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⑴ 原発は地震の際に止めても、その後、電気で水を送り続け冷
やし続けないと過酷事故になる（原発の内在的危険）（訴状１８
頁右欄、３０頁左欄）。

⑵ 外部電源は耐震性がなく、非常用電源は1階又は地下にあるた
め敷地（10ｍ）の高さを超える津波があれば致命的。

⑶ 2002年に福島県沖を含む海域で津波を伴うＭ8.2程度の地震が
起きる確率が30年内に20％とする予測（長期予測）が出た

⑷ 予測津波15ｍが到来すると必ず非常用電源が断たれることに
なるが、東電の取締役は津波対策をとらず、東電に津波防止策を
命じることができる経済産業大臣も津波対策を命じなかった 2

福島原発事故の基本的な事実関係



図１ 原発の仕組み

安全三原則とは何か

格納容器
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安全三原則
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⑴ 外部電源が震度6の地震によって断たれ、非常用

電源が15ｍの津波で断たれ、原子炉を冷やせなくなり、
１～３号機がメルトダウン、４号機の核燃料プールが
危機的状況

⑵ 未だに４万8000人が帰還できず、震災関連死は
3739人（訴状63頁）

⑶ 吉田所長：東日本壊滅、チェルノブイリの10倍
近藤委員長：東京を含む250キロ圏内が避難区域

※４号機の奇跡（訴状64～65頁）

福島原発事故の発⽣と被害
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図 ４号機の奇跡
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図３ 避難区域は２５０キロ
原発事故の被害の⼤きさは

（福島第１原発事故 「最悪のシナリオ」）
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6⽉１７⽇最⾼裁国家賠償判決

多数意⾒：国家賠償を否定：「当時は基本的に堤防建設
しか技術がなく、堤防が築かれていても、事故が起きな
かったとは認められない」→理念も法解釈もなし

三浦裁判官の少数意⾒：「生存を基礎とする人格権は，
憲法が保障する最も重要な価値であり，これに対し重大な

被害を広く及ぼし得る事業活動を行う者が，極めて高度の
安全性を確保する義務を負うとともに，国がその義務の適
切な履行を確保するため必要な規制を行うことは当然であ
る。」→水密化が可能だった
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7⽉１3⽇株主代表訴訟東京地裁判決

原発事故は地域社会だけでなく、我が国の崩壊につながり
かねないものであり、取締役の責任は重い。

長期予測は信頼に値するもので、津波対策をとらなかっ
たことは極めて不合理である。原子力事業者として求めら
れている安全意識や責任感が根本的に欠如していた。
当時、存在した水密化の技術の実施によって、福島原発

事故は防ぐことができた。

→１３兆円余を東京電力に支払うように旧経営陣に命じた

特徴 約1か月前の最高裁判決に反するもの
原発の本質に対する理解と法解釈がある 9



p 最⾼裁判決と東京地裁判決に⾒られる裁判官像
裁判官に求められる能⼒
① 優れた判決を書く能⼒
正しい理念と正当な法解釈に基づく裁判←→理念なき裁判

② 合議体において⾃分の意⾒を修正していく能⼒

なぜこのような能⼒差がついたのか
国⺠に軸⾜を置くか、政府の側に軸⾜を置くか

歴代の総理の⾔
⺠主主義と「法の⽀配」という基本的価値を共有する・・・・
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法の⽀配とは何か



p 法の⽀配とは何か
法治主義︓⾏政は法に従ってなされるべき→国会の優越
法の⽀配︓⾏政や法が憲法秩序に適合しているか裁判所が審査→裁判所の優越

三浦裁判官︓「生存を基礎とする人格権は、憲法が保障する最も重要な価
値であり、これに対し重大な被害を広く及ぼし得る事業活動を行う者が、
極めて高度の安全性を確保する義務を負うとともに、国がその義務の適切
な履行を確保するため必要な規制を行うことは当然である。」

⼤飯原発差し⽌め判決︓「⽣存を基礎とする⼈格権は、公法私法を問わず、すべて
の法分野において最⾼の価値を有する」

⼈格権が最⾼の価値を持つという憲法が定める法秩序を裁判所の⼿で守りなさいと
いう裁判官に対する命令が法の⽀配

11⺠主主義国家における裁判官の役割と資格



p 再処理⼯場をとめるべき当たり前すぎる理由
① 再処理⼯場の過酷事故は極めて甚⼤な被害をもたらす。（訴状７⾴）
② それ故に再処理⼯場には⾼度の安全性（事故発⽣確率が低いこと）が
求められる。
→①②は確⽴された判例法理

③ 地震⼤国⽇本において再処理⼯場に⾼度の安全性が求められるということは
再処理⼯場に⾼い耐震性が求められるということにほかならない。

④ しかし、再処理⼯場の耐震性は低く、それを正当化できる 科学的根拠もない。
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再処理⼯場の運転は許されない



p 基準地震動とは何か、耐震性との関係（訴状21⾴）

原発等の耐震設計基準、想定される最⼤の地震動
→これに合わせて原発の建造及び耐震補強⼯事がなされる
→⾼い信頼性が求められる
⑴ 基準地震動を超える地震動は到来しない
⑵ 基準地震動未満の地震動では破損、故障しない
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⑴⑵ともに信頼性がない。
再処理⼯場の運転は許されない



