
３．１１後の原発再稼働をめぐる訴訟と
司法の課題

最近の大飯原発許可取消判決と
東海第二運転差し止め判決をめぐって

海渡雄一



１９９２年伊方原発最高裁判決と
3.11前の原発訴訟
◦伊方原発の最高裁判決は、原発は深刻な災害を引き起こすおそれがあり、

安全審査の目的を災害が万が一にも起こらないようにするためであるとした。

◦また判断基準は処分時ではなく、現在の科学技術水準であるとした

◦さらに、安全性の立証責任は、被告国側にあるとした。

◦調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があれば、違法である。

◦もちろん、安全審査の対象を基本設計に限定し、国の専門技術裁量を広く

認めた点で、大きな限界を持つものではあったが。

◦伊方最高裁判決の枠組みのもとで、二つの原告勝訴判決が残されている。

はじめて原告勝訴となった判決は２００３年名古屋高裁金沢支部のもんじゅ

訴訟判決であった。この判決では、安全審査の過程での重大な見落とし、実

験結果の安全審査機関への不提出などを理由として安全審査の過誤・欠落を

認めた。もう一つは志賀原発についての金沢地裁判決であった。
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2011.７．１６
脱原発弁護団全国連絡会結成

◦全国で原発訴訟を提起し直す

◦情報共有して助け合う

◦最近提訴される訴訟弁護団には若手弁護士が多く参加して

いる。

◦島根、玄海、大間、上関で法廷での闘いが続いていた。

◦泊、福井、伊方、玄海、川内、柏崎、女川でも新たな提訴

が進んだ。

◦弁護団には、全国で３００人以上が結集



岩波新書「原発訴訟」出版(2011.11)
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○原発訴訟の歴史と理論的な争点を
まとめ、裁判所の判断の誤りがどこ
にあるのかを明らかにしたかった。
○全国の連携で、裁判官を励まし、
原告勝訴判決を抵抗なく書ける環境
を作る。
○裁判官と討議のできる審理形式を
通じて、裁判官の知識を進化させ、
確信を持って判決を書いてもらう工
夫をしたい。
○３．１１後に原発訴訟を闘う、原
告と弁護団に、過去の歴史だけでな
く、新たな原発訴訟の勝利の方程式
を示したかった。



2014/5/21
福井地裁 大飯原発差し止め判決

◦原発訴訟全国提訴の最

初の成果である。

◦私は第１回口頭弁論で

の弁護団意見陳述をした。

◦原発訴訟の歴史を総括

して、「福島原発事故には、

司法にも責任がある。こ

の裁判で二度と福島を繰

り返さない基準を打ち立

てて欲しい。」と述べた。
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判決の基本的な考え方

◦人の生命を基礎とする人格権は、我が国の法制下でこれを超
える価値を他に見出すことはできない。

◦原発の稼働は経済活動の自由という範疇にあり、人格権の
概念の中核部分より劣位に置かれるべきだ

◦「大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて
広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発
電所の事故のほかは想定し難い」

◦福島原発事故のような事態を招くような「具体的危険性が万
が一でもあれば」、差し止めが認められるのは当然だ。



司法は生きていた



原発事故を防ぐことが司法の責務

◦原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の

大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったと

いえる。

◦本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を

招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象と

されるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を

避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄する

に等しい。



地震科学の限界

◦我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一

度も予知できていない。

◦地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分

析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立論

や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざ

るを得ない。

◦地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあ

るがその発生頻度は必ずしも高いものではなく、正確な記録は

近時のものに限られ、頼るべき過去のデータは極めて限られてい

る。



基準地震動想定の失敗

◦現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回に
わたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足ら
ずの問に到来しているという事実を重視すべきは当然である。

◦地震の想定に関しこのような誤りが重ねられてしまった理由につい
ては、今後学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち
入って判断する必要のない事柄である。

