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4月 25日、本訴第 14回口頭弁論が大

津地裁で行われました。原告側は、準備

書面(27)～(30)を提出。裁判長が交代し

たことに伴い、大阪高裁決定の批判とと

もにこれまで主張してきたことの重点に

ついての口頭説明を行いました。 

一方、関電側は、山本前裁判長が釈明

を求めた表層の地震断層と震源断層の

関係や原発の保守点検について主張す

るとともに原告主張についての反論を

行いました。法廷では、原告側代理人弁

護士 5 人が約 1 時間にわたって口頭説明したのに対し、

関電側代理人も約 10分程度口頭での説明を行いました。 

西岡裁判長は、双方の口頭による主張内容の説明後、

今後の主張予定について確認、原告側は、クレーン倒壊

問題、4 月 24 日に名古屋高裁金沢支部で行われた島崎

証言の内容、被告の当該地域の地盤には地震の特異性
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【池田直樹弁護士あいさつ】   ·································································································· 3 
【法廷での原告側の口頭説明内容】   ························································································· 3 
１．新規制基準について  ······································································································· 3 
２．基準地震動策定の問題点について  ····················································································· 4 
３．津波問題について  ·········································································································· 4 
４．原子力災害対策 ·············································································································· 5 
５．原発事故の被害の甚大さ   ······························································································ 5 

大飯「地震想定に欠陥」 控訴審、島崎元規制委員が証言、今後の裁判の日程   ······························· 6 
今後の裁判の日程、支える会の状況   ························································································ 6 
県下 5箇所で大阪高裁決定報告集会～のべ 300人超が参加～  ························································· 7 
関電準備書面 21を読んでの感想～質問に答えられない関電側～ ···················································· 11 
お知らせ（全国の原発裁判：5月、規制委員会「考え方」への反論、高浜・伊方の不当決定を斬る！ ···· 12 

 

新しい裁判官の体制 

裁判長 西岡繁靖（大阪地裁から） 

右陪席 芝田由平（小川裁判官と交代） 

左陪席 平井美衣瑠（留任） 

※山本裁判長は大阪高裁へ 

内　容

(27) 大阪高裁決定批判
(28) 原発の社会的必要性について
(29) 地震に関する被告主張に対する反論
(30) 原発災害の被害について
① 新規制基準の問題点について
② 基準地震動策定の問題点について
③ 津波問題について
④ 避難計画を含む原子力災害対策について
⑤ 原発事故の被害の甚大さ

(21) 地表断層と震源断層の関係について
(22) 原発の保守管理、原告主張への反論

口頭説明 上記準備書面について説明

原告、被告の主張内容

準備書面

準備書面

書面、口頭説明

口頭説明
内容

原
告

被
告
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がないという主張への反論を行うとし、関電側は大阪高裁決定を踏まえて高浜３､4 号機を例と

して安全性を主張するとしました。 

 裁判長は、次回 7 月 18 日の次として、10 月 10 日（火）14:30 から裁判期日を設定し、裁判がは

じまる前の 1 時間程度、双方の代理人と進行協議を行いたいと提案、双方これを了承しました。 

 法廷でのやりとり終了後、記者会見、報告集会を行いました。 

 

【記者会見】 

（井戸弁護団長のコメント） 

 今日は裁判長の交代に伴い、弁論の更新と

いう手続きが行われた。これは、今までの主

張を新裁判長に伝えるもの。すべての準備書

面を一から説明することは事実上不可能な

のでポイントを絞って説明を行った。 

 被害論を柱の一つに設定した理由は、大阪

高裁決定には、被害論が一行たりとも書かれ

ていなかった。この無関心が決定のベースに

なっており、今回、改めて柱の一つに据えた。 

 

（吉川弁護士感想） 

 二人の裁判官が替わった。今日の雰囲気で

は、誠実そうで聞く耳を持っているのではな

いかという印象を受けた。裁判官は理性的で

あればいい。 

 

 