ア 基準地震動に求められる⽔準（22〜23⾴）
イ 過去の地震動との⽐較（23〜28⾴）
ウ ハウスメーカーとの⽐較（28〜29⾴）
エ ⼀般鉄筋コンクリート建物との⽐較（29〜30⾴）
オ 福島第⼀原発について（３０⾴）
カ 柏崎刈⽻原発の耐震性との⽐較（30〜31⾴）
キ まとめ

基準地震動７００ガルが平凡な地震動であること
訴状第７の２⑴
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表１ ２０００年以後の主な地震
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表 震度と最⼤加速度ガルの対応表
（国⼟交通省 国⼟技術総合政策研究所）

震度等級 最大加速度 (gal)

震度７ 約１５００～

６強 約８３０～１５００

６弱 約５２０～８３０

５強 約２４０～５２０

５弱 約１１０～２４０

震度４ 約４０～１１０
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表３ 基準地震動の推移

建設当時 ３．１１当時 ２０１８年３⽉時点

⼤飯３，４号機
（福井県） ４０５ガル ７００ガル ８５６ガル

福島第⼀１〜６号機
（福島県） ２７０ガル ６００ガル ∕
東海第２
（茨城県） ２７０ガル ６００ガル １００９ガル

伊⽅原発３号機
（愛媛県） ４７３ガル ５７０ガル ６５０ガル
再処理⼯場
（⻘森県） ３７５ガル ４５０ガル ７００ガル

訴状２１頁右欄、３４頁 老朽化につれ耐震性が上がっていくという不思議、怪しさ

（ 『原発はどのように壊れるか』 原⼦⼒資料情報室110⾴ 抜粋）
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表１から分かること
1. 巨⼤地震（Ｍ８，９）や⼤地震（Ｍ7）
だけの問題ではない。普通の地震（Ｍ６
台）でも、近くで起きれば危ない。ハウ
スメーカーの耐震性より遥かに低い。

2. 原発は被害が⼤きく事故発⽣確率も⾼い
＝パーフェクトの危険

3. これほど危険な原発が⽌められない裁判
は基本的にどこかおかしい
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原発容認派の弁解
表１のように並べて⽐べてはいけない。
∵原発は岩盤の上に建っており、原発の設計
は岩盤を基準とするのに対し地震計は地表の揺
れを基準としている。地表の揺れは岩盤よりも
遥かに⼤きいから⽐較できない

そのような法則性はあるのか
19



（例）中越沖地震において
柏崎刈⽻原発の地下で約１７００ガル
地表で約５００ガル〜１０００ガル

2. 地表の揺れと岩盤の揺れはほとんど変わらないか、
逆に岩盤の⽅が揺れが⼤きいこともある

だから、並べて⽐べることができる
（訴状２５〜２７⾴）。

地表の揺れの⽅が⼤きいという法則性はない。

1. 実際は、岩盤の上に直接建っている原発は約半数
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新潟県中越沖地震
（2007年7⽉16⽇）
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最⼤地震動を求めることは可能か

再処理⼯場の敷地に限っては将来にわた
り７００ガル以上の地震は来ない

訴状第７の２⑷〜⑺（訴状３５⾴末尾〜４１⾴左欄）

強 震 動 予 測

これ信⽤できますか？
これって地震予知では？

これって専⾨技術訴訟ですか？
22



地震学の三重苦（纐纈教授）
訴状３７⾴左欄

観察不可
実験不可
資料なし

「強震動学者は何と⾔っているのか？」
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武村雅之⽒ 「強震動予測に期待される活断層研究」（訴状４０⾴）

⑴ 活断層の調査成果をもとに強震動予測をストレートに耐震設計
に結びつけているのは原⼦⼒発電所のみである（61⾴）

⑵ ⼀般建物は、全国⼀律に近い設計⽤の地震荷重を過去の被害経
験をもとに⼯学的判断によって設定しているのが普通であ
る。・・・建物側から⾒れば震源がすべて特定されているわけ
ではなく、予測されていない震源から思わぬ強い揺れがくるか
もしれない状況では、そんなに簡単に強震動予測の結果を採⽤
するわけにはいかない（54⾴）

⑶ ・・・盛んに強震動予測が試みられている。反⾯、予測技術の
レベルは未だ研究段階にあり、普遍的に社会で活⽤できる域に
達しているとは⾔い切れない（53⾴）
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（「私が原発を⽌めた理由」８９
⾴）

