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（大飯原発３・４号機運転差止仮処分裁判） 

原子力ムラ・関西電力追従の不当判決糾弾 

３人の裁判官を許すな！ 

 

「原子力資料情報室」会員  

ちょぼちょぼ市民による政策提言の会（運営委員）  

田中一郎（ichirouchan@withe.ne.jp） 

 

 ご承知の通り，このほど大阪地裁は関西の市民グループから提訴されていた大飯原

発の運転差止仮処分請求訴訟について，原告敗訴の判決を下し，その請求を退けまし

た。この裁判ならびに判決は，福島第 1 原発事故後初めて日本の司法が原発の安全性

や運転の是非について判断を下すもので，注目を集めていましたが，結果は，まこと

にひどい不当判決で，その判断根拠もお粗末極まりないものでした。 

 

 それは，一言で申し上げれば，日本の司法・裁判所裁判官が，原子力ムラの牛耳る

政府・原子力行政・原子力ムラ・産業界・御用労組などからの政治的圧力に負け，原

発の安全性評価の是非を屁理屈で棚上げにしたまま，ひたすら「自己保身」の思惑に

基づいて下した「お粗末」判決ということです。こんなものがまかり通るのであれば，

日本では原発・核燃料施設は危険な状態のままで，原子力ムラが好き勝手にそれを稼

働させ，手抜き管理をし，国民を欺き続けることができることになります。 

 

 憲法の定める三権分立の基本原則に立脚し，行政権力や原子力産業界の暴走を食い

止める役回りにある司法権力が，その使命や責任を自ら放棄し，自分達の「逃亡行為」

を屁理屈で合理化するという，許しがたい，あまりにも情けない態度に出たのがこの

判決だったと言えるでしょう。申し上げるまでもなく，争点となっている関西電力・

大飯原発は日本列島のほぼ真ん中にあり，ひとたび過酷事故を起こせば，大飯原発の

みならず，福井県若狭湾沿いに並ぶ 14 基の原発・核燃料施設（高速増殖炉「もんじゅ」

を含む）に人間が立ち入ることのできぬまでに猛烈な放射能汚染をもたらし，それは

すなわち 14 基すべてが，時間の経過とともに炉心溶融・過酷事故状態に陥って，関西

圏・中京圏の壊滅を含め，日本全体を滅亡状態へ導くことになる，そういう破局的な

危険性をはらんだものであるという認識が重要です。 

 

 安全性が確認されておらず，従って，大地震や大津波による過酷事故の危険性が高

く，ひとたび過酷事故に陥れば手のつけようがない，そういう原発・核燃料施設は稼

働してはならないという，そんな当たり前の判断をきちんと下せない，そういう無能

で無責任で卑劣な裁判官が日本の司法に存在していることが今回明らかになったと言
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えるでしょう。その裁判官の名前は，小野憲一，森鍵一，横地由美，です。我々はこ

の 3名の名前を絶対に忘れることはできませんし，この 3名を許すこともできません。

いったい，福島第 1 原発事故に至るまでの過去の長い経緯（特に原発の運転差止裁判

の歴史）を，この３名の裁判官はどのように反省をし，司法としての役割と責任をど

う再認識したのか，問うてみたいものです。そして，裁判官の身分保障という「制度」

の上に胡坐をかき，この期に及んでもなお，「自己保身」専念の判決しか下せぬ，この

お粗末人間達を，地裁とはいえ裁判官に任命した日本の裁判所人事もまた，厳しく批

判されなければならないでしょう。 

 

 以下，この判決のどこがどのようにおかしいのか，簡潔にご説明申し上げたいと思

います。そして，我々は，この不届き千万の反国民的判決である「安全不証明原発の

稼働容認判決」＝「関西電力の出鱈目追従判決」を徹底して批判し，今後，全国で提

起されている各地の原発差止裁判の悪しき前例とならぬよう，その誤りと不当性を日

本全国に，いや全世界に拡散するとともに，こうした愚かな判決を下したこの３名の

裁判官を「世界的に有名な腰抜け・御用裁判官」として，著名人にしてやろうではあ

りませんか。日本の司法が，多くの有権者・国民から「くたばれ司法！」とののしら

れるのか，それともその本来の使命と責任を取り戻し，日本の安全や人権の守護職と

して讃えられることになるか，まさにその瀬戸際に彼ら裁判官を立たせなければなり

ません。そして何よりも我々が住むこの日本を，我々自身を，原発・核燃料施設の大

事故による滅亡から守らなくてはなりません。もう一刻の猶予も許されないのです。 

 

注：このレポートは，今回の大阪地裁判決に対する原子炉工学的な技術的側面（ある

いは地震・津波に関する知見）からの批判に主眼を置いたものではありません。安全

性の立証されていない原発を，裁判所がどのように物事を捻じ曲げ，安全性証明の本

来あるべき姿を歪めて再稼働を追認しているか，その判決の論理構成のおかしさや反

国民性を叩いたものです。大飯原発の原子炉工学的な側面から見た技術論的判決批判

は，いずれそれを論ずるにふさわしい人達によりなされることを期待しています。 

 

 ＜大飯原発３・４号機運転差止仮処分裁判判決＞ 

 この判決の要旨，及びその全文は，関西の市民団体「美浜の会」のＨＰに掲載され

ています。判決文本文はともかく，その要旨は，わずかＡ４で 2 ペーシの文章ですの

で，みなさまには，ぜひとも目を通してみていただきたいと思います。以下，これに

沿って私からいくつかの批判的コメントを申し上げます。（以下「である」調） 

 

＊大飯原発３・４号運転差止仮処分裁判 

 http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/ooisaiban_room.htm 

http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/ooisaiban_room.htm
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＊判決要旨（後添） 

 http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/hanketsuyoushi_20130416.pdf 

 

＊判決文 

 http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/hanketsu_20130416.pdf 

 

＊おおい原発止めよう裁判の会の声明（2013 年 4 月 16 日） 

 http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/seimei_20130316.htm 

 

＊美浜の会ＨＰ 

 http://www.jca.apc.org/mihama/mihama_frame.html 

 

 ＜決定理由骨子＞ 

１．大飯発電所 3 号機及び 4 号機(以下「本件発電所」という)は，合理性が認められ

る安全上の基準を満たしていることが疎明されている。 

２．債権者らが本件発電所について具体的危険性があると主張する事項は，いずれも

具体的危険性があると疎明されているとはいえない。 

 

 ＜大飯原発運転差止仮処分裁判判決を批判する＞ 

１．失敗が許されない原発・核燃料施設の安全性証明が「疎明」ですむわけがない 

 原発には失敗が許されない＝つまり，福島第１原発事故のような過酷事故などは二

度と引き起すことは許されない。言うまでもないことである。しかし，この「失敗が

許されない」原発に対して，大阪地裁の３人の裁判長は「安全上の基準を満たしてい

ることが疎明されていればいい」と言う。 

 

ところで，その「疎明」とはいかなるものか。国語辞典の広辞苑によれば，「疎明」

とは法律用語であって，「係争事実の存否につき，たぶん確かであろうとの推測に留ま

る程度の裁判官の心証，または，裁判官にこの程度の心証をいだかせるための当事者

側の行為」とある。つまり「まあ，そんなもんだろう」程度の大雑把でラフな説明，

くらいの意味である。何故，そんなもので原発の安全性が「立証」された，「説明が尽

くされた」と言えるのか。 

 

