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即時抗告申立 

 

平成３０年１０月１２日 

福岡高等裁判所 御中 

 

抗告人ら代理人 弁護士  德  田  靖  之   

 

同       弁護士  岡  村  正  淳   

 

同       弁護士  河  合  弘  之   

ほか   

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 

仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件 

 

当事者間の大分地方裁判所平成２８年（ヨ）第２５号伊方原発３号機運転差止仮

処分命令申立事件（以下「第１事件」という。）及び平成２８年（ヨ）第２６号伊

方原発３号機運転差止仮処分命令申立事件（以下「第２事件」という。）について，

同裁判所が平成３０年９月２８日になした仮処分命令申立却下決定に対し，即時抗

告を申し立てる。 

 

原決定の表示 

１ 第１事件及び第２事件の各債権者らの申立てをいずれも却下する。 

２ 申立費用は，第１事件及び第２事件の各債権者らの負担とする。 

 

抗告の趣旨 

１ 原決定を取り消す 



- 2 - 

２ 相手方は，愛媛県西宇和郡伊方町九町コチワキ３番耕地４０番地３において，

伊方発電所３号機の原子炉を運転してはならない 

３ 申立費用は，第一審及び抗告審を通じて，相手方の負担とする 

との裁判を求める。 

 

抗告理由 

第１ 原決定の具体的危険の判断基準に関する判断の誤りについて  

 １ 具体的判断基準に関する原決定の要旨とその特徴について 

⑴ 原決定の要旨 

ア 原決定は、本件仮処分の被保全権利が、人格権に基づく妨害予防請求権

であり、申立人らの生命、身体および健康という重大な法益が侵害される

具体的危険がある場合には、本件原子炉の運転差止請求が認められるとし

たうえで、その具体的危険の判断基準について、「発電用原子炉施設につ

いては、現在の科学技術水準に従えば、常に何らかの程度の事故発生等の

危険が残存することを前提に、どの程度の危険をもって避けられなければ

ならない危険とみるべきかが問題となるが、この点については、あくまで

も法的な観点から、債権者ら個人の生命、身体及び健康という重大な法益

が侵害される具体的危険性の有無、ひいては、債権者らの主張する被保全

権利の有無を判断するものであることからすれば、我が国の社会がどの程

度の危険であれば、受け入れられるかという観点、すなわち、社会通念を

基準として判断すべきである。」としている(決定書６６頁)。 

イ そのうえで、原決定は、その社会通念の内容を判断するには、「民主的

政治過程の下において選択された立法政策をまずは拠り所とするほかない

ものと考えられる」とし、福島第一原子力発電所事故を契機として制定、

改正された我が国の立法政策からすると、「専門分野の学識経験者等から

構成され、専門性、独立性が確保された原子力規制委員会の総合的、専門
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技術的見地からの十分な審査を(経た)、最新の科学的、専門技術的知見を

踏まえた基準に適合する発電用原子炉施設のみを運用していくこととし

た」というのが、その立法政策(法令の規制等)であり、その内容が、基本

的には、我が国における発電用原子炉の安全性に関する社会通念を体現し

たものと考えられると判示している(同６６、６７頁)。 

ウ したがって、原決定によれば、「最新の科学的、専門技術的知見をふま

えて、合理的に予測される規模の自然災害等を想定し、それに対する安全

性を十分確保できるような基準」が策定され、同基準に基づいて、原子力

規制委員会の審査を経て、その適合性が確認されたといえる場合は、当該

発電用原子炉施設の有する危険性は、社会通念上無視しうる程度にまで管

理され、客観的に見て安全性に欠けるところはなく、具体的危険はないも

のということができることになる。 

エ 更に、原決定によれば、抗告人らの主張する、「最新の科学的、専門技

術的知見を踏まえた合理的予測を超える水準での安全性を求めることは、

我が国の社会通念になっているということはできないし、また、およそあ

らゆる災害についてその発生可能性がゼロないし限りなくゼロに近くなら

ない限り安全確保の上でこれを想定すべきであるということが我が国の社

会通念になっているということもできない」のであり、原子力発電所の再

稼働についての、特定の世論調査の統計の結果のみで、それが我が国の社

会通念を体現しているということはできないとされている。 

⑵ 原決定の特徴 

以上に要約した原決定には、以下のような特徴がある。 

その第１は、発電用原子炉施設の安全性に関する具体的な判断は、我が国

の社会通念を基準とすべきだとすることである。 

そのうえで、原決定には、何故に、社会通念を判断基準とすべきなのか、

その具体的な理由は、明らかにされていない。 
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第２の特徴は、その社会通念の具体的内容を、国の立法政策が体現してい

るとし、発電用原子炉施設の再稼働に関する特定の世論調査の動向とは関係

がないとすることである。 

この点においても、原決定は、民主的政治過程で選択された立法政策が、

何故に、社会通念の内容となるのかについても、具体的な説明を行っていな

い。 

第３の特徴は、具体的な審査基準に関する、国の立法政策の内容を、福島

第一原子力発電所事故の発生後に制定された審査基準とこれに従ってなされ

る原子力規制委員会の適合性判断であるとしたうえで、当該基準は「合理的

に予測される規模の自然災害等を想定した」もので足りるとすることである。 

この点においても、原決定は、何故に「合理的に予測される規模の自然災

害」で足りるのかについて、社会通念であるという以外の具体的な根拠を示

していない。 

第４の特徴は、そうした基準に基づいて、十分な審査を経て、適合性が確

認された場合には、具体的危険性はないとすることである。 

２ 具体的危険の判断基準に関する原決定の誤りについて 

⑴ 人格権の侵害を被保全権利とする請求において、社会通念を具体的判断基

準とするのは、憲法１３条に違反するものであることについて 

ア 憲法１３条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及

び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定している。 

  抗告人らが被保全権利として主張する、抗告人らの生命、身体および健

康等を内容とする人格権は、こうした憲法１３条に直接由来する基本的人

権である。 

イ ハンセン病隔離政策の違憲性が問われたいわゆる「らい予防法違憲国賠

訴訟」において、確定した平成１３年５月の熊本地裁判決は、憲法１３条
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の趣旨に関して、「(患者の隔離は、患者に対し、継続的で極めて重大な人

権の制限を強いるものであるから)すべての個人に対し、侵すことのできな

い永久の権利として基本的人権を保障し、これを公共の利益に反しない限

り国政の上で最大限に尊重することを要求する現憲法の下において、その

実施をするにあたっては、最大限の慎重さをもって臨むべきであ」ると判

示している。 

そのハンセン病隔離政策においては、国の隔離政策によって社会に作出

・助長された差別・偏見がハンセン病患者やその家族を抑圧・排除するに

至ったのであり、同熊本地裁判決は、こうした「誤った社会認識(偏見)」

により、ハンセン病患者らが「社会の人々から様々な差別的扱いを受けた」

と認定している。 

このことは、人格権という基本的人権の侵害の有無・その可能性の程度

を判断するにあたって、社会通念なる基準を用いることが、憲法１３条の

趣旨に照らして、許されてはならないことを意味するというべきである。 

その理由は、次の２点にある。 

第１は、社会を構成する多数者の意思や価値判断によって、少数者の人

格権が侵害されるようなことがあってはならないというのが、憲法１３条

の趣旨だということである。 

第２は、社会通念なるものは、ハンセン病隔離政策が典型的に示してい

る通り、国の政策や巨大企業更にはマスコミ等によって誘導されうるもの

であり、このような基準によって、現行憲法下の基本的人権の中核という

べき、人格権の侵害の有無やその具体的危険性の有無が左右されることに

なるのは、「国政の上で最大の尊重を必要とする」憲法１３条の明文に反

することになるということである。 

原発においても、福島第一原子力発電所事故以前の段階において、「原

子力の平和利用」とか「原発は安全」等という考え方が、国と電力会社と
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「原子力ムラ」と呼ばれた「科学者」らの集団によって強力に展開され、

追従したマスコミと司法の加担によって、国民の多くに浸透していったの

であり、その結果が、福島第一原子力発電所の悲惨極まる大事故を招来さ

せてしまったものである。社会通念なるものは、社会の大多数の認識や価

値判断と切り離して存在することは、ありえないのであるから、以上の事

実こそは、社会通念を具体的判断基準とすることの危険性を何よりも雄弁

に語っているというべきである。 

ウ 因みに、大飯原発３、４号機の運転差し止めを認めた福井地裁判決は、

「個人の生命、身体、および生活に関する利益は、各人の人格に本質的な

ものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲

法上の権利であり(１３条、２５条)、また人の生命を基礎とするものであ

るがゆえに、我が国の法制下においては、これを超える価値を見出すこと

はできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持する

という人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格

権そのものに基づいて侵害行為の差し止めを請求できることになる。」と

判示して、この理を明確に認めている。 

  人格権の憲法上の位置づけを明確にしたうえで、原発の安全性に関する

具体的な判断基準の如何を考察することは、「原発の安全神話」に加担し

続けてきた司法にとって、何よりも大切にすべき原点である。 

⑵ 具体的判断基準としての社会通念の内容を、立法政策とする原決定の誤り

について 

ア 原決定は、前述の通り、本件における具体的判断基準として社会通念を

挙げるものであり、その誤りについては、前項で詳述したところであるが、

発電用原子炉施設の安全性に関する科学的、専門技術的判断には限界があ

ることを前提に、科学的、専門技術的には、結論を出せないので、社会通

念に委ねるしかないという意味において、仮に、そうした判断が許されと
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しても、その内容を、「民主的政治過程」を理由に、立法政策とするのは、

全くの誤りである。 

第１に、福島第一原子力発電所事故の前後を問わず、原発の再稼働の是

非等を直接的な争点として行われた国政選挙は、全く実施されていないと

いうことである。 

したがって、立法政策の内容が、国民からの授権に基づくとか、国民大

多数の意思であるといった論旨は、成立する余地がない。 

勿論、高度に政治的判断を要する事項等に関しては、立法府の判断が優

先される統治行為論等が成立する余地はあるが、本件は、原発施設周辺住

民らの人格権の侵害の具体的な危険性の有無が争点となっている事案であ

って、代議制民主主義が採用されているという理由だけで、立法府で採択

された立法政策が、具体的判断基準としての社会通念の内容となるとする

のは、法理論的に成立する余地のない謬論しか言いようがない。 

第２に、我が国では、福島第一原子力発電所事故後においても、原発の

安全性に関して、再稼働の是非を問う国民投票等の、国民の意思を問う機

会が全く設けられていないということである。 

したがって、立法政策が社会通念を反映しているのかどうかを検証する

ことも全く実施されてはいないのであって、原決定のこのような判断は、

この点においても、全く根拠のない独断に過ぎない。 

第３に、原決定のこのような判断は、憲法８１条が、司法権に与えた法

令審査権を放棄するに等しいということである。 

憲法８１条は、「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか

しないかを決定する権限」を司法権に付与している。 

原発の安全性に関する法令等の立法政策もその例外ではないのであっ

て、当該法令等の憲法適合性を審査するにあたって、その具体的判断基準

自体を、立法政策であるとするのは、審査対象の当否を審査対象自体で判
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断するということに外ならず、論理矛盾ともいうべき、法令審査権の放棄