◦これらの事例はいずれも地震という自然の前における人間の能力
の限界を示すものというしかない。



１０年内に５回も基準地震動を超えている！
◦ ①2005年8月16日／宮城県沖地震／女川原発

◦② 2007年3月25日／能登半島地震／志賀原発

◦③ 2007年7月16日／新潟県中越沖地震／柏崎刈羽原発

◦④ 2011年3月11日／東北地方太平洋沖地震／福島第一原
発

◦⑤ 2011年3月11日／東北地方太平洋沖地震／女川原発
◦石橋克彦氏によれば、実は５回ではなく、７回だという。東北地方太平洋沖地震時の
東海第2原発と２０１２年４月７日の余震時の女川原発でも基準地震動を超えてい
るという（石橋克彦「原発規制基準は『世界で最も厳しい水準』の虚構」『科学』２０１
４年８月号 岩波書店 ８７６ページ）。



過去の誤りが正されない以上これからも誤る可
能性がある。

◦本件原発の地震想定が基本的には上記4 つの原発におけるのと

同様，過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析とい

う手法に基づきなされたにもかかわらず，関電の大飯原発の地震

想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。

◦実際に過去に誤りを重ねてきたという誰にでも理解可能な「実績」

を重視し、それと同じ手法が根本的に見直されることなく用いられ

ている以上、また同じ過ちを犯すかもしれないではないかと、これま

た誰にでも理解できる論理で問題を指摘した点が画期的だ。



再稼働を現実に止めた
高浜仮処分決定



４．１４高浜原発差し止め仮処分決定

◦大津の却下決定が申立の契機になった。

◦2014.12 申立 関西電力は審理入りを引き延ばした。

◦2015.1.28 第１回審尋

◦関西電力にそれ以上のものはもう出ないこと、すなわち争点はこれ

以上広げないことを確認し、関電側に認めさせた。

◦裁判長は双方に対して、次回の審尋期日までに主張立証を尽くす

よう指示し。裁判所から求釈明を出した。３月１１日に期日を指

定した。



3.11審理終結から4.14決定へ
関西電力と裁判所の緊迫したドラマ

◦関西電力は第２回期日の直前に、地震や設備等に関する専門家意見書
の提出、関電職員による口頭説明などを要求。

◦裁判長は、高浜と大飯の審理を分離し、大飯の次回期日を５月２０日
に指定。

◦「機は熟している」と樋口裁判官が言った段階で、関電側の代理人は
裁判官忌避を申し立てようとして立ち上がったが、そこを樋口裁判長
は「まだ話の途中です」と制して今後の日程や求釈明についても最後
まで話しきり、その後関電の代理人が裁判官忌避を申立てた。

◦地裁、高裁が忌避を却下。

◦樋口裁判長は名古屋家裁に転任したが、職務代行辞令をとり、４．１
４自ら決定した。

◦



司法が現実に再稼働を止めた



福井地裁・大飯原発判決を、大幅にバー
ジョンアップした決定内容

◦原子力規制委員会の新規制基準の合理性と信頼性を真正面から否定
した。

◦基準地震動がこれまで地震の平均像を基礎として導き出されてきた
ことを批判。

◦万一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を、
過去の地震の平均像をもとに策定することに「合理性は見い出しが
たい」と断じている。

◦基準地震動を超えた五回の地震という実績だけではなく、理論にお
いても、規制委員会の基準地震動は信用できない。

◦規制基準は「緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は
確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである」と述べ
て、規制委員会の新規制基準を真正面から批判している。



４点について安全技術面における脆弱性を
指摘し、規制基準の改定を求めている

◦１）基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅

に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事を実施する

◦２）外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えら

れるように耐震性をＳクラスにする

◦３）使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む

◦４）使用済み核燃料プールの冷却 設備の耐震性をＳクラ

スにする



2017.12.13
広島高裁（野々上友之裁判長）即時抗告審
決定
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火砕流到達が否定できない以上、
伊方原発は立地不適