 何度でも申し上げるが，原発には失敗が許されない＝つまり過酷事故などは二度と

引き起すことは許されないのである。かようなことは「言うまでもないこと」である。

そもそも原発は，専門性が高くて一般市民には理解し難い特殊な技術や複雑な施設設

http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/hanketsuyoushi_20130416.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/hanketsu_20130416.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/seimei_20130316.htm
http://www.jca.apc.org/mihama/mihama_frame.html
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計の巨大な塊であるとともに，事業推進者の電力会社等がこれまで原発に関する情報

を独占し，かつその重要部分の多くを非公開（都合が悪い部分は隠蔽）にして，周辺

地域住民や国民に対しては，ロクすっぽ説明もしてこなかったのである。従って，絶

対に失敗をしない安全性を担保するためには，事業当事者である電力会社が，あらゆ

る疑問や問題指摘に対して完璧に，完全回答で対応しなければ，いったい誰がそれを

するのか。また，詳細かつ緻密な合理的説明に基づく完璧・完全な回答でなければ，

原発という巨大な危険性をはらむ施設がどうして安全と言えるのか。 

 

 それをこの裁判の裁判官達は，被告人＝原発事業者である電力会社を，通常の仮処

分裁判の被告人と同等に扱い，「合理性が認められる安全上の基準を満たしていること

が疎明されている」ことをもって「被告人＝関西電力はそれで良し」としているので

ある。しかし，判決がいくらそのようなことを言っても，それが大雑把な「疎明」で

あるのなら，安全性の証明としては不十分で多くの疑問が残り，従ってまた，原発の

安全性は証明・説明されたことにはならないではないか。そんな状態で，被告人＝関

西電力を勝訴させてどうするのか。 

 

 更に，この判決骨子には「合理性が認められる安全上の基準を満たしていること」

と書かれているのだから，単に「基準」に合致するだけでなく，その「基準」が「合

理的」でなければならないのだが，それが果たして「疎明」で可能となるのか。福島

第１原発事故は，これまでの原発の安全基準が合理的なように見えて，実はそうでは

なかったからこそ起きた事故である。ならば，その「基準」の「合理性」こそを裁判

で徹底して問わねばならないのに，それを「疎明」で済ませてしまうとは何事か。 

 この判決の根拠は，最初の段階から躓いている。 

 

２．被告関西電力の「安全性証明責任」を，原告市民の側の「危険性証明責任」に逆転

させるインチキ論理 

判決要旨には次のように書かれている。 

「債務者(電力会社等)側において，当該原子力発電所に適用される安全上の基準に合

理性があり，かつ当該発電所がこの基準を満たすことを主張疎明する必要があり，債

務者がその主張疎明を尽くさない場合には，当該原子力発電所の安全性が確保されず，

深刻な災害を引き起こす危険性があることが事実上推認されるというべきである。債

務者において，これらの点を主張疎明した場合には，債権者側において人格権が侵害

される具体的危険性があることを主張疎明しなければならない」 

 

また，判決本文には次のように書かれている。 

「一般的に，人格権を被保全権利として，他人の行為を仮に差止るよう求めることが
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できるのは，当該行為により当該人格権が現に侵害されているか，又は侵害される具

体的な危険性がある場合に限られるのであって，その主張立証(疎明)責任は，人格権

の侵害又はそのおそれがあるとして差止めを求める債権者が負うものと解される。そ

して，この理は，当該行為が原子力発協所の運転である場合にも別異に解すべき理由

はない」 

 

 裁判官達は何を馬鹿なことを言っているのだろうか。片や，原発が一般市民には手

に余る複雑・巨大な技術であるにもかかわらず，情報を独占，非公開・隠蔽する被告・

関西電力に対しては，その安全証明を「疎明」でよい，と寛容な（いい加減な）態度

を示し，返す刀で今度は原告市民に対して「お前達が（大飯原発が）危ないという理

由の説明責任を取れ」と迫るのである。原発という巨大で複雑な施設・設備の危険性

を，原告市民の側が具体的に立証しない限りは原発は「仮処分」では止められない，

それは一般の仮処分訴訟で用いられている司法上のルールだが，原発もまた，その例

外ではない，などと言うのだ。 

 

 これは明らかに原発（再）稼働の是非判断の際の「立証責任」「説明責任」の，事業

当事者＝電力会社から一般市民への転換である。言い換えれば，安全性の証明がきち

んとできていなければ原発は稼働できない，とするのではなくて，危険性の証明がで

きないのなら原発は止めることはできない，にすり替えるということである。安全な

場合に限り動かす，のではなく，危険が立証されなければ止めなくてもいい，という

ことである。 

 

原発という施設・設備の特殊性・特性を鑑みた場合，それを危険だと主張する一般

市民は，その危険性の根拠を，それこそ大雑把な妥当性や蓋然性を持って問題提起し

「疎明」すれば十分であり，それに対して事業当事者の電力会社の方は，完璧・完全

な形でこれに対して回答しなければならないのである。そこに疑義が入り込む余地が

あるようでは，原発は安全だなどとはとても言えないし，従ってまた，そのような安

全不証明の原発の（再）稼働は認められないというべきである。 

 

今回の裁判で，裁判官達の頭の中は，最初に被告＝関西電力を勝訴させることを決

めてから，その判決理由をこじつけるようなことしているため，その根拠が物事の実

態や道理から遊離して，まるで「逆立ち」したように「立証責任」が逆転してしまっ

たことに気がつかないのである。愚かな判決という他ない。 

 

 そして更に申し上げれば，およそ原発・原子力や被曝，あるいは産業活動に伴う一

般市民の被害と，その差止や損害賠償等を巡る裁判においては，往々にして，この立
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証責任が社会的弱者とでも言うべき被害者＝原告＝市民の側に転嫁され，その立証不

十分を理由に，訴えの棄却＝被害者の切捨てと，加害者＝被告側の免罪がまかり通る

ことがたびたびである。特に，放射線被曝による健康障害が近い将来発生してきた場

合には，その立証責任が被害者側に転嫁されるのは十分に予想されることであり，今

回の裁判判決のような理由づけを許していては，およそ原子力関連の事件は司法によ

っては永久に解決できないと宣言するに等しくなるのである。 

 

 立証責任の逆転＝説明責任の市民側への転換を許すな，は，原発裁判・放射線被曝

裁判においては「絶対に譲ることのできない」基本中の基本である。権力と金と情報

を独占する事業当事者や国に対してこそ，市民が提起する原発・核燃料施設の安全性

や，放射線被曝の危険性の是非が厳しく問われなければならない。この３人の裁判官

は，現代における社会問題裁判のイロハが理解できていないようだ。 

 

（1970 年代の初頭，富山県のイタイイタイ病を巡る「公害裁判」で当時の高裁判決は，

被害者・原告側はイタイイタイ病の原因がカドミウムであることの蓋然性を提示すれ

ばそれでよく，逆に，すべての情報を握る被告・企業側は，それに反論するのであれ

ば，カドミウムがイタイイタイ病の原因とは絶対になりえないことを厳密に証明する

必要があるとして，被害者・原告勝訴の判決を下した。それから 40 年，日本の多くの

腰抜け裁判官達は，原発裁判において，この「社会問題裁判のイロハ」を明らかに「歴

史的反動」として，市民敗訴へ向けて逆転させている。許し難い反国民的行為だ） 

 