てあるという外はない。 

裁判所は、憲法７６条３項が規定する通り、あくまで、憲法と関連法規

に照らして、その良心に従い独立してその職権を行使すべきであり、特に

「原発安全神話」に加担して、唯一の被爆国である我が国を世界有数の原

発大国とすることを許してきた、福島第一原子力発電所事故以前の裁判所

の責任を肝に銘じるべきであって、本件に関して、立法府や行政に追随し

て、独自の判断をすることを放棄することは、断じて許されないというべ

きである。 

イ 原決定が、具体的判断基準としての社会通念の内容を規定するにあたっ

て、新聞社等の世論調査の結果を無視するのは、全くの誤りである。 

原決定のいう社会通念は、国民の多くの意思・認識・価値判断と無関係

に存在するものではないはずであり、政府によって、原発の安全性につい

ての世論調査が実施されず、国民投票の実施も全く検討されていないとい

う現状において、本件で問われている、原発の再稼働の是非に関する、国

民の意思・認識・価値判断を推認する手段としては、報道機関が実施する

世論調査以外にはないはずである。 

抗告人らが、原審で強調してきた通り、福島第一原子力発電所事故後に、

あらゆる報道機関が実施してきた世論調査において、原発再稼働を容認す

る意見が、多数を占めたことはない。 

朝日新聞社の世論調査においては、常時、６０パーセントを超える多数

が、再稼働を認めておらず、再稼働を容認するのは、２０パーセント程度

にすぎない。このような意見は、現在の科学的、専門技術的なレベルにお

いて、原発の絶対的な安全性は保証できないという、原決定も認める知見

を踏まえて、そうであれば、原発は、廃止すべきだという選択をすべきだ

との国民の意思表示である。 
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こうした世論調査の結果の存在を無視して、社会通念の内容は、立法政

策であり、 

新規制基準とこれに基づく規制委員会の適合性判断に委ねられていると

するのは、 

その社会通念なるものが、文字通りの社会の認識や価値判断を意味する

のではなく、国民の多数の認識や価値判断とは異なる判断を是認するため

の便法として用いられているにすぎないということを露呈するものであ

る。 

原決定が、いやしくも、社会通念を具体的な判断基準とするというので

あれば、現状においては、世論調査の結果以外に、その内容を推認する手

段はないはずである。 

⑶ 想定すべき自然災害の規模を「合理的に予想される規模」で足りるとする

原決定が最高裁判例に違反し、全くの誤りであることについて  

ア 原決定は、前述の通り、「法令等の規制等によれば」として、「その時

々の科学的、専門技術的知見を踏まえて、合理的に予測される規模の自然

災害を想定し、それに対する安全性を十分確保できるような基準」を策定

し、こうした基準に基づいて、規制委員会が適正に審査を行って適合性を

確認すれば、発電用原子炉施設の安全性に関する危険性は、社会通念上無

視しうる程度にまで管理され、客観的に安全性に欠けるところはないと判

断している(同６７頁)。 

イ しかしながら、伊方原発に関する最高裁平成４年１０月２９日判決は、

「原子炉を設置しようとする者が、原子炉の設置、運転につき、所定の技

術的能力を欠くとき、又は原子炉施設の安全性が確保されないときは、当

該原子炉施設の従業員や周辺住民等の生命、身体に重大な危害を及ぼし、

周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深刻な災害を引き起こす恐れ

があることにかんがみ、右災害が万が一にも起こらないようにするため、
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原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性につき、科学的、専門技術的見

地から、十分な審査を行わせることにある」と判示している。 

同判例は福島第一原子力発電所事故以前に出されたものであり、同事故

を経た現時点においては、その「万が一」との厳しい要件は、格段に重要

な意義を有するものとなっていることは、多言を要しないところである。 

原審において、争点となったのは、その「災害が万が一にもおこらない

ようにする」との要件において想定され、対処すべきとされている自然災

害の規模が、「予想される最大規模の自然災害」であるのか、「合理的に

予測される規模」で足りるのかという点にある。 

この争点に関して、後者で足りるとする、原決定の判断は、最高裁判例

の措定した要件に、著しく違背しているとしか言いようがない。 

ウ そもそも、予測すべき自然災害の規模に関する、この２つの見解の相違

は、科学的、専門技術的見地から予測される「合理的」なる判断自体の、

限界ないし非科学性をどう評価するのかに起因している。 

原決定は、「その時々の科学的、専門技術的見地から合理的に予測され

る規模の自然災害」というけれども、福島第一原子力発電所事故以前にお

ける、審査基準も、その時点における「科学的、専門技術的見地から合理

的に予測される規模の自然災害」を想定し、対処を求めていたはずである。 

ところが、平成１７年から平成２３年の東日本大震災までの間に、以下

の通り、実に５つの原発において、過去の記録と周辺の活断層の調査分析

という手法に基づいて科学的、専門技術的に設定されたはずの基準地震動

を上回る地震動を記録したのである。 

① 平成１７年８月１６日  宮城沖地震   女川原発 

② 平成１９年３月２５日  能登半島地震  滋賀原発 

③ 平成１９年７月１６日  中越沖地震   柏崎刈羽原発 

④ 平成２３年３月１１日  東日本大震災  福島第一原発 
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⑤ 平成２３年３月１１日  同震災     女川原発 

そのうえで、合理的に予測された規模を超える、東日本大震災による津

波の発生により、福島第一原子力発電所のあの悲惨な大事故を招いたので

ある。 

これらの事実は、原決定のいう「科学的、専門技術的に合理的に予測さ

れる規模」なるものが、如何に信頼に値しないものであるのかということ

を明らかにしているのであって、原決定は、こうした事実についての真摯

な検討を怠っているといわざるを得ない。 

抗告人らが、福島第一原子力発電所事故のような過酷事故の発生を許さ

ない、限定的絶対安全性を求めている趣旨は、対処すべき自然災害の規模

を、学会等で確立した知見等や規制委員会の委員らが承認している知見に

基づく範囲に限定するのではなく、たとえ、少数であったとしても、地震

・火山活動に関する研究者らが、発生の可能性があると警告している範囲

を含めた「予想される最大規模の災害」に対処することが、「万が一」と

いう最高裁判例の求める要件を充足し、福島第一原子力発電所事故の悲惨

な教訓を踏まえた、国民大多数の意思に合致すると考えるからである。 

抗告人らのこうした主張は、福島第一原子力発電所事故の以前において、

「想定外の」津波の発生の可能性を予測していた、少数の科学者、専門技

術者が存在していたという事実によって、その正しさが裏付けられている。 

原決定に欠けているのは、「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、福島第一原子力発電所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

態を招く具体的な危険が万が一でもあるのかが判断の対象になるべきであ

り、福島第一原子力発電所事故の後において、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ものと考えられる」(前

掲の大飯原発福井地裁判決)という考え方である。 
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エ なお、原決定が、新規制基準が、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏

まえて、策定されたものであると認定するのであれば、新規制基準の策定

にあたって、福島第一原子力発電所事故の発生が、どうして予測されなか

ったのかという原因が、科学的、専門技術的に解明されており、新規制基

準が、その原因を克服し得ているということを、相手方に対して釈明する

などして、自ら証拠に基づいて認定すべきであり、そうした判断過程を捨

象して、新規制基準が、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて策定

されたものと認定するのは、およそ証拠に基づいて事実認定を行うべき裁

判所のあるべき姿から逸脱した「丸投げ」と批判されても仕方がないとこ

ろといわざるをえない。 

第２ 原決定の主張疎明責任及び審理・判断方法に関する判断の誤りについて 

１ 原決定の要旨とその特徴 

⑴ 原決定の要旨 

原決定は、次の４段階から構成されている。 

第１は、人格権に基づく妨害予防請求権を被保全権利とする保全処分の申

立である以上、本件原発の有する具体的危険性についての主張疎明責任は、

抗告人の側にあるとすることである。 

第２は、発電用原子炉施設を設置する主体としての事業者は、その安全性

に関する専門技術的知見及び資料を十分に保持しているものと考えられるの

で、周辺住民らの生命、身体及び健康という重大な法益が侵害される具体的

危険がないことを、相当の根拠、資料に基づき、主張疎明する必要があると

することである。 

第３は、原子力規制委員会において策定された審査基準が合理的なもので

あり、本件原発が同基準に適合するとの疎明があれば、本件原発は、社会通

念上無視しうる程度まで管理されているといえるとすることである。 

第４は、したがって、発電用原子炉施設の設置者は、審査基準に不合理な
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点がないことを疎明すれば足りるとすることである。 

⑵ 原決定の特徴について 

以上に要約した原決定の判断の特徴は、既に、原発の安全性に関する具体

的審査基準の内容を、新規制基準の合理性と規制委員会での適合性判断であ

ると認定しておいて、それらに不合理な点がないことを疎明すれば、本件原

発は、その危険性が社会通念上無視しうる程度まで管理されていると認める

点にある。 

しかしながら、原決定は、自ら、新規制基準が、具体的な審査基準である

と認定するのであるから、その新規制基準に不合理な点がないことは、その

認定の前提となっているはずであり、規制委員会での適合性の確認手続きに

も不合理な点や看過し難い瑕疵等がないであろうことも、前提となっている

はずである。 

それにも関わらず、事業者の側は、これらの規制基準や規制委員会の適合

性判断に不合理な点がないことを主張疎明すれば足りるとするその論旨は、

結局のところ、本件原発については、規制委員会で適合性の確認がなされて

いることを主張疎明すれば足りるということを意味することに外ならない。 

２ 主張疎明責任の所在等に関する原決定の誤りについて 

⑴ 高浜原発に関する大津地裁仮処分決定について 

関西電力高浜原発３、４号機に関する大津地裁平成２８年３月９日決定は、

その判断枠組みについて、「関電は、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、

原子力規制行政がどのように変化し、その結果、本件各原発の設計や運転の

ための規制が具体的にどのように強化され、関電がこの要請にどのように応

えたかについて、主張および疎明を尽くすべきである」としたうえで、原子

力規制委員会が設置許可を与えた事実のみによって、一応の主張および疎明

があったとすることはできないとしている。 

そのうえで、同決定は、原子力規制委員会の、福島第一原子力発電所事故
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の原因究明が、津波対策に限られており、他の要素の対策はすべて検討しつ

