小であること等を主張し

たものです。 

一方、関電側は、準備書面(19)、(20)を提

出。その内容は、新規制基準は、福島事故後、

最新の科学的知見を踏まえて制定されたも

のであり、事故前とくらべて格段に厳しいも

のになっていること、また、美浜原発の破砕

帯は活断層ではない等を主張したものです。 

法廷では、原告側代理人の高橋弁護士、石

川弁護士がそれぞれ準備書面(25)、(25)の概

要について口頭説明を行いました。また、関

電側代理人も提出書面について口頭説明を

行いました。 

続いて、山本裁判長との間で今後の審理内

容について調整が行われ、関電側は前回、裁

判所が宿題として課した地表断層と震源断

層の関係について、また、原発の保守管理に

ついて次回に主張する予定であるとしまし

た。 

原告側は、地震について関電主張に反論す

るとともに、個々の原発の問題について主張

を補強する予定であるとしました。このう

ち、地震の問題については、函館地裁で争わ

れている大間原発の裁判で、地震の専門家の

藤原ヒロヤ氏の書面尋問が行われており、こ

れを次回までに提出したい、また、大飯原発

控訴審（名古屋高裁金沢支部）では島崎東大

名誉教授の証人尋問が行われる予定であり、

これを次回には間に合わないが次々回には

提出したいとしました。 

以上のやりとりを経て、次回の 4 月 25 日

(火)14:00～の次の日程として、7 月 18 日

（火）11:00 から第 15 回口頭弁論が行われ

ることになりました。 

口頭弁論終了後、弁護士会館で記者会見、

報告集会を行いました。 

 

【原告準備書面(25)：高橋弁護士の説明 

～炭素偏析の問題～】 

原子炉容器、蒸気発生器、加圧器の材料に

は鋼材（銑鉄を精錬して製造したもの。）が

使われている。鋼材は純粋に鉄だけでできて

いる訳ではなく、炭素などの鉄以外の化学成

分を含んでいる。 

炭素は鋼材がゆっくりと固まるときに、固

まった方から抜けて固まっていない方へ動

く性質がある。そして最後に固まるところの

炭素濃度が高くなる。そうすると、鋼材の中

で炭素濃度は均一ではなく偏る部分が生じ

る。これを炭素偏析という。この炭素偏析は、

鍛造では起こりやすく、鋳造でも熱伝導が悪
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い型を使えば起こりうる。 

フランスには 58 基の原子炉があるが、12

基が日本鋳鍛鋼株式会社により製造された

鋼材を使用している。その鋼材の炭素濃度

が、フランスで原子炉を運転するための規制

基準を満たしていない事実が明らかとなっ

た。それらのうち１１基は現在停止させられ

ているか、１２月までに停止するかのどちら

かで、フランスの規制局である原子力安全局

が調査を始めている。 

日本の規制基準では実質的には炭素濃度

に関する規制はなく、規制庁も炭素濃度を計

測して審査をしたことはない。実際に行われ

ているのは、ＪＩＳ規格等を元に原子炉メー

カーと鋼材メーカーとが使う鋼材を決定し、

規制庁はそれを記した書類を受け取り、検査

はその記された鋼材が使われているかを確

認するだけである。つまり、規制庁は鋼材の

炭素濃度を調べて審査する仕組みにはなっ

ていない。 

被告は、原子力規制委員会の指示を受け

て、製造メーカーの製造記録や製造要領をも

とに調査を実施した。しかし、被告は製造要

領などを確認するなどの書類上の調査しか

しておらず、非破壊検査を行うなどして実際

に使われる鋼材の炭素濃度を測った訳では

ない。本当にＪＩＳ規格等に定められた炭素

濃度以下になっているのか検査で確認して

いない。 

フランスにおいて使用されている日本鋳

鍛鋼株式会社の鋼材も同様な方法で製造さ

れたはずであるが、炭素濃度は 0.39％という

高い数値を示しているので、被告の主張は説

得力を欠く。 

被告と原子力規制庁は、各原発について非

破壊検査ないし破壊検査を行って、炭素濃度

がＪＩＳ規格等の定める範囲内におさまっ

ているか確認すべきであり、その確認がされ

ていない以上は安全性についての立証がさ

れたとはいえない。 

 

【原告準備書面(26)：石川弁護士の説明 

～津波問題～】 

①伝承の大津波の有無について 

 被告は、文献調査、神社への聴き取り調査、

堆積物調査、シミュレーション結果からする

と原発に影響を及ぼすような津波は無かっ

たと反論するが、その主張は次のような問題

がある。 

 1)被告の行った調査の範囲は限定的であ  

り、伝承津波の存在を否定するものではな

い。 

 2)古い神社で宝物が残されていることを  

伝承津波がなかった理由としている   

が、残存している宝物点数が少ないことは

逆に津波があったことを類推させる。 

 3)関電シミュレーションは当時と地形が

異なるので意味がない。 

②被告の津波高の設定が過小であること 

 被告が津波高さの設定に用いた解析モデ

ルは、最も肝心な震央付近の最大津波高さを

再現できておらず過小となっている。また、

簡易評価式である阿部式を用いて、バラツキ

を考慮に入れて評価すると、被告の設定値は

過小である。

今後の裁判の日程 

 

4 月 25 日（火）14:00〜 本訴第 14 回口頭弁論、終了後、記者会見と報告集会 

 ※裁判長が交代となったため、予定を変えて、避難者の意見陳述、これまでの主張の重点を整

理した主張、大阪高裁決定批判を行う予定です。 

7 月 18 日（火）14:00〜 本訴第 15 回口頭弁論、終了後、記者会見と報告集会  
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