３．福島第 1 原発事故前の「安全基準」なるものと，事故直後の若干の小手先対策やス

トレステスト等をクリアしていることを示せば，それで関西電力は「安全性に関する主

張疎明を尽くした」とする判決，しかし，その内容は，まさにスカスカの「疎明」であ

って，まともな裁判官なら，かようなものを追認することはない。 

 

判決要旨には次のように書かれている。 

「２．福島第一原子力発電所の事故発生後に経済産業大臣が各電力会社等に求めた緊急

安全対策，シビアアクシデントへの対応に関する措置及びストレステストの実施におい

て示された対策項目，評価項目並びに原子力発電所再起動に当たっての安全性判断に関

するいわゆる 4 大臣基準は，総体として，同事故までに存在した安全上の基準を一部代

替ないし補完する基準ということができ，その基準は安全性に関する基準として合理性

がある。また，本件発電所は同事故までに存在した安全上の基準のほか上記の基準を満

たしているということができるから，債務者は，安全性に関する主張疎明を尽くしたと

いうことができる」 
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 判決曰く「その基準は安全性に関する基準として合理性がある」。だが，福島第 1

原発事故を引き起こしたような原発（安全）規制に合理性などあろうはずがない。し

かし，仮に百歩譲って，その規制に一定の合理性があるとしても，原発・核燃料施設

に関する「安全基準」「規制基準」は，失敗が許されない施設であるが故に，ただ単に

「合理性がある」だけではだめなのだ。その合理性には絶対的な安全が求められ，い

かなることがあっても原発・核燃料施設の過酷事故は今後二度と起きない状態が確保

されていなければならない。言い換えれば，原発・核燃料施設に関する「安全基準」

「規制基準」は「必要・十分条件」でなければならないということだ。 

 

しかし，日本の原発・核燃料施設の基準は，「必要条件」の方はともかく，安全で

あることの「十分条件」はクリアしていない。日本の原発・核燃料施設は，安全確保

のための措置が全く不十分で，だからこそ，福島第１原発事故のようなことが起きて

いるのである。しかるに，今回判決のように，対策として打ち出されたいくつかの事

項に「合理性がある」というだけでは，原発の安全が確保されるわけもなく，従って

また，過酷事故は必ずと言っていいほど再発してしまうのである。だからこそ運転停

止の仮処分裁判を起こしているのに，その訴訟行為の意味を無に帰すような屁理屈で

退けてしまう判決は，まさに原発・核燃料施設の危険容認の不当判決に他ならない。 

 

 また，福島第１原発事故後，それまでの原発・核燃料施設の安全規制や安全管理の

ずさんな実態が明らかになったため，監督機関だった原子力安全委員会や原子力安全

保安院が廃止・解体され，それに代えて，大きな権限を併せ持った原子力「寄生」委

員会と，その事務局である原子力「寄生」庁が環境省の外局に創設されたことは既知

の通りである。その原子力「寄生」委員会が，過去の安全基準や監督管理の在り方を

否定して，今現在，２度にわたるパブコメを経ながら新「規制基準」の策定作業をし

ている最中に，裁判所がその頭越しに，原子力規制委員会の意見を詳細に聞くことも

なく，もちろん原子力推進に批判的な科学者・技術者の意見を聞くこともなく，事実

上「これで原発は安全だ」という「新基準・大阪地裁版」を事実上断定したのが今回

の判決である。そんなものが通用するはずもないことは，この判決文に少し目を通せ

ば，誰でも容易に理解できることである。原発・核燃料施設の安全性とその再稼働を

巡る行政権力による政治判断の，司法権力による政治的追認に他ならない 

 

 しかし，奇妙なことに，原子力「寄生」委員会からも，政権交代後の（自公政権）

政府からも，このおかしな判決の原発規制を巡る「頭越し」の非科学的断定について

コメントが出てこない。しゃにむに原子力を推進したがっている現政府・政権はとも

かく，政治から独立して原発・核燃料施設の安全を守るべき存在である原子力「寄生」

委員会でさえもが，この判決に対して沈黙している。明らかにおかしい。 
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 ここで，この愚か者の裁判官達が判決文で「合理性がある」とした「旧安全基準」

（同事故までに存在した安全上の基準）に「＋アルファ」された過去の安全規制（原

子力「寄生」委員会創設前）を列記してみよう。いずれも原発・核燃料施設の文字通

りの「安全性確保」からは程遠い，小手先対策，格好づけ対策，ないしは政治的対策

がほとんどである。こんなもので原発・核燃料施設が安全になるのなら，そもそも原

子力「寄生」委員会や「寄生」庁は不要だし，苦労もしない。馬鹿も休み休み言え，

寝言は寝て言え，の判決内容である。（判決本文Ｐ7～9 参照） 

 

（１）緊急安全対策の指示とその実施 

経済産業大臣は，平成 23 年 3 月 30 日，福島第一，福島第二原子力発電所以外の原

子力発電所の各電力会社等に対して次の 3 つの緊急安全対策に直ちに取り組み，その

実施状況を報告するよう求めた。具体的には，①電源車の配備により緊急時の電源を

確保すること，②消防車を配備し消火ホースによる給水経路を確保して原子炉や使用

済み燃料プールの冷却機能を確保すること，③これらの緊急時の対応の実施手順をし

っかり整備し訓練を行うこと，である（詳細は下記のサイトを参照） 

 

＊海江田経済産業大臣の閣議後大臣記者会見の概要（METI-経済産業省） 

 http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed110330j.html 

 

（２）シピアアクシデントへの対応に関する措寵 

経済産業大臣は，平成 23 年 6 月 7 日，万一，シビアアクシデント(炉心の重大な損

傷等)が発生した場合でも迅速に対応するための措置のうち，直ちに取り組むべき措置

を定めて福島第一原子力発電所以外の原子力発電所において実施するとともに，その

状況を報告するよう求めた。その内容は次のようなものである。 

①  中央制御室の作業環境の確保（電源車による電力供給） 

②  緊急時における発電所構内通信手段の確保（発電所構内の通信手段を確保） 

③  高線量対応防護服等の資機材の確保及び放射線管理のための体制の整備 

④  水素爆発防止対策 

⑤  がれき撤去用の重機の配備 

 

いずれも経済産業省が，福島第 1 原発事故後かなりの日数が経過してから電力各社

に指示するのではなく，事故以前に，あるいは事故直後に率先してやればよかったこ

とばかりである。しかし仮に，こんな対応ができたところで，原発・核燃料施設が安

全になりはしないのである。 

 

http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed110330j.html
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＊その他の原子力発電所での対応（METI-経済産業省） 

 http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/other.html 

 

（３）ストレステスト 

内関官房長官，経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣は，平成 23 年 7 月 11 日，欧

州諸国で導入されたストレステストを参考に，新たな手続・ルールに基づく安全評価

を実施することを明らかにした。安全評価は一次評価と二次評価に分かれ，一次評価

は，定期検査で停止中の原子力発電所についての運転再開の可否について判断するも

のとされた。 

 