くされたのかは不明であるとして、それら検討すべき要素については、いず

れも審査基準に反映されており、かつ基準内用についても不明確な点がない

ことについて、関電において主張および疎明がなされるべきであるとし、「災

害が起こるたびに想定外と繰り返されてきたことに真摯に向き合いながら、

十二分の余裕を持った基準とすることを念頭に置き、考慮すべき要素、危険

性を見落としている可能性があるとの立場に立ち、対策の見落としにより過

酷事故が生じても致命的な状態に陥らないようにすることができるとの思想

に立って、新規制基準を策定すべき」と述べて、関電の主張および疎明によ

っては、新規制基準や設置変更許可が、直ちに公共の安寧の基礎となると考

えることをためらわざるを得ないと判示している。 

⑵ 本件における主張疎明責任の所在等に関する抗告人らの主張について 

抗告人らとしては、前記大津地裁決定は、全面的に正しいと考えており、

本件においても、本件原発の設置者である相手方に、新規制基準が、合理的

であることを主張疎明する責任があり、その疎明の程度は、規制基準が、福

島第一原子力発電所事故の原因を余すところなく究明したうえで、そうした

原因に対する対策を盛り込んだものとなっていること、および、規制委員会

において、そうした基準に基づいて、本件原発が「予想される最大規模の災

害」に対処しうるとして、適合性が確認されたものであることを疎明するこ

とまでが求められると主張するものである。 

第３ 新規制基準の不合理性 

１ 新規制基準の手続的問題点 

⑴ 原子力規制委員会の独立性の欠如（欠格事由） 

    原決定は，設置法７条７項３号，４号の各欠格事由は，現に原子力事業者

の役員や従業者にあることを指すとし，原子力規制委員会の委員長又は委員

において，かつて原子力事業者の役員や従業者であったという経歴を有する
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ことは，欠格事由に該当しないと判示する（７７頁）。 

    しかし，原子炉等規制法の制定過程や制定後に策定されたガイドラインを

見ると，過去に原子力事業者の役員や従業者であったという経歴を有するこ

とは欠格事由に該当するとされている。以下，詳述する。 

   ア 原子力規制員会設置法７条 

     原子力規制委員会設置法７条は， 

「７  次の各号のいずれかに該当する者は，委員長又は委員となることが

できない。  

       一  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

       二  禁錮以上の刑に処せられた者  

       三  原子力に係る製錬，加工，貯蔵，再処理若しくは廃棄の事業

を行う者，原子炉を設置する者，外国原子力船を本邦の水域に

立ち入らせる者若しくは核原料物質若しくは核燃料物質の使用

を行う者又はこれらの者が法人であるときはその役員（いかな

る名称によるかを問わず，これと同等以上の職権又は支配力を

有する者を含む。）若しくはこれらの者の使用人その他の従業

者  

       四  前号に掲げる者の団体の役員（いかなる名称によるかを問わ

ず，これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）又

は使用人その他の従業者 」 

と規定する。 

   イ 制定過程 

     原子力規制委員会設置法案を審議していた平成２４年６月１８日の参議

院環境委員会では，委員の独立性について 

    「〇水野賢一君 

      …（略）… 
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      だから，ちょっと立法者の意思として教えてもらいたいと思うんです

けど，例えば東京電力とか原発を持っているような会社の役員だった，

過去に役員だった人とかというのは，これ委員になれるんですか。 

     〇衆議院議員（生方幸夫君） 

     …（略）… 

      普通に考えて，今般の東電の事故を見ても，いわゆる原子力村という

ふうに言われている人たちの中で行われていたことが事故を拡大させた

ということもございましたので，これからつくられる原子力規制委員会

については，そういう村にかつて属して，どっぷりつかった人たちが委

員になる，あるいは委員長になるということは考えられないし，それが

適当であるというふうには私は思いません。」（甲Ｅ５，３０・３１頁） 

    「〇国務大臣（細野豪志君） 

      …（略）… 

      そこは，これからの委員の選定というのは，もちろん法的な欠格事由

も明確にした方がいいと思いますし，法律的にそうなっていますから，

今回は。さらには，それにとどまるのではなくて，ガイドラインを設け

て厳しい基準の下でやると。さらに，それに上乗せをしてさらに情報公

開という，やはり三段階ぐらいの厳しさを持たないと国民の皆さんから

受け止められないというふうに思うんですね。」（３１頁） 

    との質疑がなされており，過去に原子力事業者の役員や従業者であったと

いう経歴を有することは欠格事由に該当することが確認された。 

     その翌日の平成２４年６月１９日の参議院環境委員会でも， 

    「〇水野賢一君 

     …（略）…要は，この法案（引用者注：原子力規制委員会設置法）の７

条にもいろいろと書いてあることというのは，つまり原子力関係者たち

は駄目よみたいなことは確かに書いてあるんですけど，これを見ると，



- 17 - 

法文だけ見ると現在のことのように見えるんですけど，これは現在だけ

じゃなくて過去もそれに準ずるという理解でよろしいんでしょうか。 

     …（略）… 

     〇衆議院議員（近藤昭一君） 

     …（略）… 

     準ずるということでございます。」（甲Ｅ６，９・１０頁） 

    との質疑がなされており，過去に原子力事業者の役員や従業者であったと

いう経歴を有することは欠格事由に該当すると捉えることが立法趣旨であ

ることが分かる。 

   ウ ガイドライン 

     そして，上記質疑にあるガイドラインとして，内閣官房原子力安全規制

組織等改革準備室は，平成２４年７月３日付の「原子力規制委員会委員長

及び委員の要件について」（甲Ｅ７）を公表した。そこにおいて，「１．

背景」として， 

    「 原子力規制委員会は，国民の信頼を得ながら原子力の規制を実施する

ことが求められていることから，委員長及び委員は，「人格が高潔であっ

て，原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高

い識見を有する」こと（原子力規制委員会設置法第７条）に加え，中立公

正性及び透明性の確保を徹底することが必要です。 

     このため，今後の原子力規制委員会の委員長及び委員の候補者の選定に

当たって，以下の事項を法律上の欠格要件に加えて要件として追加するこ

ととします。」と述べ，続けて「（２）法律上の欠格要件に加えて欠格要

件とする事項」として， 

    「① 就任前直近３年間に，原子力事業者等及びその団体の役員，従業者

等であった者 

     ② 就任前直近３年間に，同一の原子力事業者等から，個人として，一
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定額以上の報酬等を受領していた者」 

    を挙げる。 

     これは，まさに，過去に原子力事業者の役員や従業者であったという経

歴を有することが，直ちに中立公正な立場で独立して職権を行使すること

が類型的に期待できないことを政府が認めた上での措置である。 

   エ 欠格事由該当性 

     上記ガイドラインの欠格事由①・②についてみると，委員である更田豊

志氏（平成２４年９月就任，現在も在任中。）は，委員候補者となった当

時，独立行政法人日本原子力研究開発機構の副部門長の職にあった。同機

構は，高速増殖炉もんじゅを設置し，東海再処理工場を保有する原子力事

業者である。したがって，更田氏が上記①の欠格事由に該当することは明

らかである。 

     元委員中村佳代子氏（平成２４年９月就任，平成２７年９月退任）は，

公益社団法人日本アイソトープ協会のプロジェクト主査であった。同協会

は，研究系・医療系の放射性物質の集荷・貯蔵・処理を行っている。した

がって，同協会の従業者である中村氏も上記①の欠格事由に該当する。 

さらに委員長である田中俊一氏（平成２４年９月就任，現在も在任中。）

は，平成１９年に政府の原子力推進機関である原子力委員会の委員長代理

に就任するなど原子力推進行政の中心を担ってきた人物である。 

     このように委員５名中２名ないし３名が原子力推進機関ないし原発関連

事業出身者であり，少なくとも２名に欠格事由があることから，推進から

の独立性が確保されているとは言えないことは明らかであり，同委員会の

人的構成は規制機関としてふさわしくない。そのような規制委員会が策定

した新規制基準には，策定手続上の瑕疵があるというほかない。 

     さらに平成２６年９月，一部自民党の議員などから「審査が厳しすぎる」

との批判されていた島崎邦彦委員長代理（当時）は退任した。 
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     同氏に替わって委員に就任した現委員の田中知氏は，平成２４年まで原

子力事業者の団体である日本原子力産業協会の役員の地位にあったことか

ら，上記①の欠格事由に該当する。その上，平成１６年度から平成２３年

度までの８年間で，原子力事業者や関係団体から約７６０万円の寄付や報

酬を受け取っており，上記②の欠格事由の「一定額」が不明であるものの，

同欠格事由に該当する可能性がある（甲Ｄ２１５）。 

   オ 小括 

    したがって，原決定の上記判示は，立法趣旨に反しており，誤りである。 

    そして，新規制基準策定当時の委員のうち少なくとも２名がガイドライン

の欠格事由に該当することから，欠格事由に該当する委員を構成員とする原

子力規制員会の策定した新規制基準には手続上重大な瑕疵がある。 

⑵ 福島第一原発事故の原因究明が途上であること 

    原決定は，原子力規制委員会において，国会，政府，民間，東京電力の４

つの事故調査委員会がそれぞれ原因究明等を行って取りまとめた事故調査報

告書を踏まえた検討がなされた上で制定されたものであること，原子力規制

員会は福島第一原子力発電所事故の発生及びその進展に関する基本的な事象

は明らかにされていること等を挙げて，徹底した福島第一原発事故の分析を

経なければ新規制基準が不合理なものとはできないと判示する（８０頁）。 

    しかし，４つの事故調査委員会による原因究明は，基本的事象すら未解明

である。 

    「国会事故調報告書」は，「本事故の直接的原因は，地震及び地震に誘発

された津波という自然現象である」（３０頁）として，事故原因は地震にも

あることを指摘する。特に同報告書は，１号機について地震による配管損傷

が発生した可能性について指摘しているところであるが，この可能性は現在

も否定されておらず，論争は続いている（同書６～１０，１４２～１４７，

１７７～１８７参照）。そして，同報告書は「事故が実際にどのように進展
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していったかに関しては，重要な点において解明されていないことが多い。

その大きな理由の一つは，本事故の推移と直接関係する重要な機器・配管類

のほとんどが，この先何年も実際に立ち入ってつぶさに調査，検証すること

のできない原子炉格納容器内部にあるからである。」（同書，３０頁）とし

て，事故の進展は重要な点で未解明であることを指摘する。 

    「政府事故調報告書」は，地震が直接的な原因であることを否定しつつ，

地震を契機として圧力容器が損傷した可能性について，「地震発生後，津波

到達までの間，格納容器又はその周辺部に，閉じ込め機能を負う喪失するよ

うな損傷に至らないような軽微な亀裂，ひび割れ等が生じた可能性まで否定

するものではない。また，仮にこのような軽微な損傷が生じたと仮定して，

その後に高温，高圧状態下にさらされるなどして当該損傷が拡大し，結果と

して閉じ込め機能を喪失するに至ったかどうかは不明である。」（２９頁脚

注２７，３４頁脚注５５，３７頁脚注７２）として，地震による損傷が事故

のきっかけとなった可能性を否定しない。そして，「原子炉建屋内に立ち入

った現地調査ができないことや時間的制約等のために，福島第一原発の主要

施設の損傷が生じた箇所，その程度，時間的経緯を始めとする被害状況の詳

細，放射性物質の漏出経緯，原子炉建屋爆発の原因等について，いまだ解明

できていない点も多々存在する。」（４２９頁（９）ａ）として，現に損傷

した箇所やその程度などの基本的事項について未解明の点が多く存在するこ

とを指摘する。 

    民間事故調報告書（『福島原発事故独立検証委員会』），東京電力事故調

報告書（東京電力『福島原子力事故調査報告書』）*1は，いずれも津波が原

因であったとするが，国会事故調報告書や政府事故調報告書の挙げる地震が

直接の原因となった可能性あるいは地震を契機として事故が起きた可能性を

排除する合理的な説明はなされていない。 
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    以上のとおり，事故原因についてさえ４つの調査報告書で統一的な見解は