（記者との主な質疑応答） 

Q1．昨日の島崎証言の感想は？ 

A. 大阪高裁決定では、基準地震動を算定す

るにあたっては入倉・三宅式でいいと言

っている。 

 これに対して島崎証言は、入倉・三宅

式の問題点について専門家の立場から理

論的に解明し、原子力規制委員会として

許可すべきでなかったと明言している。 

 他に影響を及ぼす重要な証言だ。 

Q2.新裁判長の印象はどうか？ 

A. 裁判官に厳しい吉川弁護士がいい評価を

されており、同じような印象をもった。 

 今回の期日の持ち方については、原告

の意見陳述と更新弁論に必要な時間を要

求した。原告の意見陳述は認められなか

ったが、時間については柔軟な対応をし

てもらったと思っている。 

Q3.進行協議の意図するところは？ 

A. 裁判所としては、論点が出尽くしている

かどうか、証人尋問をどう考えているか

等見通しをつけたいのだと思う。 

 それによって、自分が判決を書くかど

うかという見通しもでてくる。 

Q4.次々回には審理終結という見通しもあっ

たが今後の見通しはどうか。 

A. まだまだ主張を尽くしていない課題があ

るし、証人尋問もあるので次々回に終了

ということにはならないだろう。 

Q5.島崎氏を証人に呼ぶつもりは？ 

A. 次回には島崎証言を書面として提出する

予定であり、それに対する関電の反論を

見て必要な場合には協力をお願いするこ

とはあり得る。 
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【報告集会での参加者からの主な意見】 

A 氏 高島では報告集会に 100 名を越える

参加者があった。高浜の再稼働で不安に思っ

ている人が多い。 

B氏（福井から）昨日の名古屋高裁金沢支部

の裁判には、島崎氏の証言を聞こうというこ

とで、60 名の傍聴枠に対して 216 人の申し

込みがあった。我々は、11人に記録体制で証

言を記録しており、その内容をおこしてかた

くり通信で発信していきたい。 

C 氏 高浜原発のクレーン倒壊事故は専門

業者に言わせるとあってはならない事故で

あり、しっかり追求してほしい。 

D氏 太平洋側のプレート構造と異なり、日

本海側、とくに若狭湾付近は非常に複雑な地

形となっており、関電の地表断層と震源断層

の説明には穴がいっぱいある。 

E 氏 山本前裁判長にはお礼と激励はがき

を取り組んだが、今回はその反対の取り組み

をしたらどうか。 

 

 

【法廷での原告側の説明概要】 

１． 新規制基準の問題点 

藤木達郎弁護士                         

１－１ これまでの原告の主張要旨 

① 新規制基準により、原発の再稼動が審査

されているが、これは、極めて不十分で

あり、安全性を何ら保証するものではな

く、「人格権の侵害を許容する基準」で

あると主張してきた。 

② 国際的な常識とも言える「深層防護」が

極めて不十分である。 

③ 「深層防護」とは、「安全対策の多段階

設定」という考え方であり、ここで、極

めて重要なのは、各階層が、前後の階層

に期待せずに最善の対策を尽くすことで

ある。すなわち、どこかの階層で何とか

してくれるという発想ではない。深層防

護に関しては、５層あると言われている

が、国際的な常識では、５層の防護を徹

底するというものである。 

④ 日本の場合、まず、福島第一原発事故前

は、安全規制は、第３層までしか考えら

れておらず、第４層（シビアアクシデン

ト対策）は、事業者の自主的な取組とさ

れており、実質的に何も行われていなか

った。これは、シビアアクシデントなど

起きないという「安全神話」に基づくも

のであり、そのため、第５層（避難計画

の問題）の発想すら全くなかった。 

⑤ 福島事故は、シビアアクシデントが実際

に起き、従前の安全規制の根本的な誤り

を明らかにした。立地審査指針、外部電

源の耐震性の問題、共通要因故障を想定

しない、過酷事故対策や避難計画の欠如

などの重大な欠陥が明らかになった。 

⑥ 新規制基準では、第４層のシビアアクシ

デント対策が一応義務化されたが、「深

層防護」の体を為していないと言われて

新しく弁護団に加わった池田直樹弁護士

のあいさつ 

 