◦ 原子力規制委員会の定めた火山ガイドの評価手順に従い、
伊方原発から１３０キロに位置する阿蘇カルデラについ
て原子炉の運用期間中に火山の活動性が十分小さいと判
断することはできない。

◦噴火規模を推定することもできない。

◦過去最大の阿蘇４噴火（約９万年前）の噴火規模（火山
噴火指数７）を想定すべきで、阿蘇４噴火時の火砕流が
伊方原発敷地に到達した可能性が十分小さいと評価する
ことはできないから、伊方原発の立地は不適であると判
断したものである。
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2020.1.17広島高裁伊方原発運
転差し止め決定(森一岳裁判長)
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過酷事故は2度と起こしてはならないという理念
は傾聴に値する

◦ 「原発について，福島事故のような過酷事故は絶対起こさないという意味での高度な

安全性を要求すべきであるという理念については(中略)傾聴に値する(中略)ものがあ

る。」（１０ 頁）。

◦ 「原発について，福島事故のような過酷事故は絶対起こさないという意味での高度な

安全性を要求すべきであるという理念は尊重すべきものであり，炉規法の改正及び新規

制基準の策定においても，事故の発生防止はもちろんのこと，仮に想定外の事象が発生

して原発の健全性が損なわれる事態が生じた場合にも，放射性物質が環境へ放出される

ような重大事故に至らないようにすることを目的として，各種の対策を強化すべきもの

とされたのであり，上記理念に通ずるところがあるといわなければならない」（１０～

１１頁）。

◦ 「上記理念に基づいて住民らが主張した具体的な判断基準も，これをそのまま採用する

ことは現実的に不可能であるとしても，原発による具体的危険性の有無を判断するに当

たり，その理念ないし精神に則った解釈適用が必要となることは否定できないところで

あり，ある問題について専門家の間で見解(中略)が対立している場合には，支配的・通

説的な見解である(中略)という理由で保守的(中略)でない設定となる見解を安易に採用

することがあってはならない」（１１頁）と判示している。
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中央構造線問題と
火山噴火時の火山灰の影響

◦即時抗告審では原発からどの程度の距離に活断層があるかや、
約130キロ離れた熊本県の阿蘇山が噴火した場合の影響などが
争点となった。

◦森裁判長は決定で、原発のすぐ近くに位置する中央構造線が
活断層である可能性を否定できないにもかかわらず「四国電は
十分な調査をせず、原子力規制委員会も稼働は問題ないと判
断した」ことを指摘した。

◦また、阿蘇山についても「一定程度の噴火を想定すべきだ」として、
その場合でも火山灰などの量は四国電の想定の約3～5倍に上
ると判断し「四国電の想定は過小だ」と判断した。
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2020.12.4 大飯原発
大阪地裁(森鍵一裁判長)判決
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判決の基準は伊方最高裁判決

◦関西電力大飯原発3、4号機の設置変更許可を取り消した4日

の大阪地裁判決は、行政訴訟としては「3・日」後初めて住民側

の主張を認めた。

◦この裁判では、3・11後に原発の再稼働を差し止めた民事訴訟

の判決・叩決定の多くがその誤りを認定している、基準地震動

(耐震設計の目安となる揺れ)の想定が最大の争点となった。

◦大阪地裁は1992年に四国電力伊方原発訴訟の最高裁判決

で示された判断の枠組みに沿い、新規制基準に不合理な点が

ないか、原子力規制委員会(規制委)の調査審議

◦と判断の過程に看過し難い過誤、欠落がないかを司法審査した。
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基準地震動策定の仕組みと
原告の提起した問題点

◦原告は、原発の設計の基準とされる基準地震動が過小評価さ

れているという主張を最大の争点としていた。地震による地盤

の揺れ(地震動)は、震源での破壊の特性、地震波の伝播の特性、

対象地点近くの地盤構造によって地震波がどのような影響を受

けたかの特性によって決まる。

◦そして、多くの原発で用いられている、断層の面積から地震

規模を導く経験式である「入倉・三宅式」について、原告らは

データのほとんどが海外のものであり、結果として過小評価と

なっていると批判し、同様の経験式である「武村の式」を採用

すべきであると主張していた。

◦この点に関しては、判決は「武村式を用いることにも一定の

合理性はあるという余地はある」などと、多少の理解は示した

が、結果として原告の主張を退けた。
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審査ガイドには3.11後にバラツキの考慮を
求める規定が付け加えられた