なく，国会事故調報告書や政府事故調報告書では，事故がどのような進展を

したのか，どの部分が破損したのかなどが未解明であるとの指摘がなされて

おり，基本的事象が解明されたとはいえない。 

    真に福島原発事故の教訓を踏まえた安全な規制基準を策定するのであれ

ば，事故原因を究明し，基本的事象を明らかにした上で，新規制基準を策定

しなければならない。 

    よって，原決定の判示は誤りである。 

⑶ 新規制基準が欧米先進各国の基準と比べて緩やかである等の主張について 

    原決定は，新規制基準が，あらゆる面において，ＩＡＥＡ等の国際機関の

定める安全基準を含む欧米先進各国の安全基準と同一の基準を援用しないこ

とが，原子炉等規制法に反するとか，基準の内容が不合理ということにはな

らないと判示する（８４頁）。 

    しかし，この判示は，抗告人の主張に対する判断を示したものになってい

ない。 

    抗告人の主張するのは，ある日本において極めて重要な活断層に関する規

制基準の不備である。すなわち，原子力規制委員会は，ＩＡＥＡの安全基準

ＳＳＧ－９のうち，最大潜在マグニチュードの評価については一切採り上げ

ていない。また，ＮＲＣの規制指針（ＲＧ４．７）には「長さ１０００フィ

ート（３００ｍ）以上の地表断層が５マイル（８ｋｍ）以内にあるような敷

地は原子力発電所としては適さない」と明記されている（５６４頁）が，日

本ではそのような規制はない。 

    このように日本における活断層に関する規制基準は，ＩＡＥＡの安全基準

の規定する考慮要素を考慮せず，米国の基準よりはるかに緩やかである。 

    仮に原決定の考慮する事項，すなわち「原子力発電所が立地する地域の自

                                                                             

*1 http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/120620j0303.pdf 
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然条件，当該自然条件の解析を含む最新の科学的技術的知見及びどの程度の

安全性が確保されれば容認するかという社会通念等は国によって様々であ

る」によっても，日本は地震大国であることに照らすと，日本における活断

層に関する規制が，日本よりはるかに地震の少ない欧米における活断層に関

する規制よりも緩やかでよい理由はない。 

    以上のとおり，日本において極めて重要な活断層に関する点だけを見ても，

国際的な基準よりもはるかに緩やかな基準である新規制基準は不合理であ

る。 

２ 新規制基準の実体的問題点 

⑴ 立地審査指針 

   ア 原決定は深層防護の考え方に反すること 

原決定は，「新規制基準は，重大事故対策等に関する各審査を通じて，

設計上，地震等に対する安全性が確保されないのであれば，立地不適とす

ることにより，立地審査指針において定められていた事項について実質的

に対処することにしたものと解される」ので，合理であるということには

ならないと判示する（８６頁）。 

     しかし，この判示は，国際的にも国内的にも確立された知見である深層

防護の考え方を全く理解しないものである。つまり，この判示は，第１（あ

るいは第５）の防護階層の要件である立地審査を，第４の防護階層である

重大事故等の拡大の防止等の措置の審査で代用することが一応合理的とす

るものであり，深層防護の不可欠な要素である各防護階層の独立性に明ら

かに反する。 

     以下，詳述する。 

   （ア） 深層防護とは 
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深層防護とは，国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の安全基準*2の最高位であ

る「基本安全原則」によると，「事故の影響の防止と緩和の主要な手段は

「深層防護」の考え方である。深層防護は，それらが機能し損なったとき

にはじめて，人あるいは環境に対する有害な影響が引き起こされ得るよう

な，多数の連続しかつ独立した防護レベルの組み合わせによって主に実現

される。ひとつの防護のレベルあるいは障壁が万一機能し損なっても，次

のレベルあるいは障壁が機能する。…（略）…異なる防護レベルの独立し

た有効性が，深層防護の不可欠な要素である。」というものである。 

     日本原子力学会は，より分かりやすく説明する。すなわち，「「深層防

護の考え方」とは，一般に，安全に対する脅威から人を守ることを目的と

して，ある目標をもったいくつかの障壁（以下「防護レベル」）を用意し

て，あるレベルの防護に失敗したら次のレベルで防護するという概念であ

る。この概念を適用して高い安全性を確保するためには，信頼性が高く，

かつ共倒れしない防護レベルを，脅威に対して幾重にも準備しておく必要

がある。すなわち，ある防護レベルがどんなに頑健であったとしても，単

一の防護レベルに完全に頼ってはならず，一つの防護レベルが万一機能し

損なっても次の防護レベルが機能するようにしなければならない。こうし

た深層防護の概念は原子力に特有のものではないが，原子力の利用におい

ては，炉心に大量の放射性物質を内蔵している原子炉施設のように，人と

環境に対して大きなリスク源が内在し，かつどのようにリスクが顕在化す

るかの不確かさに対処しつつ，リスクの顕在化を徹底的に防ぐために，深

層防護の概念を適用することが有効と考えられている。」と説明する。 

     以上のとおり，深層防護の考え方は，多数の連続しかつ独立した防護レ

ベルの組み合わせによって，人あるいは環境に対する有害な影響が引き起

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*2 ＩＡＥＡの安全基準は，大きく分けて３つの種類から成る。最高位が「基本安全原則」，

次が「安全要件」，最後が「安全指針」である。 
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こされることを防止するというものである。そして，深層防護の考え方は，

ＩＡＥＡ，日本原子力学会も採用するものであり，国際的にも国内的にも

確立した知見である。 

   （イ） 深層防護の各防護階層 

     原決定は，立地審査指針による審査に代わって重大事故等の拡大の防止

等の措置の審査をすることは一応合理的であると判示した。では，これら

は代用できる関係にあるのか。 

     まず，深層防護の各防護階層の内容を確認する。 

     ＩＡＥＡ安全基準は，深層防護の具体的内容として，立地時から避難時

までを含む５つの防護階層を想定し，各防護階層の目的を達成するために，

立地，設計，運転，避難計画などの要件を規定している。すなわち，ＩＡ 

ＥＡ安全基準は，深層防護の各層について次のように規定している。 

 

⑴ 第１の防護階層の目的は，通常運転からの逸脱と安全上重要な機器等の故

障を防止することである。この目的は，品質管理及び適切で実証された工学

的手法に従って，発電所が健全でかつ保守的に立地，設計，建設，保守及び

運転されるという要件を導き出す。 

⑵ 第２の防護階層の目的は，発電所で運転時に予期される事象が事故状態に

拡大するのを防止するために，通常運転状態からの逸脱を検知し管理するこ

とである。…この第２の防護階層では，設計で特定の系統と仕組みを備える

こと，それらの有効性を安全解析により確認すること，さらにそのような起

因事象を防止するか，さもなければその影響を最小に留め，その発電所を安

全な状態に戻す運転手順の確立を必要とする。 

⑶ 第３の防護階層では，非常に可能性の低いことではあるが，ある予期され

る運転時の事象又は想定起因事象が拡大して前段の階層で制御できないこと

，また，事故に進展しうるかもしれないことが想定される。 
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⑷ 第４の防護階層の目的は，第３の防護階層が深刻に失敗したことによる事

故の影響を緩和することである。これは，そのような事故の進行を防止し，

重大な事故の結果を軽減することによって達成される。 

⑸ 最後となる第５の防護階層の目的は，事故状態に起因して発生しうる放射

性物質の放出による放射線の影響を緩和することである。これには，十分な

装備を備えた緊急時管理センターの整備と，所内と所外の緊急事態の対応に

対する緊急時計画と緊急時手順の整備が必要である。 

     このようにＩＡＥＡ安全基準は，立地時から避難時までを包含する５つ

の防護階層を設定し，第１の防護階層の目的を達するには「発電所が健全

でかつ保守的に立地，設計，建設，保守及び運転されるという要件」を満

たす必要があること，第２の防護階層の目的を達するには「安全解析」「運

転手順の確立」を必要とし，第５の防護階層の目的を達するには「所内と

所外の緊急事態の対応に対する緊急時計画と緊急時手順の整備が必要」な

どと規定する。 

     そうすると，立地審査は第１の防護階層（あるいは，後述のとおり，立

地段階で避難計画の実施可能性を審査するという点に着目すると，第５の

防護階層に関すると解釈することもできる。）に属し，重大事故防止措置

審査は第４の防護階層に属する。 

   （ウ） 各防護階層の独立性 

     では，原決定のように第１（あるいは第５）の防護階層（立地審査）を

第４の防護階層（重大事故防止措置審査）で代用する考え方を採用するこ

とは，深層防護として許されるのか。 

     ＩＡＥＡ安全基準は，上述のとおり，「異なる防護レベルの独立した有

効性が，深層防護の不可欠な要素である。」として，各防護階層の独立性

が不可欠であることを明言する。 

     また，日本原子力学会も，「深層防護の考え方で不可欠な要素は，異な
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る防護レベルが，各々独立して有効に機能することである。…（略）…あ

る防護レベルが他の防護レベルの機能失敗によって従属的に機能失敗する

ことがないことを含め，各防護レベルが独立な効果を発揮するように設計

を行うことが必要である。」として，各防護階層の独立性が不可欠である

ことを明言する。 

     このように，各防護階層の独立性は，深層防護にとって不可欠である。 

     審査内容をみても，立地審査が，重大事故対策が機能しない場合にも避

難することによって人々の被ばくを最小限に抑えることができる地点であ

るか否かを審査するものであることから，重大事故対策の審査があれば立

地の審査が不要となるというものではない。 

     したがって，原決定のように第１（あるいは第５）の防護階層（立地審

査）を第４の防護階層（重大事故防止措置審査）で代用する考え方を採用

することは，深層防護として許されない。 

   （エ） 小括 

     したがって，原決定の判示のように第１（あるいは第５）の防護階層（立

地審査）を第４の防護階層（重大事故防止措置審査）で代用する考え方を

採用することは，深層防護として許されない。 

イ 立地審査の欠如の問題性 

     原決定は，上述のとおり，立地審査を重大事故対処措置審査で代用する

ことが不合理とはいえないとする。 

     しかし，抗告人の主張の要点は，適切な立地審査指針によって立地審査

をすべきであるにもかかわらず，それがなされていないことの問題性を指

摘する点にある。上記判示は，福島第一原発事故を防止できなかった立地

審査指針は無効であるから立地審査をしなくてよいという短絡的な考えに

基づくものであって，立地審査の重要性を全く考えていない。以下，立地

審査の欠如の問題性を述べる。 
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   （ア） 立地審査の重要性 