 大阪から参加している池田です。 

 原発裁判は大変重要な問題という認

識をもっていたが、一方で、かかわった

ら大変という思いもありました。これま

で廃棄物問題を取り扱っており、放射性

廃棄物の問題ではお手伝いできると思

い参加させていただくことにしました。 
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いる。 

  その理由は、第１に、特に耐震安全性

に関して、根底となる、第１層が不十分と

いう点である。この点は、繰り返し指摘し

ているとおり基準地震動が本質的に過小評

価となるような基準となっているというこ

とである。 

第二には、新規制基準で義務化された第

４層のシビアアクシデント対策が非常に不

十分である。 

第三には、最終的に住民の生命・健康を

守るためには、第５層が絶対的に重要であ

るが、新規制基準ははじめからこの部分（避

難計画の問題）を放棄しており、国際的な

基準とも乖離している。 

さらに、立地審査指針の改訂や組入がな

い（新規制基準では、立地審査指針の適合

性が判断されていない）という点や、外部

電源の耐震性が最低ランクのままであるこ

と、共通要因故障を想定しない等という福

島第一原発事故で明らかになった重大な欠

陥も放置されている。 

１－２ 大阪高裁決定批判 

私たちは、新規制基準策定にいたる経緯の

問題点、例えば、原因究明が不十分であるこ

と、ごく短期間で策定されたこと、地震原因

説を無視したこと、原子力規制委員会の独立

性・中立性の欠如等に関して、具体的な根拠

を示して具体的に主張してきた。とくに、制

定過程の問題点は、新規制基準の合理性の有

無にかかわる重要な論点であった。 

ところが、大阪高裁決定は、原子力規制委

員会の考え方や被告関電の主張内容を無批

判に書き記すことに終始している。原告が争

点として掲げた問題点について、実質的な検

討を加えた形跡は皆無であり、原告らの主張

内容に立ち入ることなく、一方的に排斥し、

行政追随、行政盲従の姿勢が顕著である。極

めて偏った認定と言うほかなく、争点無視で

結論ありきの極めて不当な決定である。 

２． 基準地震動策定の問題点 

井戸謙一弁護団長 

① 昨日の名古屋高裁金沢支部における大飯

原発の差し止め裁判で、元原子力規制委

員会の委員長代理の島崎東大名誉教授は、

基準地震動の算定に問題があり、設置変

更許可はなされるべきでなかったと証言

した。 

② 世界でマグニチュード 4以上の地震の多

発地帯は、アメリカ西海岸、日本、台湾

の 3つであるが、日本だけが原発にしが

みついている状況だ。 

③ 基準地震動の算定は、応答スペクトルに

よる方法、断層モデルによる方法、震源

を特定せず策定する方法によって算定さ

れたもののうち最大値が採用されるが、

それぞれ、バラツキが考慮されていない

問題をはじめ過小評価となっていること

を指摘してきた。 

④ 大阪高裁決定は、関電主張や原子力規制

委員会の考え方をなぞるか、都合の悪い

ことは無視という形の判断をしている。 

 