しかし，ストレステストとは，そもそも原発・核燃料施設の「安全基準」となりう

るようなものではなく，机上のシミュレーションによる計算等で，各施設がどの程度

まで過酷な条件に耐えられるかを間接的・理屈的に示す「安全余裕度」の「リトマス

試験紙」の一種にすぎず，しかも，政府が打ち出したストレステストの仕組みについ

ては様々な欠陥が指摘され，「安全と言わせるための猿芝居」とまで酷評される事態と

なっていた。ストレステストとは，あくまで机上の計算評価であって，実際の原発・

核燃料施設そのものを実査し点検・検証するものではないことに十分留意しておく必

要がある。言い換えれば，福島第 1 原発事故の教訓は「蚊帳の外」ということだ。 

 

更に，こんなストレステストであっても，各電力会社が報告書を提出したのは「一

次評価」までであって，「二次評価」まで作業した原発・核燃料施設や電力会社は存在

しない。しかし，当時の原子力安全委員会は，ストレステストは二次評価まできちん

としなければ，安全性については確保されたとは言えない，としていたのである。何

故なら，一次評価が「設計基準上の許容値により余裕度を評価」するのに対し，「二次

評価」とは、「全原発を対象に炉心損傷後に放射性物質を閉じ込めることができるかど

うかを含めた総合的な評価」で、「ハードウェアのみならず、手順書、組織体制の整備

などソフト面について考慮」し、「運転の継続又は中止を判断する」ために発電所ごと

に実施されるもの，と言われているからである。原発・核燃料施設のような巨大な複

雑系施設の場合には，単に「一次評価」による部品や部分的な設計余裕，あるいは工

学的な耐性度が確認されるのみならず，「二次評価」により，施設全体として，ハード

のみならずソフト（運営）も含めた総合的な「安全性余裕」が問われるのである。 

  

そもそも，日本の原発・核燃料施設は，可能性として起こり得るほぼ全ての事態（ス

トレス）に対して「安全が確保できる」という建前で建設されており，それに対して

再び「机上シミュレーション」でチェックしてみたところで，同じように「安全確保

ができている」という結論になるのは目に見えている。福島第１原発という生々しい

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/other.html
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「失敗した原発」があるにもかかわらず，それをきちんと調べもせずに，事故前と同

じ枠組みや考え方を基本に「机上の空論テスト」を持ち出し，再稼働を目指したのが，

このストレステストだった。明らかに（再）稼働を前提に，理屈で「安全」が確保さ

れたように見せかける「芝居」のようなもの，それがストレステストだったのである。

かようなストレステスト（の「一次評価」だけ）をクリアしたからと言って，どうし

て原発・核燃料施設の安全性が確保できたなどと言えるのだろうか。 

 

（「ストレステスト」については下記サイトを参照） 

＊プラント技術者の会編「原発・危険な再稼働への道」：ストレステスト評価Ｑ＆Ａ」

（2012 年 3 月 20 日） 

http://park1.aeonnet.ne.jp/~foisj/stpamph.pdf#search='%E3%82%B9%E3%83%88%E3%

83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88+%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%

A1+%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1' 

 

＊関西電力 高浜原発のストレステスト一次評価と安全確保対策 

http://www.kepco.co.jp/pressre/2012/pdf/0113_1j_01.pdf#search='%E3%82%B9%E3%

83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88+%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%A9%

95%E4%BE%A1+%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1' 

 

＜ストレステストによる安全性評価の決定的不十分＞ 

 この不当判決は，関西電力による大飯原発の安全性の疎明が十分になされたという

ことの多くを，このストレステスト「一時評価」のクリアに依拠している様子がうか

がえるので，ここで若干，大飯原発に係るストレステストの不十分性を列記しておき

たい。何故に，かようなストレステスト・クリアを肯定して大飯原発の安全性を「充

分」などと強弁するのか，全く理解に苦しむところである。下記はあくまで事例の列

挙であり，下記で That”s all ではない。 

 

＜１＞ストレステスト「一時評価」で，大飯原発については，基準値震動（最大加速

度 700 ガル＝地震動の力の大きさ）の 1.8 倍の 1,260 ガルの最大地震を想定し，最大

津波の高さについては，当初設計想定 1.9ｍを＋9.5ｍする 11.4ｍとした。しかし，最

大地震・最大津波のいずれもが「最大」とは言い難い過小評価である。特に地震の方

は，新潟県中越地震（2004）や中越沖地震（2007）でも 2,000 ガルを超え，岩手宮城

内陸地震（2008）では 4,000 ガル前後の地震の揺れが記録されているのに，何故，地

震多発地帯とでも言うべき福井県若狭湾岸での最大地震がこんな程度とされるのか。

また，最大津波の 11.4ｍについても合理的な説明はなく，ただ，その程度の津波だっ

たら原発施設は何とか被害を受けなくてすむ，岸壁の高い所に位置しているという「事

http://park1.aeonnet.ne.jp/~foisj/stpamph.pdf#search='%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88+%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1+%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1
http://park1.aeonnet.ne.jp/~foisj/stpamph.pdf#search='%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88+%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1+%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1
http://park1.aeonnet.ne.jp/~foisj/stpamph.pdf#search='%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88+%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1+%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1
http://www.kepco.co.jp/pressre/2012/pdf/0113_1j_01.pdf#search='%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88+%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1+%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1
http://www.kepco.co.jp/pressre/2012/pdf/0113_1j_01.pdf#search='%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88+%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1+%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1
http://www.kepco.co.jp/pressre/2012/pdf/0113_1j_01.pdf#search='%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88+%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1+%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1


11 

 

情」から「自己都合」で打ち出した数字にすぎない。安全性は自己都合から逆算して

いては担保されるはずもない。 

 

＜２＞福島第１原発事故の際に，これがなければひどい事態に陥っていたとされてい

る「重要免震棟」が大飯原発には存在しない。近い将来，建設すると約束することで

ＯＫであるという。 

 

＜３＞大飯原発は加圧水型原子炉なので，ベント装置もなければ，もちろん放射能除

去のためのフィルターも存在しない。万が一炉心溶融となり，格納容器内で水素が大

量発生すれば，やがて水素爆発を起こし，今度は格納容器ごと吹き飛ぶことになりか

ねない。格納容器が大きいということだけではフィルター付きベントが不要である理

由にはなりえないどころか，格納容器が大きい分だけ爆発が巨大化する可能性もある。 

 

＜４＞従来から言われてきた蒸気発生器細管の脆弱性と劣化，冷却系配管の経年や中

性子照射による劣化，緊急時冷却系（ＥＣＣＳ）の機能不全，圧力容器の脆化と脆性

（ぜいせい）遷移温度の問題などが，福島第１原発事故の経験を踏まえての見直しを

経ていない。単に，理屈の上でどうこう，シミュレーションや解析結果がどうこう，

という「机上論」だけでなく，実際の原発施設がどうなっているのか，綿密な現場検

証を経なければ，こうした老朽化や各種施設劣化・脆化の危険性は検証できない。特

に関西電力の場合は，2004 年 8 月に美浜原発で定期点検不十分が原因の劣化配管破断

事故を引き起こし，死者まで出した「前科」があり，多くの老朽化原発・経年化原発

を抱える関西電力に対しては，一層厳しい「劣化・脆化」検証が必要だ。 

 