     福島第一原発事故の深刻な被害を見れば，立地審査（どの地点であれば

原発が安全に建設・稼働できるか）が重要であることは誰の目にも明らか

である。例えば，立地審査指針が甘々な事故評価をすることなく適切に適

用されていれば，避難計画の実施可能性がチェックされ，原発から４．５

キロの地点に４３６人もの入院患者を有する双葉病院が所在することもな

かったと考えられる。そうすれば，避難車両を待つ間や避難所への移動中

などに５０人もの犠牲者が出てしまう悲劇は避けられたであろう。 

     つまり，立地審査は，乗り越えられない障害を事前にチェックし，その

ような障害のない地点に原発を立地するように規制する点で，万が一原発

事故が発生した場合でも，人々を被ばくから守る重要な役割を果たす。 

   （イ） 立地審査指針の改定の必要 

     福島第一原発により明らかになった立地審査指針の問題点は以下の通り

である。 

     まず，立地審査指針は，格納容器が損壊する程度の事故を想定していな

いという問題点がある。国会事故調査報告書は，この点を「非居住区域や

低人口地帯の設定の前提となる放射性物質の放出量は，これらの区域・地

帯が原子炉施設の敷地内に収まるように逆算された疑いがある」と指摘し

ている（５３８頁）。 

     次に，規制庁により，立地審査指針が厳格に運用されていなかったとい

う問題がある（運用の問題）。そのため，日本の全ての原子炉において，

非居住区域及び低人口地域が全て原子炉施設敷地内に収まるという奇妙な

判断がなされた。すなわち，立地審査指針の趣旨である離隔要件は，具体

的基準の設定及び規制庁の運用により形骸化していたのである。 

     規制庁の従前の判断について，原子力委員会委員長班目春樹氏は，「正

直申し上げて，全面的な見直しが必要だと思っております。」「…今まで
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の例えば立地指針に書いてあることだと，仮想事故だとかいいながらも，

実は非常に甘々の評価をして，（放射性物質が）余り出ないような強引な

計算をやっていることがございます。ですから，今度，原子力基本法が改

正になれば，その考え方にのっとって全面的な見直しがなされてしかるべ

きもの…」と述べ，上記の問題点を認めた（国会事故調第４回議事録（下））。 

     福島第一原発事故を教訓とすれば，まず，旧立地審査指針を見直し，福

島第一原発事故規模の事故を想定した厳格な指針を策定すること，及び，

規制庁による厳密な運用が必要である。そして審査の結果，立地審査指針

を充たさない原子炉に関しては，指針を既設炉に適用（バックフィット）

し再稼働を認めないことが新規制基準のあるべき運用である。 

   （ウ） 立地審査指針の改定を放棄 

     しかしながら，原子力規制委員会は，当初は，立地審査を改正し厳格な

運用を行う旨述べていたものの，その後当初の反省の態度は一変し，新規

制基準策定の議論の中で，立地審査において，シビアアクシデントの際に

おける住民の安全を守る為に必要不可欠な離隔要件及び集団線量要件を捨

て去ってしまうという，にわかに信じ難い方針に転じてしまった。 

     まず，平成２４年１１月１４日付原子力規制委員会記者会見において，

立地審査に関する質疑がなされた。田中委員長は，記者の質問に対し下記

の通り回答し，立地審査指針を 100mSv 基準に改正した上，再稼働の要件

とする旨述べていた。 

    「○記者 最後にします。確認ですが，今おっしゃったのは 100mSv 等の，

もし新しい基準かができたとしたら，それに当てはまらない原発は再稼

働ができないということでしょうか。 

     ○田中委員長 そうですね。」 

     ところが，平成２５年１月１１日，原子力規制委員会の発電用軽水型原

子炉の新安全基準に関する検討チーム第９回会合において，新規制基準に
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おいて立地審査指針をどのように扱うかが問題とされた。 

     同会合において，原子力規制委員会は，事務局案として，従来の離隔要

件（下図 c-1,2）を，原子炉格納容器の性能評価，及び，シビアアクシデ

ント対策の有効評価で代替すること，並びに，集団線量（下図 c-3）の要

件をシビアアクシデント対策の有効性評価で代替することを提案し，同会

合において，さしたる議論もないまま成案とされた。 

     立地審査をシビアアクシデント対策（重大事故対処措置）の審査で代用

することは深層防護に反することは，上述のとおりである。 

     司法判断においては，原子力規制委員会のこの不誠実な態度に対し，住

民の安全確保の観点から，厳しい批判をすることが期待される。 

   （エ） 立地審査指針欠如の法的評価 

    ⅰ 新規制基準には立地審査指針は組み入れられていない。これは，福島

第一原発事故の実情を踏まえて正当な立地審査指針を作ると，既存の原

発がことごとく立地不適合となり，日本に原発が立地できる場所がない

ことがわかってしまったからである。 

      新規制基準は旧安全基準の範囲すら網羅していないが，新規制基準か

ら漏れた部分（たとえば立地審査指針）は，福島第一原発事故の教訓を

踏まえれば，旧安全基準がそのまま効力を維持すると考えるべきである。

とりわけ，立地審査指針は既存原発に関して，公衆の安全にとって最も

根本的かつ重要な基準であり，新規制基準策定によって廃止されるべき

ものではないからである。 

      立地審査を行えば，本件原発は，立地審査指針に適合しておらず，立

地不適合な原発である。すなわち，立地審査指針の原則的立地条件（一）

は，「大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったこと

はもちろんであるが，将来においてもあるとは考えられないこと。」と

規定するところ，日本最大の活断層である中央構造線が５～８㎞の直近
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に存在する本件原発が同条件に該当しないことは明らかである。 

    ⅱ 仮に，新規制基準策定によって旧安全基準がすべて廃止されたと解釈

したとしても（かかる解釈自体不合理である。），本件原子炉の設置許

可の際に有効であった立地審査指針の適用において看過しがたい過誤欠

落があったのであるから，本件設置許可は違法かつ無効である。 

      設置許可自体が違法かつ無効である以上，本件原発は存立の正当性を

完全に欠如している。 

    ⅲ さらに，仮に，新規制基準策定によって旧安全基準がすべて廃止され

たと解釈したとしても，立地審査指針（どのような場所に原発を建設し

てよいかの指針）は原発の建設を許可するか否かを決める場合に必須の

要素である。現に，原子炉等規制法第４３条の３の６第１項４号は，「発

電用原子炉施設の位置，構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質

によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない

ものとして原子炉規制委員会規則で定める基準に適合するものであるこ

と」としており，立地審査を法的な要求事項としているが，新規制基準

では欠落しているのである。 

    ⅳ よって，立地審査指針を欠く新規制基準は，原子炉等規制法の要求事

項を欠落した極めて重大な欠陥がある基準という他なく，伊方最高裁判

決のいう「具体的な審査基準に不合理な点」がある場合に該当するため，

新規制基準に適合したとしても，元々の違法無効な設置許可により建設

されたという瑕疵が治癒されるわけではない。 

ウ 立地審査を行うことは国際的な基準として確立していること 

     原決定は，「ＩＡＥＡの安全基準などの国際的な基準を援用しないと言

って，直ちに原子炉等規制法の趣旨に反するとはいえない」（８６頁）と

判示する。 

     しかし，これは，ＩＡＥＡ安全基準やＮＲＣ規則に反しており，誤りで
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ある。 

     ＩＡＥＡ安全基準は，立地審査の要件について，少なくとも２００３年

には，安全指針としてではなく，安全要件として，「原子炉等施設の立地

評価」を策定している。その内容は，地震などの外部事象による影響評価

の要件，避難計画の実施可能性・実効性に関する評価の要件などである。 

     ＮＲＣの規則では，ＮＲＣが原発事故が起きた場合に適切な防護措置を

とることができることが合理的に保証されていると判断しなければ，事業

者に対して初期運転許可を与えない（ＮＲＣの判断内容は，州と地方の策

定した避難計画の適切性及び実行可能性が合理的に保証されているか否

か，及び，事業者の策定した敷地内の緊急時計画の適切性と実行可能性が

合理的に保証されているか否かである。州と地方の策定した緊急時計画の

妥当性と実行可能性については，ＦＥＭＡ（Federal Emergency Management 

Agency・連邦緊急事態管理庁）が行った評価をもとに判断する。このよう

に米国においては，ＩＡＥＡ安全基準のとおり適切で実行可能な避難計画

の策定が原子力発電施設の運転許可条件になっている。 

     以上のとおり，立地審査を行うことは，国際的な基準として確立してい

る。 

⑵ 防災指針の不存在 

原決定は，「原子力災害への対策は，原子炉等規制法のみならず，災害対

策基本法等との関連によってされることとされているから，原子炉等規制法

に基づく審査の基準である新規制基準に原子力防災体制の設備について直接

規定することまでは求められていない」（８７頁）と判示する。これは，避

難計画の実施可能性・実効性が確保されないままに原発設置許可が出されて

も構わない，つまり，原発事故が起きた場合に人々が避難できなくても構わ

ないとするものである。 

    しかし，このような解釈は許されるものではない。以下，詳述する。 
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ア 法の要請 

     現在の制度下では，設置許可（変更許可を含む）時に避難計画の実効性

等についての審査を経ないために，自然的，社会的諸条件から，あらかじ

め実効的な避難計画の作成が不可能ないし極めて困難な場合であっても，

ＵＰＺ内の地方公共団体は，広域避難計画の策定が義務付けられることに

なってしまう。 

     このような制度上の不整合ないし不合理を生まないためには，原子力規

制委員会が避難計画等の実効性やオンサイト対策との整合性等を設置許可

処分時に審査することが必要となる。 

     したがって，法は，避難計画の実施可能性・実効性を原発設置許可の審

査対象とすることを求めている。 

イ 「確立された国際的な基準」 

     「確立された国際的な基準」であるＩＡＥＡ安全基準においては避難計

画の実施可能性・実効性が事業者に対する規制とされている。 

   （ア） 概要 

     ＩＡＥＡ安全基準は，まず，立地段階において，避難計画策定にあたっ

て克服できない障害がないこと，つまり避難計画の実行可能性のある地点

であることを確認する。 

     その上で，事業者は，敷地内の避難計画を策定し，敷地外対応のために

情報を提供する取り決めを確立するなどの準備と対応をする（甲Ｅ１９）。 

     策定された避難計画の実効性は，存続期間（例えば，設計段階から閉鎖

段階までの間）に定期的に行うものとされている安全評価において，事業

者が評価を行う。その評価結果は，許認可プロセスの一環として規制当局

に提出され審査を受ける。 

     以下，これらの規制が事業者に対する規制であることを述べる。 

   （イ） 立地評価（避難計画の実行可能性） 
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     ＩＡＥＡ安全基準は，上述のとおり，立地段階において，人々の被ばく