３． 津波の問題点 

            石川賢治弁護士 

① 伝承の大津波について、明確な調査結果

が得られていなければ考慮しなくてよい

という解釈ではなく、可能性がある以上

は明確に可能性が否定されなければ考慮

するべきという解釈をとるべきである。

この意味において、大阪高裁決定は明ら

かに不当である。 

② 関電の津波解析モデルは重要な部分にお

いて実測値を再現出来ておらず過小評価

となっている。津波対策の根本にかかわ

る部分に対する原告の指摘に対して何の

評価もしておらず、大阪高裁決定は不当

である。 
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４．原子力災害対策 

高橋陽一弁護士 

① 大阪高裁決定は、「設計対象施設を第 1か

ら第 3 層に相当するレベルのものとし、

重大事故対処施設を第 4層に相当するレ

ベルのものとし、第 4層の防護レベルは、

第 3層の防護レベルでの対策が失敗した

場合を想定し、事故の拡大を防止し重大

事故等の影響を緩和」とあるが、原子炉

容器や使用済み核燃料ピットなどは、設

計対象施設であり重大事故対処施設であ

るの深層防護とならない。 

② 重大事故対処施設は、基準地震動より強

い地震動に耐えなければその目的は達成

されないが、設計対象施設と同じレベル

の基準地震動で設計されており深層防護

とならない。 

③ 大阪高裁決定は、第 5層の原子力災害対

策を規制の対象としなかったことは不合

理ではないとしているが、原子力発電所

から放射性物質の大量放出があった場合

に、合理的で実効的な原子力災害対策（避

難計画を含む。）がなければ周辺住民は被

ばくしてしまう。新規制基準は二度と福

島第一原発事故のような事故と被害をだ

さないために制定された基準であるはず

である。住民の被害の防止という観点か

らは、国や地方公共団体が合理的で実効

的な原子力災害対策を策定していること

が原子力発電所を運転する条件となるよ

うな基準がなければ不合理である。 

５．原発事故の被害の甚大さ 

田島義久弁護士 

① 福島原発事故は、事故以前は机上でしか

想定し得なかった過酷事故、すなわち原

発が有する危険性を具体的に明らかにし

たことにとどまらず、その被害の甚大さ

は、司法判断の判断枠組みにおいても考

慮されるべき事柄と位置付けられるべき

ものである。 

② 国の存立をも脅かしかねないほどの危険

性を有し、甚大な被害をもたらす原発は、

絶対的安全性に準じる極めて高度な安全

性、福島原発事故のような深刻な災害が

万が一にも起こらないといえる高度な安

全性を考えるべきである。絶対に同様の

事故を起こしてはならない。危険性を有

する原発の差止めが命じられないような

判断枠組みが採用されることは決してあ

ってはならない。 

原告準備書面 30の目次 

第１ 序論   

第２ 原発事故がもたらす重大かつ広範な放

射能汚染   

１ 原発事故被害の特殊性   

２ 原発事故に伴う放射性物質の放出   

３ 原発事故が発生した場合に放射能により

汚染される地理的範囲   

４ 土壌，河川，海洋汚染   

（１）土壌の汚染   

（２）河川の汚染   

（３）海洋の汚染   

第３ 原発事故がもたらす様々な被害   

１ 原発事故による人命の喪失                                           

（１）はじめに                                                         

（２）請戸の浜の悲劇                                                  

（３）双葉病院の事例                                                  

（４）自死に追い込まれた事例 山木屋事件                             

（５）何軒もの自死に追い込まれた事例                                

（６）震災関連死者数                                                   

２ 原発事故による日常生活及びコミュニテ

ィの崩壊   

３ 産業への悪影響   

（１）農業・畜産業への悪影響   

（２）林業への悪影響   

（３）水産業への悪影響   

（４）観光業への悪影響   

（５）製造業への悪影響   

４ 健康被害   

（１）広範囲の住民へ影響を及ぼすこと   

（２）健康被害の内容   

（３）労働者被ばく   

第４ 結論   
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大飯「地震想定に欠陥」 控訴審、島崎元規制委員が証言 

関西電力大飯原発３、４号機（福井県おおい町）の運転差 

し止め訴訟控訴審の口頭弁論が二十四日、名古屋高裁金沢支 

部（内藤正之裁判長）であり、原告の住民側証人として出廷 

した元原子力規制委員の島崎邦彦・東京大名誉教授が、関電 

による地震想定について「過小評価の可能性があり（算出方 

法に）大変な欠陥がある」と主張した。 

 島崎氏は地震予知連絡会長や日本活断層学会長を歴任。 

二〇一二年から二年間、規制委の委員長代理を務め、大飯原 

発の地震対策の審査を指揮した。内藤裁判長は島崎氏を「最 

も重要な証人」と述べており、判断に影響を与える可能性がある。 

 大飯原発の審査で関電は、耐震設計の目安となる揺れ（基準地震動）について、原発

付近の断層面積などから地震の規模を推定する計算式に基づき、最大加速度八五六ガル

になると想定している。 

 この日の証人尋問で島崎氏は、規制委を退任後の研究や昨年四月の熊本地震の観測デ

ータを踏まえて証言。関電が使った計算式を大飯原発周辺のように震源断層が垂直に近

い場所に適用すると、地震の規模を小さく見積もる可能性があると指摘した。 

 島崎氏は昨年六月、同様の見解を規制委に伝え、基準地震動の再考を求めたが、規制

委は「見直す必要はない」と結論付けている。 

 閉廷後の記者会見で、原告の島田広弁護団長は「（規制委の）審査がずさんで、不十分

なことが明らかになった」と証言の意義を強調。関電は「本日の尋問によって、当社の

主張が影響を受けることはない。大飯原発の安全性が確保されていることを引き続き説

明していく」とのコメントを出した。 

 一四年五月の一審・福井地裁判決は「大飯原発には一二六〇ガルを超える地震が到来

する危険がある。（地震対策に）構造的欠陥がある」として二基の再稼働の差し止めを命

じ、関電などが控訴した。            (2017年 4月 25日 中日新聞) 

今後の裁判の日程 
 

7月 18日(火) 11:00〜 本訴第 15回口頭

弁論、終了後、記者会見と報告集会  

10 月 10 日(火) 14:30～本訴第 16 回口頭

弁論、終了後、記者会見と報告集会 

  （双方の代理人と裁判所とで進行に関す

る協議） 

 

 

 

 

支える会の状況 

会員数  590名 

会費納入状況 

2016年度会費納付済数 342口 

2017年度会費納付済数 271口 

ニュース郵送数 277 

メール送信数  267 

不要数 13 
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 大阪高裁決定がだされて以降、4月 4日彦根、4月