＜５＞福島第１原発事故の教訓の一つに，空気圧を使う制御系の配管が地震の揺れに

耐えられたのかという問題がある。既に「ＮＨＫスペシャル」でも取り上げられたこ

の問題は，ストレステストはもちろん，その後においても事実上，無視されている。

制御系配管が地震の揺れで破損すれば，空気圧が下がり，当然，原発機器類は制御不

能となる（例えば，ベントのための弁や栓が動かない）。 

 

＜６＞判決は、ストレステストの結論を真に受けて「高台に配備した消防ポンプを用

いて海水を復水ピットや使用済燃料ピットに移送し，原子炉と使用済燃料ピットの冷

却が維持できること」（Ｐ41）などと書いている。地震や津波が来ても，冷却用の復水

器や使用済み核燃料プールは大丈夫と言いたいのだろうが，高台設置の消防ポンプ頼

りでそんなことが確保されるはずもない。津波は大量の土砂を伴って，それを原発に

何度も何度も投げつけるようにして襲ってくることを忘れているし，使用済み核燃料

プールとその中の使用済みを含む核燃料が，地震の揺れに持ちこたえられるかどうか
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も確たることは言えない。 

 

＜７＞その他 

 制御棒挿入の時間限度問題（後述），水蒸気爆発の防止，可燃性ケーブル被服の交換，

過酷事故時の地域防災計画の実効性などの問題がある（詳述は省略）。しかし，このス

トレステスト「一時評価」の最も大きな問題の一つは，当時の原子力安全委員会でさ

えもが，この「一次評価」だけでは原発の安全性は確保できていない，と言い続けた

ことで，この大飯原発「一次評価」についても「一つの重要なステップとして確認し

た」に留まっており「大飯原発の安全性を確認するものではなかった」としているこ

とである。このことは裁判所も事実として認め判決文に書いている（P42）。 

 

 にもかかわらず，何故，大阪地裁のこの 3 人の裁判官は，このストレステスト「一

次評価」を原発の安全性証明の柱として次のような評価を下すのだろうか。 

「（原子力安全委員会は）概ね一次評価に対しては肯定的な評価を示しつつ，二次評価

に向けて留意すべき点について意見を示すというものであった」 

 

 うそをつけ！ である。ストレステスト「一次評価」で原発の安全が確認できたと

嘘八百を言って大飯原発を再稼働した当時の民主党野田佳彦政権の「政治決定」を，

まさに「嘘八百」判決で追認・追従した歴史的な「極悪」判断だったと言えるだろう。 

 

（４）原子力発電所の再起動にあたっての安全性に関する判断基準(4 大臣基準〉 

内閣総理大臣，内関官房長官，経済産業大臣及び内閣府特命担当大草（４大臣）は，

平成 24 年 4 月 6 日，原子力発電所再起動の判断のため，現行法令上の規制要求を超え

る安全性の確保を原子力事業者に対して求め，そのための判断基準を提示した。 

 

詳述は避けるが，これらは大飯原発を政治的に再稼働させるために策定された官僚

作文の典型のようなもので，もっともらしいことが羅列されている割には，その実効

性が乏しい不十分なものだった。福島第 1 原発事故の原因を徹底して追及するという

姿勢に欠け，事故原発の実態を棚上げにしたまま，原子力ムラ旧来型の観念的な安全

論で規制を構成している点もストレステストと同性質である。というよりも，ストレ

ステストを支柱にして，それまでの小手先対策を集大成したと言うべきか。 

 

そして何よりも問題なのは，これらの基準のうちの重要なもののいくつかが，実施

に多大の手間暇コストがかかるため，電力会社に「やりますよ」と約束宣言をさせれ

ば，さしあたりはそれでよいとされたことである。原子力「寄生」委員会がこのほど

「新規制基準」で，基準の「5 年間猶予」を打ち出しているが，それと全く同じよう
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なことがこの時にも行われた。 

 

つまり，こういう規制があって，それが達成されていればいいね，などと言いなが

ら，福島第 1 原発事故の悲惨な結果をよそに，それはそのうちにやりましょう，とい

うことにして，政治的に再稼働を強行したのがこの「４大臣基準」だった。原発・核

燃料施設の安全規制で，「科学技術的安全性の確保」が棚上げにされたまま政治によっ

て稼働を決めるという，絶対にしてはならないことが，こともあろうに福島第１原発

事故のわずか１年後に行われたのである。 

 

しかし，今回の大飯原発運転差止仮処分裁判では，信じがたいことに，この常識逸

脱の政治基準である「４大臣基準」を「安全基準」の一つとして位置づけ，かつ，そ

れが順守されたと解釈しているのだから，こんな判決理由を書いた裁判官の認識と良

識が疑われても致し方ないのである。 

 

＊原子力発電所の再起動にあたっての安全性に関する判断基準（骨子）（METI-経済産業省） 

 http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/120405_02.html 

 

＊原子力発電所の再起動にあたっての安全性に関する判断基準 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/pdf/120406-11.pdf#search='%E5%8

E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E3%81%AE%E5%86%8D%E8%B5%B7

%E5%8B%95%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%

85%A8%E6%80%A7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%A4%E6%96%AD%E5%9F%B

A%E6%BA%96%284%E5%A4%A7%E8%87%A3%E5%9F%BA%E6%BA%96' 

 

 ＜４大臣基準が切り捨てた福島第１原発の地震の揺れによる破損の可能性＞ 

 判決文（P43）は，何故か国会事故調報告書には見向きもせず，政府事故調（その事

務局が霞が関の官僚達であったため，調査過程で多くのことが「却下」（オミット）さ

れ，問題の多い事故報告書と言われている）だけをことさらに取り上げ，それを根拠

に４大臣の「基本的な理解」を「地震の影響については，安全上重要な設備，機器が，

安全機能安保持できる状態にあったと推定される」と紹介しこれを単純追認している。 

 

何をかいわんやである。この３人の裁判官達が，およそ原発の安全性を政治的圧力

を排してきちんと考えようとしていない姿勢がこういうところに露骨に現れている。

改めてこの３人の裁判官に申し上げておこう。福島第1原発の事故調査報告書は，政府

事故調の他に国会事故調もあり，両者の見解が違うのならば，その検証を福島第1原発

の現場に立脚して徹底して行うまでは，確たることは言えないはずである。早とちり，

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/120405_02.html
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/pdf/120406-11.pdf#search='%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E3%81%AE%E5%86%8D%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%A4%E6%96%AD%E5%9F%BA%E6%BA%96%284%E5%A4%A7%E8%87%A3%E5%9F%BA%E6%BA%96
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/pdf/120406-11.pdf#search='%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E3%81%AE%E5%86%8D%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%A4%E6%96%AD%E5%9F%BA%E6%BA%96%284%E5%A4%A7%E8%87%A3%E5%9F%BA%E6%BA%96
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/pdf/120406-11.pdf#search='%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E3%81%AE%E5%86%8D%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%A4%E6%96%AD%E5%9F%BA%E6%BA%96%284%E5%A4%A7%E8%87%A3%E5%9F%BA%E6%BA%96
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/pdf/120406-11.pdf#search='%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E3%81%AE%E5%86%8D%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%A4%E6%96%AD%E5%9F%BA%E6%BA%96%284%E5%A4%A7%E8%87%A3%E5%9F%BA%E6%BA%96
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/pdf/120406-11.pdf#search='%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E3%81%AE%E5%86%8D%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%A4%E6%96%AD%E5%9F%BA%E6%BA%96%284%E5%A4%A7%E8%87%A3%E5%9F%BA%E6%BA%96
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あるいは，政治的思惑からの偏向判断はおやめなさい。 

