
砂 「もんじゅ」 l立福持県敦賀半島に動燃が設置した高速

増殖炉原裂炉である｛電気出力28万KW）。

砂高速増殖炉の実験炉『常陽jl立、発属機能を持ってお

8ず，蒸気発生器やタービシなどもない。

惨軽水炉I立，核燃料としてウラシ235を使用するのに

対し，高速増殖炉は，ワラシ235を濃縮した残りの

劣化ワラシと燃えるブルトニワム239の混合酸化物
を使用し，援分裂によって生じた高速の中性子を劣佑
ワラシの約99. 7%を占め苔ワラシ2381こ衝突さ
せ，それをプルトニワム239に転換し，消費した燃

料以上の核燃料物質を稽殖しようとするおの。

砂プルト＝ワム・ウラ〉混合燃料

惨高速中性子によ否制御、熱中性子制御より技術的に困難。

砂高速で鳩殖されるわけではない。

険水などの減速材がない。

砂ナトリウム冷却。運転中の子炉に入れない．中を見否之と
b~できない．メシテナシスカ！難。

砂二次系ナトリウムと察気系の間｛i'.:蒸気発生器があり、水とナ
トυワムの聞で叫交換す否。

惨 『ワラシ238からプルトニワム239を作り、燃斜を瑠殖
するjという菩ゆ原子炉とされ窃か。

2016/11/1 

（撮影湾渡雄一）

砂ちんじゅは1995年に数ヶ月試運転しただけ。

砂発電実績は，原子力研究開発機構によ否と1億200万キロ
ワット時。

惨 「ちんじゅ」の設計出力Iま28万キロワ'.Yトであるかe，フ
ル出力運転の15自分程度1.：過ぎない。

砂 2014年度までに要した建設賓と維持管理費，燃料費l立1
兆3300億円に達している｛これは人件費を除いた数字で
ある。｝。

炉選近の政府予算では運転買用l孟認め6れず，安会対策・着実
な点検の実施Ii:係る経費として159億円J設備の維持管理
等にg必要な経賓として38億円だけが認め5れた。

惨プルトニウム239は，突然1.：：は存在しない人工醐古性犠密官，磁勧
の極めて大きいアルコア線を放出し，モの半滅期はZ万410日年とさ
れてい吾。

’b プルトニウムの毒性1.：：は，泊射線1.：：よ吾毒性と化学的な毒性が宮まれ否．
肱射線によ奇毒性は，アルファ線による右ので，人体の中在極めて揺し、
距離しか透過しない｛組織の中で約4日ミクロ〉，骨では約10ミクロ
シ）o この短い距離の聞に，アルフア線は細胞や組織，器官Ii:強λエヰ
ルギーを与え，障害を引き起とす。

惨プルト＝ワムの許容量（;I;経口鍍取［消化管系〕の場合と眠λ接取［呼吸
器系｝で大きく異なる．

砂経口摂取されたプルトニウムの大半［孟体舛排出され否のIi:対し，寝入摂
取されたプルトニウムは肺Ii:沈着し，ゆっくりと血漉在経由して骨やり
::,JC節，肝障などに蓄積され，排出されない。年摂取限度l宜限λ接取の
場合l孟0.0 S 2同｛約2000万分の1グラム｝，経口鰻思の塚合l立48
μgでおり，約1000倍の聞きがあ否．
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砂金属ナトUワムI孟，酪棄と鼠レ〈化合す吾弱性を持つτいる.L.由ため，
高温申ナトυワム古q空気と接鍵す奇と，濯しく燃焼して扇動在需す吾．