12 日大津、4 月 18 日長浜、4 月 22 日高島、5月 1

日東近江市と、県下 5会場で報告集会が行われまし

た。大阪高裁決定の内容のひどさについての認識が

深まり、改めて原発をなくしていこうという思いを

強めることになりました。以下では、大津での講演

概要とそれぞれの報告集会の様子をレポートしま

す。 

 

【井戸講演概要：大津】 

１．福島原発事故被害に対する無関心 

 福島原発事故被害についての事実が全く

認定されていない。 

 福島原発事故を招いた司法の責任、福島原

発事故を経た今の時期に原発差止裁判を裁

く司法の役割について無自覚だ。 

 

２．3.11前に戻った判断枠組み論 

 判断枠組みは、1992 年の伊方最高裁判決

で、被告電力会社が立証すべきことは、基準

の合理性と基準適合判断の合理性とされた

が、2007 年の浜岡原発静岡地裁判決では、

基準適合だけが被告の立証すべきこととさ

れ、3.11 前の判決では最悪とされていた。

3.11以降、住民が敗訴した裁判でも判断枠組

みは、被告の立証要件としては、基準の合理

性と基準適合判断の合理性とされた。しかし、

大阪高裁決定は浜岡と同じであり、被告は基

準適合だけを立証すればよいとされ、住民側

に基準や適合審査が合理性を欠いているこ

との立証責任を課しており、3.11前の最悪の

レベルに戻った。 

 

３．新規制基準に対する無批判な信頼 

 高裁決定は、「原子力規制委員会が付与さ

れた権限に基づいて策定した安全性の基準

は、その策定過程及び内容に不合理な点が認

められない限りは、原子力発電所に求められ

る安全性を具体化したものと考えられる。」

と基準を無批判に信頼しており、規制委員会

の「新規制基準の考え方」という文書を随所

に引用しながら住民側の主張を退けている。

この点では、「新規制基準の内容に立ち入る

ことなく直ちに新規制基準そのものが社会

において許容され受け入れるべき危険の限

度を画するものとなっているとすることは

できない。」とした大津地裁決定とは大きく

異なる。 

 

４．関電・原子力規制委員会の主張をその

ままなぞった判断内容 

（例えば） 

【住民側の主張】 「将来活動する可能性の

ある断層」を「約１２～１３万年以降の活動

が否定できない断層に限定しているのは不

合理（地震学では 200万年が通説）。 

【大阪高裁の判断】 原子力規制委員会は、

97人が参加した大津での報告集会 
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これが妥当であるとの見解を示している。よ

って、住民側の主張を採用できない。 

５．新しい安全神話 

 たとえば、避難計画について、「安全確保

対策が講じられており、これらの対策により、

炉心の著しい損傷や周辺環境への放射性物

質の異常な放出に至ることはまず想定しが

たい。更に（重大事故対策が講じられている

ので）、炉心の著しい損傷等を防止する確実

性はさらに高まっており、本件原発の安全性

は疎明されている。」と事故が起こるような

ことはないとし、「原子力災害対策について

は、改善の余地がある・・・が、その取り組

み姿勢や避難計画等の具体的内容は適切な

もの」と述べるなど大津地裁決定が重大な懸

念を表明したのとは大違いだ。 

 

６．都合の悪いことは無視 

①震源を特定せず、基準地震動の定め方につ

いて、「地震ガイド」は、モーメントマグニ

チュード(Mw)6.5未満の場合、地震断層が地

表にでないとしており、我々は、Mw6.5 と

すべきと主張。関電はMw5.7 としており、

地震の大きさは 16 倍も違う。高裁決定は、

「Mw6.5 という一定値にすることを求めて

いるのではない」としているが、もしそうだ

とすれば「地震ガイドの定めが不合理」とい

う我々の主張は無視。 

②津波解析モデルの恣意性（我々はモデル再

現性の問題を指摘）についても無視。 

③避難計画の事故想定はセシウム 137 が

100テラベクレルとしているが、これは福島

の 1/100。事故対策ができているから、福島

事故のようなレベルにならないという点に

ついて、新たな安全神話と批判したが無視。 

 

これからどうする 

 一気に流れをつくることはできなかった

が、原発に未来がないことは遠くない先、

誰の目にも明らかになる。ガンジーの「良

きことはカタツムリの速度で動く」という

言葉をかみしめてがんばっていく。 

 