に影響を与え得る立地地点や敷地周辺環境の特徴，人口特性，人口分布（特

に学校，病院，刑務所などの居住施設に注意する。）を徹底的に評価し，

要件を満たさない立地地点を不適と判断することによって，避難計画の実

施可能性を確保している。 

     そして，立地地点を不適と判断することによって立地規制をしているこ

とから当然事業者に対する規制である。 

     以上のとおり，ＩＡＥＡ安全基準の立地評価は，避難計画の実行可能性

を事業者に対する規制としている。 

   （ウ） 緊急事態に対する準備と対応（避難計画の内容） 

     ＩＡＥＡ安全基準は，事業者に対して，「緊急時対応計画を策定する責

任及び緊急時準備と緊急時のための取り決めを整える責任」を負わせるこ

とを求める。 

     具体的には，事業者は，原子力又は放射線の緊急時に敷地内のすべての

人員の保護と安全を確保するための取り決めを確立しなければならない。

そして，緊急事態を速やかに分類し，事前に計画された敷地内の対応を開

始し，敷地外対応のために情報を提供する取り決めを確立することも求め

られる。 

     これだけを見ると，事業者は敷地外の避難計画に関与しないように思え

る。しかし，後述の「安全評価」において，事業者が避難計画を含む方策

によって放射線防護が最適化されているかをチェックする責任を負い，規

制当局は評価結果を審査することに照らせば，ＩＡＥＡ安全基準は，事業

者に対して，放射線防護が最適となるように敷地外の避難計画の取り決め

を整えることを求めていると考えられる。 

     したがって，ＩＡＥＡ安全基準は，敷地外の避難計画が実効性のあるも

のとなるように取り決めをすることについて，事業者に対する規制とする。 
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     さらに進んで，ＩＡＥＡ安全基準は，指針において，避難計画を事業許

可の条件とすることを求めている。 

   （エ） 安全評価（避難計画の実効性） 

     安全評価とは，「全ての施設と活動に対する安全要件への遵守（及びそ

れによる基本安全原則の適用）を評価する手段として行われるものであり，

また，安全を確実にするために必要な措置を決定するもの」である。安全

評価は，設計段階から閉鎖段階までの間に定期的に行うことが求められ，

その評価結果は許認可プロセスの一環として規制当局に提出される。安全

評価に責任を負うのは，事業者である（９頁「Requirement 2: Scope of 

the safety assessment」）。 

     安全評価の内容としては，「万一事故が発生しても放射線の影響を緩和

できるかどうかも又，決定される。」と規定するとおり，避難計画の実効

性も評価内容である。 

     避難計画に関する評価対象として，まず，敷地特性がある（１５頁

「Requirement 8: Assessment of site characteristics」）。具体的には，

「緊急時計画を策定するための必要条件に関連」するものとして「敷地周

辺の人口分布及びその特性」を「包含しなければならない」。つまり，緊

急時計画（避難計画）を策定するために，原発周辺において，人々が地域

的にどのように分布しているのか，及び，人々の構成として年齢，性別，

障害・病気の有無などを評価しなければならない。 

     次に，「放射線防護のための対策」を評価しなければならない（１６頁

「 Requirement 9: Assessment of the provisions for radiation 

protection」）。具体的には「公衆の放射線被ばくを関連する線量限度以

内に管理するために十分な対策が取られているかどうかが決定され，個人

線量の大きさ，被ばく者の数及び被ばくの可能性が，経済的，社会的要素

を考慮に入れて，合理的に達成可能な限り最小限になるように防護が最適
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化されているかどうかが決定されなければならない」。つまり，安全評価

は，避難計画を含む放射線防護のための対策を評価することによって，放

射線防護が最適かされているかをチェックする。 

     このように安全評価は，万一事故が発生しても最適の防護を受けられる

か否か，つまり避難計画の実効性を評価するものである。規制当局は，そ

の評価結果を許認可等の一環として審査することで，事業者を規制する。 

   （オ） 結論 

     以上のとおり，ＩＡＥＡ安全基準は，避難計画の実施可能性，実効性を

審査対象としている。そうすると，ＩＡＥＡ安全基準を踏まえることが求

められている原子炉等規制法においても避難計画の実施可能性，実効性を

審査することとなる。 

ウ 小括 

     以上のとおり，国内法の要求としても，ＩＡＥＡ安全基準の要求として

も，避難計画の実施可能性・実効性を審査対象とすることは求められてい

る。この点でも原決定は誤りである。 

⑶ 放射性廃棄物処理方法審査の不存在 

    原決定は，放射性廃棄物が将来にわたって環境に影響を与えないための方

策について，新規制基準に定められていないこと，そうした審査が行われて

いないことは，原子炉等規制法の趣旨に反するとの抗告人らの主張に対し，

将来世代の有する人格権を将来世代に代わって主張するというにすぎないと

して排斥している（８８頁）。 

    しかしながら，放射性廃棄物の問題は，原子炉等規制法のいう「国民の生

命，健康及び財産の保護，環境の保全」（１条）という観点からの審査を法

は要求しているというべきである。 

    原子炉等規制法は，４３条の３の５第２項第８号で「使用済燃料の処分の

方法」を設置許可申請書に記載することを要求し，４３条の３の６第１項第
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４号では「核燃料物質若しくは核燃料物資によって汚染された物…による災

害の防止上支障がないもの」として原子力規制委員会規則で審査基準を定め

ることを要求している。 

    そして，福島原発事故後の法改正により環境基本法が放射性物質による環

境汚染に適用されるようになり，環境基本法４条は環境の保全につき「環境

への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することがで

きる社会が構築されることを旨とし，及び科学的知見の充実の下に環境の保

全上の支障が未然に防がれることを旨として，行わなければならない。」と

規定している。 

    これらから，法は，現在はもとより将来の国民の生命，健康及び財産の保

護のみならず，生態系全体への長期的な影響をも考えて，必要な規制を行う

ことを原子力規制委員会に要請していると考えられる。 

    ところが，新規制基準には，高レベル放射性廃棄物（使用済燃料の再処理

にともない再利用できないものとして残る放射能レベルが高い廃棄物）につ

いての規定は存在しない。学者の国会とも言われる日本学術会議は，原子力

委員会委員長から「高レベル放射性廃棄物の処分に関する取組みについて」

の審議依頼を受け，平成２４年９月１１日に依頼に対する回答として，「超

長期にわたる安全性と危険性の問題に対処するに当たっての，現時点での科

学的知見の限界である。」として放射性廃棄物処分を抜本的に見直すべきと

しているとおり，安全な処分方法すら存在しない。 

    このように使用済核燃料その他の放射性廃棄物が将来にわたって環境に影

響を与えないための方策について，新規制基準を策定せず，審査を行わない

まま再稼働を許可し新たな放射性廃棄物を生み出すことを認めることは，

「国民の生命，健康及び財産の保護，環境の保全」（１条）を目的とする原

子炉等規制法の趣旨に反する。 

したがって，この点に関する原判決の判断も失当である。 
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⑷ 環境基準等の設定欠如 

原決定は，「実用炉規制」や「許容線量告示」の定めにより，線量限度値

が定められていること等を理由として，新規制基準に平常運転時の放射線及

び放射性物質の放出に対する規定が欠如していることが同基準を不合理とす

る理由にならないとする（８９頁）。 

しかしながら，そもそも，抗告人らの主張は，「環境保全のためにどの程

度の放射性物質の放出が許容されるのかは未だ定まっていない」ことを問題

とするものであって，「平常運転に伴って周辺の一般公衆が受ける放射線量」

を取り上げるものではない。この点において，原決定は，抗告人の主張を取

り違えている。 

    また，福島第一原発事故を受けて，原子炉等規制法は，「環境の保全」（１

条）を目的とすることを明示した。そして，原子力規制員会設置法によって

放射性物質による汚染を規制しないとする環境基本法１３条が削除された。

これを受けて，「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整

備に関する法律」によって，放射性物質による，大気や水質汚染を規制しな

いとする規定（大気汚染防止法２７条１項，水質汚濁防止法２３条１項）が

削除された。 

    これらの法改正に照らすと，原子炉等規制法は，「環境の保全」のために，

平常時の運転で放出される放射性物質によって環境が汚染されることも防止

することを求めているといえる。 

    新規制基準は，「環境保全のためにどの程度の放射性物質の放出が許容さ

れ るのか」を規定していない点で，原子炉等規制法に反する。 

３ まとめ 

   以上のとおり，新規制基準は手続上も実体上も不合理であるところ，原決定

は新規制基準には合理性を失わせる瑕疵は見当たらないとする点で誤りであ

る。 
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第４ 基準地震動策定の問題 

  本項目については，別途，即時抗告理由書（地震）で詳述する。 

第５ 耐震設計における重要度分類の問題 

１ 耐震重要度分類の目的と原決定の判断の誤りについて 

耐震設計は，設計基準対象施設については，地震の発生によって生ずるおそ

れがある設計基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への

影響の程度（耐震重要度）に応じて算定した地震力に十分耐えることを要求し

（設置許可基準規則４条１項，２項），耐震重要度に応じてＳクラス，Ｂクラ

ス，Ｃクラスに分け（耐震重要度分類），それぞれの設計上想定する地震力の

内容，程度を分けて耐震安全性を図るものである。重大事故対処施設について

は，常設耐震重要重大事故防止設備，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備に分類し，常設耐震重要重大事故

防止設備，常設重大事故緩和設備はＳクラスと同じ地震力に耐えることを要求

し，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備は，代替する

機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類に適用される地震

力に耐えることを要求して耐震安全性を図るものである。 

この考え方による耐震安全性が確保されるためには，耐震重要度分類が正し

くなされなければならず，そのためには，設計基準対象施設の安全機能喪失に

よりどのような事故進展と事故収束がなされるかについて正しく想定しなけれ

ばならない。 

地震による原発の事故進展と事故収束は実験不可能であるから，これを正し

く想定することは困難な作業であり，漫然と机上の想定したところで，想像力

には限界があるので，起きるはずの全ての事象を把握することは不可能である。

しかし，できるだけの想定をしなければ耐震設計による安全性を実現すること

はできない。この想定のためには，現実に起きた地震による原発の事故進展と

事故収束を踏まえて想像力の欠如を補うことが，不可欠の作業である。 
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従って，福島第一原発事故から耐震設計に関する知見，教訓をくみ取り，こ

れを基準に反映させ，或いは，基準の適合性判断に反映させることは不可欠で

あり，新規制基準及びそれに基づく設置変更許可申請の判断は，福島第一原発

事故の知見，教訓を踏まえ，二度と福島第一原発事故の様な事故を起こさない

目的でなされるものとされた。この点に関しては，政府も電力会社も一致して

いた。 

しかるに，具体的な耐震重要度分類に係る新規制基準は不合理であり，また，

これに適合するとしてなされた相手方の申請も不合理な点が多々あり，耐震安

全性は確保されないものとなっている。それにもかかわらず抗告人らの請求を

認めないで仮処分を却下した原決定は違法であり，取り消されなければならな

い。 

原決定は，①外部電源に係る耐震重要度分類について，外部電源をＣクラス

のままでよいと判断したが，これは福島第一原発事故の知見，教訓を無視した

ものである。②重大事故等対処施設で想定すべき地震力を，設計基準対象施設

で想定する地震力よりも何倍か大きくしなくともよいとしたが，これは，福島

原発第一事故の経験知及び論理的思考から想定できる事故を無視したものであ

る。③非常用取水設備について，同じ設備を，設計基準対象施設と常設耐震重

要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備を

兼ねさせ，それぞれの耐震重要度分類が異なるにもかかわらず，その整合性を

審査せず，基準地震動Ｓｓに対して十分な強度を有しているという相手方の主

張に依拠して不合理ではないと判断したのは，耐震重要度分類を無視するもの

である。 

２ 外部電源が耐震重要度分類Ｃクラスであること 

⑴ 原決定は，外部電源は，全交流電源喪失を免れるために必要な設備である

とはいえるけれども，外部電源の全てについてＳクラスやＢクラスに分類し

てしまうと，相当な人的物的資源が割かれることになってしまい，社会通念
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上も現実的でないものといわなければならないなどとして，外部電源を耐震