 

（５）4 大臣会合と再起動 

 政府は 4 大臣会合を経て，平成 24 年 6 月 16 日に関西電力大飯原発 3，4 号機の再稼

働を決定した。 

 

判決文は次のように言う。 

「そして，これらの対策項目，評価項目は，福島第一原子力発電所の事故原因の解明

と教訓を踏まえて，その日寺点において事業者に対して求められた安全の基準として，

現在の科学技術水準に照らして相当な根拠と合理性を有しているものということがで

きる」（Ｐ46） 

  

まさに「ご冗談でしょう」である。判決文が安全の根拠として挙げた事項のいずれ

をとっても，原発・核燃料施設の安全基準や対策としてはスカスカの内容の，まこと

にお粗末・小手先対応の対策であり，また，再稼働を前提にした政治対応であった。

原発・核燃料施設の再稼働を優先し，安全性など稼働のためには少々ずさんでも構わ

ない，先送りでもいい，そういう対策・対応である。「4 大臣基準は，実態調査に基づ

くものでない上に，従来の耐震設計審査指針等を緩和する内容で不当である」（原告市

民側の主張：Ｐ46）の通りなのである。 

 

今回の裁判所の判決は，こうした安全軽視を司法権力で追認し，かつ，こうした原

子力ムラ集団の出鱈目行為を今後も「もっとやりなさい」と奨励することになる極悪

きわまる判決だった。だからこの判決を下した裁判官達 3 人は許されないである。 

 

４．原告市民が指摘・提起した最低限３つの「安全確保」上の出鱈目の問題点をことご

とく蹴散らす不当判決 

（１）３連動地震の発生時における制御棒挿入のための所要時間限度２．２秒をオー

バーしてしまう問題 

  

判決文の中で原告市民のこの点に関する主張は次のようにまとめられている（判決

文Ｐ21）。「債務者（関西電力）は，時刻歴解析法やスベクトルモーダル解析法などの

詳細な解析結果を主張するが，いずれも，３連動の地震が発生することを検討する必

要が生じ，制御棒挿入時間が 2.2 秒を超えることが明らかになって初めて主張し始め

た解析結果であり，その目的は挿入時間を評価基準値内とするところにあり信用でき

ない。また，これらの解折方法では，制御棒落下持の地震で発生する抵抗力の設定方

法に不確定性があって，抵抗力を弱めれば挿入時間を短くすることは可能であり，こ
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れらの制御棒挿入時間の評価値は，地震動の認定の仕方やモデル計算の方式によって

異なるものである。債務者（関西電力）の主張は，地震動が大きくなるにつれて制御

棒が早く挿入される結果となっており，奇妙と言うほかない」 

  

 要するに「後出しジャンケン」で，しかも，条件設定次第で制御棒挿入の所要時間

は何とでも細工できるようなモデルを使って計算しているということである。ついこ

の間まで，これこれこういう次第で，制御棒の緊急挿入についても安全性が確保され

ております，と説明してきたその説明が，２連動地震しか考慮しておらず，それでも

かなりスレスレの状態だったのが，３連動地震まで考慮した途端に一気に規制されて

いた時間制限をオーバーしてしまった，だから都合が悪くなって悪あがきをし，３連

動でもＯＫとなるような解析屁理屈を探してきて，それで基準をクリア―させました，

ということだ。 

 

このやり方は，ここ 20 年間くらい，政府や原子力安全委員会・原子力安全保安院

などが繰り返してきた「屁理屈による安全強化」そのものである（その内実は「現状

追認・合理化」）。机上の理屈は転換されるが，実際の原発施設は何も変わらない。危

険のまま，その危険を除去せよと抗議する市民から，原子力ムラの屁理屈が原発の安

全ではなく「安泰」を守る，という仕組みである。 

 

注：原子力推進の「後出しジャンケン」は，たとえば放射線被曝限度基準の 20 ミリシ

ーベルト（／年）でもみられたイカサマである。原発大事故前は１ｍＳｖ，大事故で

環境が取り返しがつかないくらい汚染したら 20ｍＳｖ，まさにご都合主義以外の何物

でもない。法治国家としての「品格」が吹き飛んでいる。 

 

ちなみに，この解析法は何ら正規の手続きでオーソライズされたものではなく，こ

の制御棒挿入所要時間問題で行き詰った原子力ムラ集団の関西電力と原子力安全保安

院の担当者通しが，電話で「これこれでどうでしょう？」「まあ，そんなもんでいいん

じゃないですか」と，相槌を打って決めたと伝えられている。まさに規制する側とさ

れる側がツーカーの中で，何の緊張感もないままに，危険な状態が「大丈夫」と捻じ

曲げられ，それが形式的な手続きで追認されていく，そういう「今まで歩んでいた道」

を今回も繰り返したということだろう。 

 

 これに対して，裁判所判決はどう言うか（判決理由要旨）。 

「（制御棒挿入時間について）本件発電所において，制御棒挿入時間につき許容値を

2.2 秒とする定めはなく， 2.2 秒は安全解析評価上の観点から設定された時間であり，

安全性に対しては一応の評価の目安となる時間にすぎず，これを超えたとしても直ち 



16 

 

に具体的危険性が肯定されるものではない。 

また，３連動の地震が生じたとしても，制御棒挿入時間が 2.2 秒を超えると認める

には足りない。仮に制綿棒挿入時間が 2.39 秒であるとしても，具体的危険性があると

認めるには足りない」 

 

 また，判決文Ｐ49 には次のように書かれている。 

「平成 17 年 5 号内規及び耐震設計技術指針によると，地震により燃料集合体の相対変

位値が制御棒挿入性に影響を与えないと実証されている範囲を超える場合には， 「安

全解析評価上の観点から設定された制御棒挿入時間」を一応の評価の目安として，制

御棒の機能維持が判断されるが，仮にその目安を超えたとしても，過渡解析等（その

まま：田中）により燃料要素の冷却に関する安全性等が確認されれば，制御棒の地震

時動的機能は維持されたものと判定されるというのであり・・・・・・・」 

 

 2.2 秒は単なる「目安」だ，「直ちに・・・・・ない」，こんな説明はもう「ミミタ

コ」だ。３．１１以降，さんざん聞かされて，耳のあたりがタコだらけになっている。

「目安」だというのなら，制御棒挿入時間については「規制」はないことになり，そ

んな旧基準が適正な「安全基準」と言えるのか。「直ちに危険」ではなくても，いずれ

危険なら，原発・核燃料施設の場合は同じことだ。 

 

 後者の判決文に至っては，制御棒の挿入時間の制限値は，地震の時には適用になら

ず，仮に制限値を超える場合でも，「解析」をして燃料の冷却に関する安全が確認され

ればそれでいい，にＯＫを出すものである。地震の時こそ，制御棒がしっかりと瞬時

に入るかどうかが致命的に重要であるにもかかわらず，それは机上の計算でＯＫなら

それでいい，などという。こんなものを裁判所が認めていてどうするのか。 

 