4 月 5日彦根での報告集会 

彦根での緊急報告・抗議集会は、福井県か

らの参加者を含めて４０人の参加でした。そ

の中で、井戸謙一弁護士は「どんな悪い判決

でも、ひとつ位は良い所があるのに、この大

阪高裁の決定には一つもない」と述べ、決定

の６つの問題点を詳しく説明しました。 

 多くの人が危惧するのは、この決定が高裁

決定であり、他の地裁での裁判動向に影響を

与える可能性があることです。「今後こんな

ひどい決定を全国の裁判官が平気で書くの

か」という質問に井戸さんはこう応えました。

「裁判官には確かに出世を考えて権力の意

向を判決に書く人もいるが、そうでない人も

いる。一人の裁判官の中でも両面があり迷っ

ている。最終的には世論が影響する。そんな

決定をしたら恥ずかしいと、裁判官が思うま

で世論を広げる必要がある」 

 多くの人たちは「原発はもういらない」と思って

います。しかし、その思いが繋がって高裁を動

かすまでにはなっていません。一部ではなく住

民の過半数がつながるように、運動の仕切直

しが必要です。        （彦根・愛知・犬上     

原発のない社会をつくる会   杉原秀典） 
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 4 月 22日高島での集会 

高島市観光物産プラザで行われた報告集

会には、会場いっぱいの 100名の市民が参

加しました。 

高島の原発問題の各団体（風下の会、さよ

なら原発高島市民の会、ばいばい原発高島連

絡会など）と市民有志、仮処分申し立て人高

島原告団とが実行委員会を作り、3回の準備

会を持って報告集会に取り組んできました。 

滋賀県下では 4 回目となる報告集会でし

たが、弁護団長の井戸弁護士がそのたびに改

定を重ねられて、この高島では、1時間 20分

にわたる渾身の報告をされました。裁判の用

語というのは、なかなか一般の私たちには馴

染みにくい難しいものですが、大阪高裁の決

定がいかに不当であるかをひとつひとつ 

これまでの裁判との比較、および大阪高裁不

当決定以降の広島地裁での仮処分裁判の評

価も加えながら詳しく、大阪高裁決定の不当

性を報告されました。 

 

【質問・意見】 

・決定以降のこれからの展望について ・避

難計画の問題を問わない決定の不当性に

ついてもっと追及してほしい 

・これからの市民の反対運動の必要性と、具

体的な活動の紹介 

などの質問がありました。 

 

【参加者の声】 

「裁判用語は難しかったが、『不当決定』の

意味がよくわかった。民主主義否定で、裁

判所がむしばまれていることがよく分か

った。」 

「あきらめたらダメ、不当決定に応える」 

「三権分立が壊され、裁判官が権力に取り込

まれているのがよく分かった。」 

「“安全神話”ということの中身が、具体的

によく分かった。」 

「市民団体、市民有志が協力して作り、たく

さん市民が集まって会場の雰囲気がとても

よかった」 

「こういう集会に初めて参加したという方

もおられたと感じた」 

「裁判の闘いだけでなく、それを支援するた

めにも市民の反原発の運動のこれからが大

切だ」 

「紹介された、福島の 4歳児の甲状腺ガンが

発見されたことが隠されていることは許さ

れない」 

「裁判所は、大津地裁の本訴の裁判官の変更

などして、初めから原告の気持ちを聞く気が

ないのでは？」 

 