重要度分類Ｃクラスとする新規制基準の定めは，合理的であると認められる

と判示する（２１８～２２３頁）。 

⑵ しかし，福島第一原発事故の教訓を踏まえ，耐震設計審査指針類に反映さ

せるべき事項について検討を行うことを目的として設置された原子力安全委

員会の地震・津波関連指針等検討小委員会が耐震設計上の重要度分類につい

て，福島第一原発事故において，「地震動による外部電源喪失が重要な要因

となっていることから外部電源受電施設等の耐震安全性に関する抜本的対策

が不可欠である」，「耐震設計上の重要度分類指針の見直しの必要がある」

ととりまとめていること，原子力安全・保安院が「原子力発電所に直接繋が

る変電所までを規制上の視野に入れた外部電源の信頼性向上が必要」，「開

閉所の設備の耐震性を向上させることが必要」ととりまとめていること，原

子力規制委員会の新規制基準に関する検討チームが福島第一原発事故の教訓

等を踏まえた重要度分類指針及び耐震重要分類の見直しの必要性を認めなが

ら，新規制基準施行後の検討課題として先送りにしていることなどからすれ

ば，外部電源の耐震性を高めることは，福島第一原発事故の重要な教訓であ

ることは間違いなく，規制機関もこれを認めていたものであるから，外部電

源を耐震重要度分類Ｃクラスとする新規制基準の定めは，福島第一原発事故

の教訓を踏まえておらず，合理的とは認められない。 

  外部電源の向上が福島第一原発事故の教訓として欠くべからざるものであ

るのだから，グレーテッドアプローチをとるからと言って，外部電源の耐震

性向上を否定することはできない。グレーテッドアプローチは，安全性確保

の重要性を判断することから始まるのであるから，重要な外部電源の耐震性

向上を前提として判断がなされなければならない。 

⑶ 原決定は，外部電源の機能喪失に備えて非常用電源設備の設置を要求し（設

置許可基準規則３３条７項），外部電源及び非常用電源設備の機能喪失に備
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えて代替電源設備の設置を要求し（同５７条），いずれも基準地震動Ｓｓに

対する耐震安全性を要求することによって，可及的に電源供給面における耐

震安全性を確保しようとするものと考えられるので，外部電源を耐震重要度

分類Ｃクラスとする新規制基準の定めは不合理であるということはできない

とする（２２５頁）。しかし，この判断は，福島第一原発事故の知見を全く

検討していないものである。 

  福島第一原発事故以前には，「原子炉施設は，短時間の全交流電源喪失に

対して，原子炉を安全に停止し，かつ，停止後の冷却を確保できる設計であ

ること」とされ(安全設計審査指針２７条)，この短時間とは３０分とされて

いたこと，同条の解釈として「非常用交流電源設備の信頼度が，系統構成又

は運用（常に稼働状態にしておくことなど）により，十分高い場合において

は，設計上全交流動力電源喪失を想定しなくてもよい」とされていたことは，

良く知られた事実である。この考えは，外部電源はその復旧が短時間で可能

な程度の損傷しか受けないと想定し，非常用電源の信頼性は高いと考えてい

たことによるものであり，それが非常に楽観的な考えであったことが，福島

第一原発事故で明らかにされた。非常用電源設備とそれに加えて代替電源設

備が設置されたところで，それら機能喪失があり得ることは，福島第一原発

事故で学んだ経験知であり，それらの電源設備の設置が要求されていること

は，外部電源を耐震重要度分類Ｃクラスにとどめる理由にはならない。原決

定は，福島第一原発事故以前の間違った思考方法を再度とるものである。 

また，福島第一原発事故は，外部電源の復旧で事故収束が可能になったの

であるから，外部電源の重要性も福島第一原発事故で学んだことであり，ま

た，外部電源は地震で損傷し，容易には復旧できなかったことも福島第一原

発事故で学んだことである。 

  非常用電源に過度に期待しないこと，外部電源は重要な電源であること，

外部電源が地震で簡単に損傷しないようにすることが，福島第一原発事故の
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教訓であるのだから，外部電源の重要度分類をＣクラスにすることは不合理

である。   

 ３ 非常用取水設備の耐震重要度分類が無視されていること 

  ⑴ 原決定は，非常用取水設備について，海水ピット堰以外の設備が耐震重要

度分類Ｃクラスに分類されていることについて，グレーデッドアプローチの

考え方に合理性が認められるとしたうえで，非常用取水設備は，重大事故等

対処施設のうちの常設重大事故緩和設備として，基準地震動（Ｓｓ）による

地震動が作用した場合においても，当該重大事故等対処施設を十分に支持す

ることができる地盤に設けなければならないとされているのであるから，海

水ピット堰以外の非常用取水設備について，Ｃクラスに分類することは不合

理とはいえないと判示する（２２６頁）。 

  ⑵ まず，原決定は，いずれも常設重大事故防止設備と判示しているが，常設

重大事故防止設備には，常設耐震重要重大事故防止設備と常設耐震重要重大

事故防止設備以外の重大事故防止設備があり，前者は基準地震動の地震力で

機能が損なわれるおそれがないことが要求され，後者は代替する機能を有す

る設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震

力に耐えることが要求されており（設置許可基準規則３９条１号，２号），

耐震重要度分類が異なるものである。そして，海水ピット堰以外は，常設耐

震重要重大事故防止設備以外の重大事故防止設備である。 

    常設重大事故緩和設備は，基準地震動に地震力で機能が損なわれないこと

が要求されている（同３号）。従って，非常用取水設備のうち，海水ピット

堰以外の設備は，設計基準対象施設として耐震重要度分類Ｃクラス，常設耐

震重要重大事故防止設備以外の重大事故防止設備として同様にＣクラス，常

設重大事故緩和設備としてＳクラスに分類されることになる。 

    それぞれの設備による安全確保の内容は異なるのであるから，同じ設備に

関するこれらの耐震重要度分類の違いの合理性，整合性を判断しないままで，
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非常用取水設備の耐震安全性を判断することはできない。 

  ⑶ 設計基準対象施設及び重大事故防止設備として耐震重要度分類がＣクラス

ということは，基準地震動による地震力で壊れてもいいということである。

設計基準対象施設としての非常用取水設備が壊れたば場合，どのように事故

が進展し，果たして安全収束するかについて検討がなされなければ，Ｃクラ

スとしておく合理性は認められない。 

重大事故防止設備としての非常用取水設備が壊れた場合，どのような重大

事故が発生しているのか，その時に非常用取水設備が基準地震動による地震

力で機能喪失した場合に，どのような事故シーケンスが考えられるかについ

て検討がなされなければ，Ｃクラスとしておく合理性は認められない。 

相手方は，重大事故緩和設備として全てＳｓの地震力で耐えることを検討

しているから問題はないとし，原決定もこれを認めている。しかし，第１に，

何故重大事故緩和設備としてだけ，Ｓクラスの評価をするのか不明である。

第２に，仮にＳｓで検討すると言うのであれば，耐震重要度分類は全てＳク

ラスとすべきであり，Ｃクラスとする意味がない。第３に，耐震重要度分類

Ｃクラスでも，結果的にＳクラスと同等の耐震性を有していたから問題ない

と言うのは，耐震重要度分類に従って設備を設計して安全性確保を図る耐震

設計の思想を否定するものである。第４に，相手方は，外部電源をＣクラス

にするのは，グレーテッドアプローチから合理的であると主張し，原決定は

これを認めていたのであるから，海水ピット堰をＳクラスにして，それ以外

の設備をＣクラスとしたことは，同様に合理的と考えることになる筈である。

しかるに，全てＳクラスとして検証しているから問題ないとすることは，非

常用取水設備に関する耐震重要度分類が間違いであることを前提とするもの

であり，耐震重要度分類をする指針とするグレーテッドアプローチが恣意的

であることを認めることになるものである。このことは，翻って，外部電源

をＣクラスとすることはグレーテッドアプローチからして合理的であると言
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う主張の根拠がないことを示すものである。 

仮に，設計基準対象施設として耐震重要度分類がＳクラスになると言うこ

とは，重要度分類指針ではＭＳクラス１となり，重要安全施設として，多重

性又は多様性及び独立性が要求される。本件非常用設備はその要件を満たし

ていない。 

耐震重要度分類の矛盾について何ら検討をしないまま非常用取水設備の耐

震重要度分類が合理的であると言うことは出来ない。 

第６ 使用済核燃料ピット等に係る危険性 

１ 争点の所在と原決定の判断の要旨 

 ⑴ 抗告人らは，使用済核燃料ピット等に係る危険性について， 

ア 堅固な施設に囲い込まれていないこと 

イ 冷却設備及び計測設備の耐震クラスがＢ，Ｃとされていること 

ウ 使用済核燃料が稠密化された形で貯蔵されていること 

を理由に，安全性を欠くと主張してきた。 

この内，アについては，更に，①外部かららの脅威により使用済核燃料の

冠水状態が維持できなくなるような事態が生じないようにすること，②使用

済核燃料の冠水状態が維持できなくなった場合に放射性物質の放出を防ぐた

めにも，堅固な施設によって防御を固める必要がある旨主張した。 

  ⑵ これに対する原決定の判断の要旨は，以下のとおりである（２３２～２３

８）。 

① 使用済燃料は，原子炉運転中の燃料のような高温・高圧の環境下にな

いので，冠水状態を維持さえしていれば，危険性が具体化することはな

い 

② 相手方は，使用済核燃料ピットの冠水状態を維持するための相応の対

策をとっていると評価できる 

③ 航空機衝突・テロ対策として堅固な施設で囲い込むことが国際基準と
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して確立しているとは認められない 

④ 竜巻等による飛来物の衝突に対しても安全機能が損なわれないよう

な設計を行っていることが認められる 

⑤ 冷却設備及び計測設備について，相手方は，それぞれ耐震安全性に関

する評価を行い，いずれも基準地震動Ｓｓに対する耐震安全性を有して

いることを確認しているので，耐震重要度分類において，Ｂ，Ｃクラス

とされていることが，安全性に欠けるものということはできない 

⑥ 使用済核燃料を市松模様状で保管することは望ましいが，現状の保管

方法であっても使用済核燃料の冷却困難によるリスクが顕在化するよ

うな状態にあるとは認められない。 

２ 堅固な施設に囲い込まれていないこと 

⑴ 原決定は，竜巻については，飛来物の衝突による施設の貫通及び裏面剥離

を想定するなどしても安全機能を確認していることが一応認められると判示

するが，竜巻により飛来物が使用済核燃料プールに侵入することを許容する

設計となっていること自体を具体的危険性と捉えるべきである。 

また，相手方は，竜巻により複数の飛来物が使用済核燃料プールに侵入し，

使用済核燃料プールや使用済核燃料に衝突したとしても，安全機能は損なわ

れないと主張するが，その具体的な影響評価に係る疎明を行っていない。複

数の飛来物が使用済核燃料プールに侵入することを想定していないことも不

合理である。 

⑵ 原決定は，使用済核燃料は冠水状態で貯蔵されている限り，放射性物質を

含む高温，高圧の水蒸気が瞬時に発生，流出するような事態が生じる可能性

は見出し難いと判示するが，無条件に「冠水状態で貯蔵されている限り」と

いう前提を置いている点で判断を誤っている。 

福島第一原発事故において，４号機の使用済燃料プールの冷却機能が喪失

したにもかかわらず，使用済燃料の冠水状態が維持されたのは，偶然に偶然
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が重なって，隣接する原子炉ウェルから水が流れ込んだためであることなど