裁判所は，他方で旧安全基準も原発・核燃料施設の安全性を一部担保している＝合

理性があるなどと言うが，緊急時の制御棒挿入の所要時間は，どれほど長くてもかま

わない，地震の時には規制基準の対象外とする，とされているような基準が「合理的」

なのか。裁判官に世に言う「常識」があるのなら，この 2.2 秒こそが，事実上の制御

棒規制として機能し，これを軸に原子炉が設計されていたことを認め，事実上の基準

として位置づけた上で，それを超える事態は認められないとするだろう。まして，地

震の時は例外・対象外だ，などとするのは論外である。この 3 人の裁判官は何をトチ

狂っているのだろうか。 

  

また，「３連動の地震が生じたとしても，制御棒挿入時間が 2.2 秒を超えると認め

るには足りない。仮に制綿棒挿入時間が 2.39 秒であるとしても，具体的危険性がある
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と認めるには足りない」に至っては論外だろう。「（制御棒挿入に）2.2 秒を超えると

認める」か否かが問題ではなく，どんなことがあっても 2.2 秒以内で挿入できるのか

否かが問題なのであるし，2.39 秒には危険性がない，と強弁するのなら，それを裁判

官が「実証」せよ，ということだ（判決文では「解析」に依拠している ⇒ ×××）。

いずれも原発管理の現場実態を無視した乱暴な形式論で，いかなることがあっても制

御棒が挿入できない事態は避けなければならない原子炉の安全基準を，裁判所自らが

現場に先行して緩めるようなことをする，まことに理不尽極まる判決文である。 

 

 こういうことを裁判所がまかり通せば，今後電力事業者は，原発・核燃料施設の安

全性をいい加減に対処して適当に説明し，それが行き詰れば別の理屈を持ち出してそ

れを糊塗し，原発・核燃料施設の実態を変えないまま，規制基準の理屈や形式だけを

クリアさせていくという，まことに嘆かわしくも危なっかしい行動パターンをとるよ

うになるだろう。あるいは，法文上に「これは規制だから必ず守れ」と明記されてい

ない限りは守らなくてもいい・無視軽視してもいい，という安全軽視のカルチャーが

蔓延するだろう。失敗の許されない原発で，こうした行動パターンをはびこらせるこ

とは，日本という国が破滅の危機に陥ることを意味する。裁判所がそうした愚かな行

為を促進するような判決を出していて本当にいいのか。 

 

＊大飯３・４号仮処分裁判の争点（主に制御棒挿入性）（2013.03.30 美浜の会） 

 http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/souten_20130330.pdf 

（制御棒挿入時間問題については上記サイトを参照して下さい） 

 

（２）Ｆ－６破砕帯を，何と「地滑り」と断定 

 判決要旨曰く「台場浜トレンチ内の地層のずれは地滑りによる可能性が高く，現在

までに提出された証拠関係の下においては，断層運動によるものと認めるには足りな

い。その他Ｆ－６破砕帯が活断層であることを認めるに足りる事情は見当たらない」 

  

何をかいわんやである。報道等でも明らかなように，大飯原発敷地の断層は活断層

の疑いがあり，調査チームのうちの多数はその疑いを強めていたが，岡田篤正という

立命館大学の教授だけが「地滑り」説を持ち出して，議論を混乱させていた（のち産

総研の重松主任研究員がこれに追従）。現段階では調査チームは結論を出しておらず，

どちらとも言えない，というのが正しい解釈である。それを地質学も変動地形学も理

解できていない裁判官 3 人が，少数意見にすぎない「地滑り」説を調査チームの頭越

しに認定していてどうするのか。Ｆ－６破砕帯と，その北側に発見された地層のずれ

についても，その連続性の可能性（連続していれば活断層）を全く無視して，裁判所

はＦ－６破砕帯を「活断層ではない」と断定してしまっている。 

http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/souten_20130330.pdf
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 「Ｆ－６破砕帯は活断層と認めるに足りる事情は見当たらない」などとしているが，

何度言えばこの馬鹿もの裁判官は理解できるのか。原発・核燃料施設の安全性を評価

する場合は，危険性を原告市民が立証するのではなく，安全性を被告電力会社が立証

しなければならないのだ。言い換えれば，「はっきりと危険かどうか＝活断層なのか」

が問題なのではなく，「いかなることがあっても安全なのか＝絶対に活断層ではないと

言い切れるのか」が問題なのである。つまり，「Ｆ－６破砕帯は活断層と認めるに足り

る事情は見当たらない」としても，Ｆ－６破砕帯が絶対に活断層ではないという証拠

がない限りは安全性は立証できず，従ってまた，運転はしてはならない＝差止られな

ければならないのだ。 

 

 しかも，Ｆ－６断層は，活断層の根拠がないどころか，活断層である状況証拠がい

ろいろと発見され指摘されている。それを「地滑り」説で説明しようとしても無理が

ある，というのが，多くの地質学者や変動地形学者の見方ではないか。それを裁判所

が早々に「活断層ではない」と断定していてどうするのか。原発の安全審査の基本を

破壊するつもりなのか。 

 

（３）津波の危険性はない，と強弁 

 判決要旨曰く「債権者らが大規模な津波の根拠として引用する古文書等の記載は，

債務者（関西電力）による文献調査と開き取り調査の結果に照らすと信用性が低いし，

債務者が行った津波堆積物調査の結果からは大津波の痕跡は見られないから，本件発

電所のクリフエッジ(安全限界)である 11.4 メートルを超える大津波が襲来する可能

性を認めるには足りない」 

  

これも上記（２）と同じようなことだ。そもそも最大津波をどのように決めるのか，

ということ自体が悩ましく困難な話である。それをこの判決のように，電力会社がい

い加減に決めた 11.4 メートルが，あたかも合理的であるかのように言うことは，ただ

単純に関西電力＝つまりは電力業界や原子力業界の追従者と言われても致し方ないで

あろう。 

  

たとえば，同じ日本海側で，歴史上記録に残る最大津波とはいかほどなのか，また

裁判官が「信用できない」と切って捨てた古文書でも，そうした記載が残っているこ

とを重く見て，その記載を仮の最大津波とみておく判断も不適切とは言えないだろう。

いずれにせよ，わずか 11.4 メートル程度の高さの津波対策でよい，としていることの

根拠を，もっと徹底的に問わなければ，原発・核燃料施設の津波からの安全性は担保

できない。 
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５．判決は原発・核燃料施設再稼働の政治圧力に屈した原子力ムラ＝電力業界追従の

責任放棄の愚行である。 

 以上に見たように，原告市民による今回の大飯原発運転差止の仮処分請求に対して

下された大阪地裁の判決は，歴史的にまれにみる不当判決であるとともに，その裁判

官達の原発・核燃料施設を巡る運転差止裁判における是非判断の基本的な考え方もま

た，福島第１原発以前のものと変わらないままであることを示したと言える。 

 