会場では、この集会の必要経費と弁護団、

支える会に対するカンパが訴えられ、6万円

を超えるカンパが寄せられました。余剰分は、

弁護団・支える会に全額寄付させていただき

ました。 

国民世論と、世界の趨勢に逆行する 今回

の司法の判断に怒りを覚えるとともに、やは

り、それを変えていくには 市民の粘り強い

運動が必要だということを感じた一日でし

た。 

（中平清三 記） 
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4 月 18日 長浜での報告集会 

長浜では、『司法を変える市民の声を集め

よう』集会を、「湖北原発ゼロの会」と「支え

る会」の共催という形で、4月 18日(火)、長

浜市民交流センターのホールで持ちました。

参加者は、60 名。井戸謙一弁護士の説明を

受けたあと、フロアーとの交流を行いました。 

集会後の、ある参加者の感想です。 

「裁判官も人間、当然個性ある個人である。

人は一人ひとりそれぞれの生き方を模索し

ながら人生を歩んでいる。裁判官も同じだ。

裁判官はどんな日常生活を送っているのだ

ろう？家族があり、趣味があり、世間や世界

のニュース・時代の動静から自分の思いを持

つであろう。出世も考えるだろう。今回の大

阪高裁の裁判官一人ひとりは、福島原発事故

について、個人としてはどんな思いを持って

いるのだろう。後の世代へどのような日本を

引き渡していきたいと考えているのだろう。

こんなことを考えたのは初めてだ。裁判は、

裁判官によって大きく左右される。裁判は社

会に甚大な影響を及ぼす。でも、井戸先生は、

裁判官は多くを背負い過ぎだ。判決が社会に

大きく影響するのは当然だが、裁判官はもっ

と淡々と法に基づいて審査し、双方の説明が

尽くされているかどうかを見極めて判決を

出せばよい。判決に対する対応は政治や社会

がすると言われたのが印象的だった。また、

井戸先生は、裁判官の心を動かすのは世論・

多数の市民の意識だとも話されていた。 

原発に未来がないことがようやく世間に

市民の目に見えだしてきた今、自分にできる

ことは何か。卒・脱原発に向けて、市民の共

感の広がりや世論の盛り上がりに、自分がで

きることを見つけ行動していくことだと、あ

らためて思う。」 

参加者の多くから、異口同音に、「とても

わかりやすい説明だった」「大阪高裁の決定

がいかに突出してひどいものであるかがよ

くわかった」「原発の近くで生活している者

として、もっとしっかり声をあげていきたい」

という感想を寄せていただいた。 

「湖北原発ゼロの会」が、課題と元気を与え

てもらった集会になりました。 （對月） 

 

５月１日東近江市市民メーデー

で、不当な大阪高裁決定を報告 
東近江市の市民メーデーは、毎年、その

時々の課題を中心に「話題提供」が行われて

きましたが、ことしは福島原発事故にとる農

作物・水産物の放射能汚染調査に業務として

参加した県職の溝口さん（東近江地区労・事

務局長）の「福島の放射能汚染の実態」の報

告と福井原発訴訟（滋賀）の原告団長である

辻義則さんから、画期的な稼働中の原発をス

トップさせた画期的な「大津地裁決定」を不

当にも稚拙な判断で覆した「大阪高裁決定」 

の内容を紹介する報告が行われました。 

 東近江地域では、この間の原発訴訟の運動

が十分に広がっていないことから、こうした

取り組みを通じて、福井原発訴訟（滋賀）を

支える運動を広げたいとの思いからメーデ

ーでの話題提供となりました。参加者は、40

名程でしたが、今回の取り組みが、安倍内閣

や関西電力、さらに司法も含めて「新たな安

全神話」を再構築しようとする「原子力村の

勢力」を地域の住民運動で包囲しようとする

運動の呼び水になったのではないかと思い

ます。            （松本） 
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関電側準備書面 21を読んでの感想～質問に答えられない関電側～ 

 