◦基準地震動の策定に関する基準においては、3.11
以前から、基準地震動の策定過程で、震源断層の長
さ，深さ，断層の傾斜角等のパラメータの不確かさ
を必要に応じて組み合わせて考慮することを求めて
いた。

◦ところが、規制委が定めた「地震動審査ガイド」に
おいて経験式は平均値として地震規模を与えるもの
であり、経験式が有するぱらつきも考慮されている
必要があるとの規定が、3.11後に付け加えられてい
ることに裁判所は着目した。
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裁判所は心証を開示し、国に主張立証を
促したが、国はまともに回答しなかった

◦担当弁護団からの報告によれば、大阪地方裁判所(裁判
長は判決時と異なる)は2020年１月30日の期日で国は
少なくとも標準偏差でバラツキを考慮して基準地震動の
数値をだすように釈明した。これに対して、被告国は、
パラメータ設定について不確かさの考慮をする場合、重
ねて経験式の持つばらつきの考慮をする必要がないと主
張し、まともに計算しなかった。

◦このような対応を受けて、判決は規制委の判断には経験
式の適用に当たって一定の補正をする必要があるか否か
を検討せずに、漫然と地震モーメントの値を設定した点
において、過誤・欠落があると判断したのである。
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規制委員会は判決を受け容れよ

◦原発ごとにどの経験式を使うかなどは一様ではなく、入倉

三宅式だけでなく、松田式、壇ほかの式など様々なものが

使われている。

◦しかし、経験式についてのバラツキの考慮とパラメータ設

定についての不確かさの考慮を重畳させないやり方は、全

国の原発で共通しており、判決は全国に波及効果がある。

◦この判決は最高裁の判例に従ったオーソドックスなものだ。

規制委員会は、裁判所の指摘を受け容れて基準地震動の策

定について、抜本的な見直しを行うべきだ。
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2021.3.18 水戸地裁(前田英子裁判長)
東海第二差し止め判決
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避難計画の立案が困難であることを理由に東
海第二原発の運転差し止めを認めた水戸地裁

◦今年の3月18日には水戸地裁で東海第二原発の差し止めを求める訴訟
の判決が下された。水戸地方裁判所(前田英子裁判長)は、原告らの訴え
を容れて、東海第二原発の運転を差し止めるという判決を言い渡した。

◦東海第二原発は2011年の福島原発事故で被災した原発の一つであり、
また運転開始からすでに40年以上を経過した老朽原発である。また、
周辺自治体の多くが、その安全性に疑問を呈し、また避難計画の立案が
困難であることを理由に再稼働には反対する意見を表明している。

◦今日の判決は、原発の安全性について判断する枠組みについて、深層
防護の第1から第5までのレベルのいずれかが欠落し、不十分なことが
具体的危険であるとした。

◦そして、第1から第4までのレベルについては看過しがたい過誤欠落が
あるとは認められないとしたものの、避難計画などの第5の防護レベル
については、原子力災害重点区域であるPAZ,UPZ内の住民が94万人に
も及ぶにもかかわらず、実現可能な避難計画、これを実行しうる態勢が
整えられているにはほど遠い状態であり、この区域内に居住する原告に
は人格権侵害の具体的な危険があると判断したものである。
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被害の深刻さの認識が
原告勝訴判決の出発点