また，そのことは，司法が持つ重要な使命や責任を放棄し，実業界や行政側の方針

や意向に追従し，更には，司法が持つ適正化機能・チェック機能をも放棄する，裁判

所・裁判官として許し難い不公正行為であったと言えるだろう。我々は，今後も原告

市民を支持・支援し，提訴を高裁へ移して引続き大飯原発差止を勝ち取る闘いを続け

なければならない。その際，今回の判決を下した３人の裁判官達の名前もはっきりと

記憶し，今後事あるごとに，この判決とこの３人の裁判官を徹底批判することで，彼

らを著名人にしてやろうではないか。日本を滅亡の危機に陥れた腰抜けの自己保身専

念判事として，世界的に有名にして差し上げよう。 

 小野憲一，森鍵一，横地由美，これがこれから悪名をとどろかすことになる３名の

裁判官の名前である。 

 

６．原発・核燃料施設の実態は福島第１原発事故を経ても，ほとんど何も変わってい

ない。 

 他方で，日本に 54 基＋アルファ（核燃施設等）の数だけ存在する原発・核燃料施設

は，福島第 1 原発事故を経ても，実際のところはほとんど何の改善・改良も安全手当

もされず，何らの実質的変化もない。二度と過酷事故に陥らないための徹底した設備

安全対策が打たれたわけでもなく，老朽化して経年劣化を起こし危険になってきてい

る原子炉が廃炉となったわけでもない。危険な使用済み核燃料も水のプールに沈ませ

たままだ。原発・核燃料施設の現場や実態は何も変わっていないのだ。 

 

 前政権の民主党政権が福島第 1 原発事故後にやったことは。やたら会議や検討会・

委員会を増やし，ああでもない，こうでもない，の小田原評定を繰り返しただけで，

その覚悟の決まらない無能な政権の政治判断で，その「評定」の結果もうやむやにさ

れてしまった。その後の自民党政権も似たようなもので，旧態依然として原子力「寄

生」庁や原子力ムラ御用学者に頼り切っている。原発・核燃料施設の「安全」とは，

再稼働のための「リップサービス」の域を超えていない。 

 

 何十年も前から言われ続けてきている原発・核燃料施設の具体的な危険性は，相変
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わらず無視され，放置されたままだ（例：制御棒挿入できない，蒸気発生器破損，復

水器機能せず，ＥＣＣＳ機能せず，定期点検形骸化他）。非常事態に対する日常的な訓

練もおざなりで，大地震や大津波がひとたび原発・核燃料施設を襲えば，再び福島第

1 原発事故の時のような大惨事を招くことは必至である。もちろん周辺地域住民の避

難や被曝回避も再び放置され，道路大渋滞の中で身動きが取れなくなる可能性が高い 

 

 頻繁に会議をやり，書類をたくさん書いたところで，それで原発・核燃料施設の危

険性が下がる・安全性が増すなどということはありえない。もちろん机上の解析やシ

ミュレーションを繰り返しても，原発・核燃料施設の安全性などは確保もできなけれ

ば証明もできない。日本列島が地殻変動期に入って原発・核燃料施設の危険性が従来

以上に増す中，日本の原子力行政は，危険極まりない原発の安全確保に関する「不作

為」を，福島第 1 原発事故後の今においてもなお，続けているのである。それを司法・

裁判所・裁判官が追認をして合理化することは，許されない「犯罪行為」であり，国

民に対する重大な「背信行為」であることを強調しておきたい。 

 

 ＜最後に＞ 

 巨大な企業や組織と一般市民とが「対等の関係」に「擬制」される現代法の仕組み

を抜本的に転換しなければなりません。加えて，ものごとを進める側が，その進める

ことについて，安全であり，外部不経済をもたらさず，何人にも迷惑をかけないこと，

かけていないこと（例えば放射能汚染や環境破壊がないこと）を立証しない限りは相

応の責任が伴うという，ごく当たり前のことも「現代法の一般原則」として定着させ

なければならないでしょう。 

 

 加えて原子力の場合には，絶対に失敗が許されない技術であることを明確化し，従

ってまた，上記の「安全性や外部不経済不存在」等の証明は徹底して厳格でなければ

なりません。今回の大阪地裁判決のような「被告は疎明すれば足りる」などといった，

たるんだ判決姿勢では，やがて原発・核燃料施設の大事故とともに日本国民は滅亡す

る羽目に陥ることになりかねません。 

 

 更に，（原子力に限りませんが＊）不十分・不適切な維持管理により不祥事や事故を

引き起こした場合には，民事（損害賠償）・刑事（刑罰）・行政（処分）の 3 つのレベ

ルで厳しいペナルティが課せられる必要がありますし，仮に無過失であったとしても，

加害者としての責任は徹底して問われなければなりません。特に原子力の場合には，

その影響度の大きさや深さを鑑みれば，加害者企業やそれを監督する政府，及びその

要人に対しては，厳しい結果責任が課されなければならないのです。原子力ムラのよ

うな集団に対しては，およそ痛い罰則なくして法の実効性が担保できるわけがありま
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せん。しかし，日本の現在の法律は，権力や金を持つものに対して罰則がかからない

ように巧みに仕組まれている，とんでもない「インチキ」体系です。そして，それを

もう一つのインチキ組織体系である司法＝裁判所システムが支えています。 

 

（＊原子力以外では，例えば，脱税問題について，新刊『タクス・ヘイブン』（岩波新

書）をご覧ください。また，食品表示偽装や偽装請負（労働）や政治家への迂回献金

の横行なども，罰則の甘さなどから来る法秩序崩壊の事例です） 

 

 原子力や原発・核燃料施設については，私が常々申し上げているように，安全を証

明するのは原発を進める側の義務であり，それも「絶対的な安全」を厳格に証明する

必要があるのです。立証責任・説明責任を原告＝一般市民に転換するゴマカシも許さ

れません。もしそれができないのなら，つまり，いつかは過酷事故を起こすであろう

というのなら，原子力や原発・核燃料施設の運転は認めてはならないのです。決して

市民・住民の側が，原発・核燃料施設の「危険性を立証」しない限りは，その稼働を

止められないということではありません。 

 

 それから，地裁といえども，その裁判官が，今回のような「自己保身専念判決」し

か出せないのなら，裁判官の人事制度や裁判所組織も抜本的に考え直す必要があるよ

うに思えます。裁判官が行政や産業界などから独立して，適正な判断・判決が下せる

ような仕組みや制度をしっかりと考え抜かなければなりません（例えば，裁判官はす

べて弁護士から期間限定任期で選出（公選）する，裁判官候補者は自身の司法履歴を

すべて公開する，最高裁判事の国民審判の実効性確保，裁判官リコール制度創設，陪

審員制度を行政法裁判に入れる，国会の裁判官弾劾制度の実効性アップ，検察と裁判

所の人事交流などは「もってのほか」，その他）。 

 

 こうしたことは，言い換えれば，司法や裁判というものを，これまで通り国民支配

統治の手段に貶め続けるのではなく，国民の権利の確保や民主主義の確立，あるいは

社会的公正実現の「もう一つの手段」として，もっと積極的に位置づけることに他な

りません。しかし残念ながら，とにもかくにも日本の司法は，現状では検察・法務省

も含め「最低の役所」だと思います。まさに「くたばれ司法！」でしょう。コペルニ

クス的大改革がどうしても必要な，日本で最も遅れた前近代的な組織だと思います。 

以 上 