⻑さ
20㎞の
活断層
↓

Ｍ７

強震動予測の⼿法
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図４
（気象庁・地震発⽣の仕組み）

訴状４０⾴

26



図５

第５の弁解とは

（気象庁・地震発⽣の仕組み

）訴状３９⾴

27



※ ➀７００ガル以上の地震が過去に何回起きたか、➁７００ガルは震度６なのか震度
７なのか、➂７００ガルの地震で住宅は倒れるか倒れないのか、を知らない

※ なぜ裁判官は知らないのか ←弁護士が教えないから

※ なぜ教えないのか ←弁護士も裁判官も、前例に従い、「原子力規制委員会の独立
性が高いか、原発の施設や敷地が規制基準に合致しているか」等に関心を払い、

７００ガルが来れば原発は危うくなるが、
なぜ、多くの裁判⻑は原発をとめないのか

実際に起きている地震に⽐べて原発の耐震性が⾼いのか低いのか
という重⼤な科学的事実に関⼼がない。

原発の真の危険性について審理していない
なぜそうなってしまうのか
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1. 原発訴訟は⾼度の専⾨技術訴訟であり、

2. 裁判所は原発の安全性を直接判断するので
はなく規制基準の合理性を判断すればよく、

3. その判断は最新の科学技術知⾒による

伊⽅最⾼裁判決（１９９２年）
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1. 極端な権威主義
2. 頑迷な先例主義
3. 科学者妄信主義
4. １〜３によるリアリティーの⽋如

正当な判断ができない理由
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裁判官も確信をもって裁判できる。

これからの原発裁判の在り⽅
n従来の裁判（専⾨技術訴訟という⼟俵）
少数の弁護⼠が、多くの専⾨書を読み、専⾨家に意⾒を聴くなど
して、電⼒会社との間で専⾨技術論争をする。

nこれからの裁判（科学的事実の重視・理性と良識という⼟俵）
➀誰でも理解できる→➁誰でも議論に加わることができる
→➂誰でも確信が持てる。
すべての原告と弁護⼠が訴訟の内容を理解し、互いに意⾒を述べ合
い、確信を持って積極的に訴訟に臨む。

→原告住⺠はもちろん他の多くの弁護⼠も呆然とこれを⾒守るしか
ない。裁判官もよほど能⼒が⾼くない限り訳が分からなくなり、
その結果権威（規制委員会）に従うことになる。
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専⾨技術論争から真の科学論争へ
従来：原発敷地ごとに将来にわたる最⼤地震動を求めることは可能。その最

⼤地震動を求める⼿法に技術的な問題があるから原発は危険である

（１）原発敷地ごとに将来にわたる最⼤地震動を求めることは、科学的に不可能
（２）基準地震動を求める⼿法の是⾮よりも、７００ガル〜１０００ガル程度の

地震動は、実際の地震観測記録という科学的事実に照らすと、ごく平凡な
地震動であること

（３）基準地震動を２７０ガルから１００９ガル（例：東海第２原発）に引き上
げることは不可能

（１）〜（３）のいずれから⾒ても原発は危険
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原発差⽌訴訟の転換

⽬ 標

⼿段１

⼿段２

全ての裁判において最⾼裁でも勝ちきること

格別悪質、無能な裁判官に当たらない限り当たり前に
地裁、⾼裁で勝訴すること（今までのように良い裁判
官に当たって勝訴することを期待すべきではない）

誰もが納得する理論を裁判所だけでなく広く社会に
浸透させることによって世論を形成し、最⾼裁をも
納得させる。
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原発に⾼度の安全性＝基準地震動が信頼に値するということ

強震動学を基礎とした基準地震動の策定に関する
調査や⼿法に専⾨技術的な瑕疵、問題があったか︖

p従来の訴訟の争点とこれからの訴訟の争点

① 基準地震動が客観的かつ網羅的な地震観測記録に照らして
低⽔準ではないか︖

② 原発の敷地ごとに将来襲う最⼤の地震動がそもそも予知予測
できるのか︖

③ 基準地震動以下の地震動でも危ないのではないか︖

従来の訴訟
の争点

これからの
訴訟の争点
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基準地震動の策定
過程の合理性

基準地震動の策定
結果の合理性

p転換後の裁判の争点１⑴︓争点の位置付け
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1. 使⽤済み核燃料の問題は科学的に処理できる

2. 原発事故は滅多に起きないし、起きても３０キロ圏

3. 原発は関東⼤震災クラスの地震に耐えられる

３．１１を経験した我々の責任が重い理由

しかし、その負担を負うのは若者や後世の⼈々

３つの事実を知ってしまった我々の責任は重い

処理できないことが明確になった

原発事故は停電しても、断⽔しても起きるし、
起きた場合の被害は２５０キロ圏に及ぶ

原発は⾒当外れの低い耐震性で造られて
しまっていたことが判明
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表４ 震度、最大加速度の概略の対応表
（河角の式） １９４１年

震度等級 最大加速度 (gal)

震度7 ４００ガル～

震度6 ２５０～４００ガル程度

震度5 ８０～２５０ガル程度

震度4 ２５～８０ガル程度
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画像引⽤：wikipediaより

キング牧師の⾔葉

「究極の悲劇は悪⼈の圧政や残酷さで
はなくそれに対する善⼈の沈黙である。
結局、我々は敵の⾔葉ではなく、友⼈
の沈黙を覚えているのだ。問題に対し
て沈黙を決め込むようになったとき、
我々の命は終わりに向かい始める」
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Martin Luther King, Jr.