◦冒頭の判断の枠組みを示す中にも、原発の安全性の確保が困難であり、

事故を引き起こせば多大な被害をもたらすことが正確に認定されてお

り、深層防護の一層から四層までに、致命的な過誤や欠落がみつから

ないからと言って、避難計画の立案がいい加減になされてよいことに

はならないことが、正確に認定されている。

◦福島原発事故から10年を経過し、国民の過半数が脱原発を望んでい

る状況の下で、また、多くの地域住民の再稼働を止めてほしいという

切なる願いにこたえたものであり、画期的な司法判断であるといえる。

このような判断を下した勇気ある裁判官の皆さんに、心からの敬意を

表する。日本原電は判決の直後に控訴し、舞台は東京高裁に移る。
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2021.3.18
広島高裁異議審決定(横溝邦彦裁判長)
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全ての立証責任を原告側に負わせた
伊方最高裁判決の公然たる破壊

◦本件決定の最大の問題点は，科学の不定性が存在する場合に，

裁判所が専門的知見を有していない等の理由で，住民側に人格

権侵害の具体的危険の立証責任を負わせている点である。しか

し，科学的不定性が存在する以上，具体的危険の立証は不可能

である。要するに，当該裁判所は，原発に関する事前差止めの

道を閉ざしたに等しい。

◦これは，福島第一原発事故以前の1992年伊方原発最高裁判決

が国に立証の負担を負わせていたことに反するものであり，福

島第一原発事故後の司法判断として，常軌を逸した考え難い決

定といわざるを得ない。
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福島事故を踏まえ、伊方判決の
バージョンアップを
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2度と福島原発事故のような事故を
繰り返さない
◦ 福島原発事故のような悲劇をくり返さないことを望む多くの国民は、司法に対して

積極的な姿勢を求めている。市民の７割が再稼働に反対していると言うことは、保

守層まで含めて、良識ある市民は例外なく、原発に反対しているとみるべきである。

裁判所は、過去において国策に屈し、正しい判断ができず、福島原発事故を回避で

きた機会を失した痛苦な経験をみずからの責任として自覚・反省しなければならな

い。

◦ 判断の枠組みにおいて重要なことは、最終的な安全性の立証の責任を被告（行政訴

訟であれば国、民事訴訟であれば電力会社）に負わせることである。そして、求め

られる安全性の程度は、ゼロリスクを求めるものではないが、福島原発事故を受け

て改正された原子力基本法２条２項の趣旨を踏まえ、ＩＡＥＡの諸基準など、確立

された国際的な安全基準が求めている、１０万年に一回以上の重大原発事故は避け

なければならないという水準に置くべきである。

◦ これまで裁判所は多くの司法判断において、「高度な専門的技術的判断」「社会通

念」などと言い訳をしながら、国策に追随する判断を重ねてきた。しかし、原発に

エネルギー源としての必要性・公共性がないことが明確となり、多くの国民の世論

が脱原発を求めている今日、このような言い訳はやめなければならない。2021/4/5



炉心損傷の確率を10,000分の一に

◦ 日本は世界一の地震・火山大国であり、兵庫県南部地震を境に日本列島は火山
と地震の活動期に突入したとみられる。しかも日本の原発は旧型で、本質的に
はその安全性は改善されていない。このような状況で原発の再稼働を認めな
かったいくつかの判決・決定は、まさに福島原発事故という悲劇を経験した司
法の良識を示したと言える。市民の司法に対する信頼に応えるために、この良
識に続く、勇気ある裁判所・裁判官が次々と現れることを心から期待する。

◦ 原発に求められる安全性のレベルを明確に定めた国際原子力機関（ＩＡＥＡ）
の基準がある。１９８８年に策定した「ＩＮＳＡＧ３」である。ここでは原子
力発電所の安全目標は次のとおり策定されている。

◦ 「既存の原子力発電所については技術的安全目標に対応する到達目標は，重大
な炉心損傷の発生する可能性が１炉年あたり約１万分の１回以下であることで
ある。将来の原子力発電所においては，すべての安全原則の適用により，１炉
年あたり１０万分の１程度を上回らないまでという，改善された目標の達成が
なされるであろう。」

2021/4/5