 今回関電側は、山本前裁判長が昨年 9 月 30 日、「地表断層の調査でどうして震源断層

の長さがわかるのか」科学的な根拠示すよう、釈明を求めた事項について準備書面 21を

提出してきた。これは、そもそも地震がプレートの移動によるものとすると、震源断層は

固定されたものではないのではないかという疑問も述べながら関電側に宿題を課したも

のだった。 

 基準地震動を設定するにあたっての重要な論点の一つだけにどんな主張をするか注目

していたが、準備書面 21の内容は従来の主張を整理したものに過ぎず、裁判所が求めた

科学的で説得力のあるものではなかった。要するに、この求釈明には釈明できないとい

うことを自ら示すような内容だ。 

 関電側の主張の要点は次の 3点である。 

①震源断層が繰り返し活動している「未成熟でない」場合には、地表断層を調査すること

により、震源断層が把握できる。このことは、室内実験結果でも確認されている。 

②地表地盤が軟らかい場合は、地表に断層が現れにくいが、当該地域の地盤は比較的か

たく地表断層が現れにくくなるようなことはない。 

③震源断層の想定にあたって、FOA～FOB断層と熊川断層の連動は考えられないが、保

守的な観点からあえて連動するとして 64.3kmの長さを震源断層として設定している。 

①の主張の根拠となっている室内実験は、長さ 2m、幅 0.4ｍ、高さ 0.25ｍの土槽に豊

浦標準砂という砂を 30～50cm 敷き詰め、底盤を横ずれ断層を模してずらした時の変異

が表層にどのように現れるかを調べたものである。実験では、底盤の変異が表層に伝わ

る過程が調べられ、累積変異量が大きくなるにつれ、表面でその変異を反映した「表層断

層」が観測されるようになるとしている（関電側解釈）。この実験そのものについて、議

論するつもりはないが、この結果を適用するにあたって一番問題とすべきは、この実験

では「震源断層」の長さは 2mと決まっていることである。底部で決まった長さをずらし

ていけば、ずれの量が大きくなるにつれ、表層でそのずれが反映されてくるのは当然予

想される結果である。山本前裁判長の求釈明や原告側が問題にしているのは、震源断層

の長さは地震が起こったあとでなければ分からないという点であり、この点について関

電側は何も答えていない。 

また、震源断層が繰り返し活動している「未成熟でない」場合は、設定している断層長

さ以上の距離は動かないというのもご都合主義の勝手な手法である。 

さらに、表層の断層調査が十分かという点もあやしい。特に福井の原発では海の中の

断層調査が問題になるが、音波探知機でごく表層しか調査されていないのが実態らしい。

つまり、関電側の言い分である地表の断層調査により震源断層が把握できるという主張

を百歩ゆずって認めるにしても、その前提となる地表断層の把握にも問題があるという

ことだ。 

原告側は、若狭湾特有の地震津波の原因として、「ブロック化」という問題を提起して

いる。関電側は一顧だにしていないが、この問題はもっと掘り下げられるべきであると

思う。（Ur） 
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お知らせ 
【全国の原発裁判：5 月】 
（「週刊金曜日」2017 年 4 月 28 日号より転載） 

5月 9日（火）14:00 

京都地裁 101 号法廷 大飯原発差止訴訟 

第 15 回口頭弁論期日 弁論の更新手続きに

伴う意見陳述予定。14 時～模擬法廷（弁護

士会館 3階大会議室）、16時～報告集会（京

都弁護士会館地下大ホール）。 

 

5月 10日（水）13:30 

福岡地裁 川内原発設置変更許可取消請

求訴訟（行訴） 第４回口頭弁論期日 被告

国、参加人九州電力より適合性審査申請内容

など主張予定。13 時～裁判所前で集会。終

了後記者会見・報告集会予定（海渡雄一弁護

士ほか、福岡市立中央市民センター2階第二

会議室）。 

 

5月 11日（木）14:30 

大分地裁 伊方原発運転差止請求訴訟 

第４回口頭弁論期日 原告意見陳述（小手川

美咲さん）、弁論の更新手続きに伴う意見陳

述（岡村正淳弁護士）予定。終了後、仮処分

の審尋期日（非公開）。終了後、記者会見・報

告集会（大分県弁護士会館４階会議室）。 

 

5月 17日（水）11:00 

名古屋地裁 高浜原発１・２号機運転期間

延長認可等取消訴訟 第４回口頭弁論期日 

火山の問題等。下記の美浜原発期日終了後記

者会見・報告集会予定（愛知県弁護士会館 5

階ホール）。 

 

5月 17日（水）13:30 

名古屋地裁 美浜原発３号機運転期間延

長認可等取消訴訟 第２回口頭弁論期日 

原告意見陳述等、終了後記者会見・報告集会

予定（同上）。 

 

5月 18日（木）15:00 

新潟地裁 柏崎刈羽原発運転差止訴訟 

第 19 回口頭弁論期日 原告より免震重要棟

の耐震不足問題、不十分な避難計画について

主張 終了後記者会見・報告集会予定（新潟

県弁護士会館）。 

 

5月 24日（水）15:00 

鹿児島地裁 原発なくそう！九州川内訴訟

（川内原発操業差止請求訴訟）第１８回口頭

弁論期日 弁論更新。終了後報告会・記者会

見（かごしま県民交流センター東棟３階大研

修室第２）。 

 

5月 24日（水）14:30 

福島地裁 子ども脱被ばく裁判（安全な場所

で教育を受ける権利の確認等請求事件）第

10 回口頭弁論期日 13：30～地裁前集会、

14：00傍聴券配布、14：15入廷、10：30事

前勉強会、15：50～17：30記者会見と集会

（いずれも福島市民会館）。 

【規制委員会「考え方」への反論】 

 原子力規制委員会の「実用発電用原子炉に

係る新規制基準の考え方」については、基準

が「合理的」な根拠として、大阪高裁決定で

も多く引用されているところです。脱原発弁

護団全国連絡会議では、これに対する反論を

まとめ、近々、出版し、一般にも普及してい

く計画です。 

【高浜・伊方の不当決定を斬る！】 

 脱原発弁護団全国連絡会議 HP に井戸弁

護団長出演の動画が掲載されています。 

http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/v

ideo/17-04-03/ 