からすれば，使用済核燃料の冠水状態を維持できない事態が生じることを想

定していない新規制基準は，福島第一原発事故の教訓を踏まえておらず，合

理的とは認められない。 

３ 使用済核燃料が市松模様状に配置されていないこと 

⑴ 原決定は，使用済核燃料プール内における使用済核燃料の配置について，

米国原子力規制委員会から市松模様にして配置する運用が各事業者に指示さ

れているという状況にあることはいえても，そのような配置方法が国際基準

として確立されていることが窺える資料も見当たらないと判示する。 

⑵ しかし，使用済核燃料の市松模様状の配置が国際基準として確立されてい

るか否かは措くとしても，国際基準として確立されていることが窺える資料

が見当たらないことをもって安全性を認める原決定の判断手法には，明らか

な誤りである。 

福島第一原発事故を受けて改正された原子力基本法１条２項が原子力利用

の安全確保について，「確立された国際的な基準を踏まえ」ることとしたの

は，少なくとも
．．．．．

確立された国際的な基準を踏まえなければならないとしたも

のであり，確立された国際的な基準でなければ踏まえなくても良いとしたも

のではないことは明らかである。 

使用済核燃料の市松模様状の配置については，使用済核燃料プールが危機

的状況に陥った福島第一原発事故の教訓を踏まえ，国会事故調もその導入を

提言していること（「国会事故調報告書」１２０頁），新たに設備を設置す

ることもなく容易に実行可能な対策であることなどからすれば，使用済核燃

料の市松模様状の配置を要求していない新規制基準は，合理的とは認められ

ない。 

第７ 地すべりと液状化現象による危険性 

１ 新規制基準の合理性 
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⑴ 原決定は，「新規制基準は，基準地震動を用いた解析により，発電用原子

炉施設の地盤及び周辺斜面の崩壊のおそれがないことを確認させる（中略）

ことを求めているものといえ，その内容は，合理的なものと認められる」と

判示する（２４０頁）。 

⑵ しかし，第４で詳述したように本件原発において策定された基準地震動は

不合理であるから，不合理な基準地震動を前提として周辺斜面の崩壊対策を

実施することも不合理とならざるを得ない。 

２ 地すべりによる危険性 

⑴ 重油タンクの周辺斜面の解析モデルの不存在 

ア 原決定は，東側斜面の高さと，東側斜面の法尻と重油タンクの距離，地

すべりの移動距離は斜面の高さの概ね１．４倍，２倍であるという各知見

を理由に，相手方が解析モデルを作成しないことは不合理とはいえないと

判示する（２５２頁）。 

イ しかし，相手方及び原判決が依拠する斜面と高さに関する各知見は，「概

ね」の数値を示すものに過ぎない。 

例えば，東北地方太平洋沖地震により，高さ５０ｍ程，斜面勾配１５度

程度の山で，移動距離約１２０ｍの地すべりが発生し，これにより，１０

戸が全壊し，１３人が死亡した事例がある。この事例では，地すべりは，

斜面の高さの２倍を優に超えて移動している。 

結局，地すべり現象は，自然的誘因や斜面勾配等の地形的要因，さらに

は地質時代や岩相などの地質的要因が複雑に関係しており，未だ完全なメ

カニズムの解明には至っていないのであるから，斜面の高さにどれ程の離

隔距離があれば，地すべりにより崩れてきた土塊が到達しないかなどとい

うことは不明と言わざるを得ないのであり，本件では少なくとも解析モデ

ルを作成して安全性を確認することは不可欠であり，解析モデルすら作成

しないのは不合理である。 
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⑵ 相手方の深部ボーリング調査は本件原発の安全性を保証しないこと 

ア 原決定は，小松意見書（甲Ｆ１０）に基づく抗告人らの主張について，

「深部ボーリング調査により，少なくとも深度約２０００ｍまで続く結晶

片岩の層が堅硬かつ緻密であること」などを理由に排斥している（２４９

頁）。 

イ しかし，原決定が重視する相手方の深部ボーリング調査は，本件原発の

安全性を何ら保証するものではない。 

ウ 乙１１号証によれば，相手方が２０００ｍの深部ボーリングを実施した

地点は，下図のとおり本件原発敷地の南西端の場所である。 

 

相手方が深部ボーリングを実施した地点と，本件原発の炉心は，約９０

０ｍ離れている（Google map より，抗告人ら代理人が作成）。 
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エ 平成１９年７月１６日に発生した新潟県中越沖地震による，柏崎刈羽原

発で観測された地震動は，同一の敷地内の原子炉相互においても，大きく

異なる解放基盤面での揺れ・加速度が観測された。 

      

上表によれば，解放基盤面の揺れ（基準地震動に相当）で最も大きな加

速度を観測したのは，１号機の１６９９ガルであり，２番目に大きな加速

度を観測したのは４号機の１４７８ガルであった。他方で，最も小さな加

速度を観測したのは６号機の５３９ガルであり，２番目に小さな加速度を

観測したのは，７号機の６１３ガルであった。 

このように，同一の敷地内に設置された原発であっても，各号機ごとに

解放基盤面での揺れが大きく異なっており，約１．５ｋｍ離れた位置にあ
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る１号機と６号機とでは加速度が３倍以上異なっており，並んで立地して

いる４号機と７号機の間においても，加速度が約２．４倍も異なっている。 

４号機と７号機の距離は，次頁のとおり約８９０ｍしか離れておらず

（Google map より，抗告人ら代理人が作成），伊方原発において相手方が

実施した深部ボーリングの位置と本件原発の炉心の距離とほぼ同じであ

る。 

 

  東京電力は，このように同一敷地内の各号機によって大きく揺れが異な

った原因として，古い褶曲構造が影響したとの説明をしている。 

この東京電力の説明の当否は別として，本件原発の地下深部に，柏崎刈

羽原発と同様の古い褶曲構造が存在しないことに関する相手方の疎明は，

全くなされていない。 

以上から，仮に，相手方が実施した２０００ｍの深部ボーリングの結果，

当該地点における岩盤が堅固であったことが判明したとしても，そこから

水平方向で８９０ｍ離れた本件原発の直下の地質・岩盤の特性は不明と言

わざるを得ず，８９０ｍも離れれば上記のように２．４倍の異なる大きさ

の地震動が到来する可能性も排斥できないのであるから，相手方の実施し

た深部ボーリング調査では，本件原発の安全性を保証することはできず，
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原決定の判示には理由がない。 

 ３ 液状化現象による危険性 

⑴ 液状化の危険性 

ア 原決定は，本件敷地の高さはＴ．Ｐ．＋１０ｍであるところ，相手方に

よる調査の結果，本件敷地の埋立部における地下水の平均は，海面の高さ

と同等のＴ．Ｐ．＋０ｍであること等を理由に，抗告人らの主張は採用で

きないと判示する（２５４頁）。 

イ しかし，そもそも，平常時の地下水の水位が地表面を下回っているとし

ても，地震による揺れの影響により，液状化が生じるおそれがあることは

明らかであり，平常時の水位が地表面を下回ることにより液状化が起こり

得ないかのような判示は，事実誤認である。現に，柏崎刈羽原発において

は，新潟中越沖地震により敷地内において多数の液状化現象が生じたが，

当然のことながら平常時の地下水の水位が地表面を上回っているわけでは

なかった。 

ウ また，抗告人らは，特に沿岸部にある海水系の設備周辺での液状化の危

険性を主張してきた。本件原発を含む日本の原発は，原発で発生する膨大

な熱を海水によって冷却しており，その為に機能すべき海水ポンプやそこ

に繋がる冷却系の配管が機能を喪失した場合，メルトダウンやメルトスル

ーに至る危険がある。 

審査書４５頁で，相手方は，「津波の流入防止等の方針を検討するため

に算定した海水ピットポンプ室，取水ピット及び放水ピットの入力津波高

さ等に基づき検討した結果，海水ピットポンプ室の入力津波の高さＴ．Ｐ．

＋４．９ｍに対して海水ポンプエリアの床面の位置がＴ．Ｐ．＋３．０ｍ

であることから，流入の可能性のある経路として，海水ピットを特定した。」

としており，海水ポンプエリアの床面の位置がＴ．Ｐ．＋３．０ｍであり，

津波による海水の流入の可能性があることを認めている。 
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仮に，海水ポンプエリアそのものは埋立地に存在しないとしても，そこ

に繋がる配管や，緊急時に海水ポンプエリアで事故対策を行うための取付

道路，可搬設備の設置場所等の関連施設は，Ｔ．Ｐ．＋１０ｍよりも低い

埋立地に存在する可能性があり，液状化による配管の断裂や可搬設備によ

る緊急対策実施時に道路が通行不能になるなどの支障が発生するおそれが

ある。 

伊方原発２号炉のストレステストに関して，相手方が平成２４年８月２

３日にプレスリリースした資料によれば，その中には，可搬型消防ポンプ

の配置場所がＥＬ５ｍであり，消防自動車配置場所がＥＬ１０ｍ以下の高

さであることが明記されている。 

 

このように，本件原発の安全確保に必要な施設のすべてがＴ．Ｐ．＋１

０ｍの高さに存在するわけではないのであり，原決定は，これらの点につ

いて検討した形跡がなく，審理不尽である。 

⑵ 液状化の影響 

ア 原決定は，仮に埋立部において液状化が発生したとしても主要構内道路

の通行性が確保できるよう，埋立部を通らずに通行できるアクセスルート

を確保する等の対策を講じているから，液状化が生じたとしても，それに
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よって本件原発の安全性が損なわれることのないような対策を講じている

（２５４頁）。 

イ しかし，地震による液状化の影響は，事前には予測できないものであり，

液状化の際にその他の現象である，配管やマンホール等の地中埋設物の浮

き上がる可能性や，泥水が噴出して道路が冠水する可能性，噴砂の可能性

等が検討されておらず，これによる通行障害等の影響等も疎明されていな

いのであり，原決定の判示は余りに楽観的である。 

第８ 火山事象の影響による危険性 

本項目については，別途，即時抗告理由書（火山）で詳述する。 

第９ シビアアクシデント対策の不合理 

本項目については，別途，即時抗告理由書で詳述する。 

第 10 住民避難計画の不合理性について 

本項目についても，別途，即時抗告理由書で詳述する。 