砂 ＊と接触して壱，＊分中由臨譲と容易に化合し，寓熱鰭携を起己すとと古
に，水禁と苛性νータを発生吉せ吾｛ナトυワムー水反応｝．

砂発生した串豪I孟，モ由翠度釦伺によっτl孟，空気中由酷霊と反応しτ，穏
焼又除埠寓する危側室がある．

惨ナトυロムがコシ0ロートと接触した混合で壱同信官;st;>，コシ0υート
申白水分とナトリウムとが語障しく化合す奇結集【ナトリウムーコシヲυ』

ト反応），水分をなくしたコ：：，,01；ートf;t，その強墜を失ラ可能性がある．

砂冷却材が裏失したと晋由た品目緊急炉心冷却装置がなく，外脅か6,J(を掛
けるわ防に古いかない．

俳ナトUワム｛串却初｝申外界への漏えい防止対震は，高速揖殖炉の重要な
按術餌題目ーつである．

砂 ・1983年5月27自動燃応対して古んじゅ原宇都について陸置許可!1M量

砂 • 19 8 5年9月25日 原告図が民事差止罫訟と4笥置処分摂効礎毘訴訟を併合
提起

， ・1986年4月25目 第1回口頭弁論で、磁辺甚三原告団長が f科学よ関
吾なかれ」と意昆陳述する．直後にチェルノブイリ事苗泊電器生．

惨 ・1987年2月20目福井地誌が告訴と昆誌を分躍して、行訴由み結審．

惨 ・1987年12月25自行訴について福井抱裁が原告全員に原告遇措なしと
して罰百求却下の判決（横山龍夫白石醤盟都究葎）．

’ ・1989年7月19日 行訴についτ名古屋高義金沢支部で原告のー部｛原
子炉か昌半径20キロメートル以内1；：：居住する者｝に原告遇措がおり、他の原告
には原告適格なしと由靭街．現方がよ告（持上孝一 揖垣敏生紙滞健二）．

• ・ 1992年9月22日 行訴量高裁第3小諸窓会員に原告通話晶りとの
判断【良家克己堰よ寄書画都港尭佐臨庄市郎可部恒雄）。行也事件は民
事訴訟の審理が報続しτいた福持地裁に差し震吉れる．

砂 ・2003年 3月 17日最高裁が冒頭弁請を聞く．

砂 ・2005年 5月 30日 最寓裁第1小法廷は、原判決を破棄

し、地裁判決を正当として住民儒の諦京を棄却す毒事燥を下した

｛泉低・畠横尾和子甲斐中辰夫島田仁即才口千暗）九

惨 ・2005年 6月 Z88 住民は、最高裁は原審の適法に確定し

た事実関係に拘束されるはずである｛民事訴訟法321条）の

1；：、これを跨手に変えたととなどを根拠1.：：最富裁に再審訴状を提
出。

惨 ・2005年 12月 16日鐙高裁第一小法廷は、我々の行ってい

た再審請求を棄却した。
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砂・ 1!.195年12月8日
が需主‘

1984年1.：：もんじゅ訴訟を
呼びかけた商木仁三郎氏
『プルトこっムの恐怖』は
ちんじゅ弾劾の書

• • 199 7年9月10日 内閣総理大臣が古んじゅのー年間溜転停止を命帝．

惨 ・1998年10月21日佐麗ー男原子力安全委員唇が原告申請証人としτ
証書ι現在由知見を踏まえれば笥んじゅについて『今な与許可は下りないJと
述内吾

惨 • ;!_00 0年呈月2畳日 行政訴訟と民事訴訟申双方tごついτ原告白鼠求棄却
回 1決｛岩罰議彦酒井康尭岩崎邦生．）事

• • 200 0年12月18日 高話第1回口頭弁捨、住民倒f;t行直訴訟先持結審
申方it.

砂 • .?DO 1年6月6日 吉んじゅニ次系ナトυワム対篇についτ設計変更許可
申請畠．

惨 ・2001年12月11日 告んじ珍.，~発生器について陵計棄更許可申靭
【保安院申指導｝．

• • 200 3年1月27日名古屋高舞金沢車部［宜、行蹟訴訟について寧＃許可
盤分自無効在確認する住民側全面勝訴判決を下した（川崎和夫 lll!孝治榊原

一～
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開 Uヲ

マ画期的な判決は裁判官の徹
底した審理か6生み出された。
v一年酪、双方の専門家が出
席した月一回の全日進行協議
という異例の審理方式を実施
した。
マ高裁として異例の現場進行
協議を実施した。
マ当事者双方IC:、徹底した質
問をして、疑問点を隅§かに
しよラとした。
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砂裁判所検証1.：よる床ライナー4湖億の発見

惨動揺による爆犠実験ビデオの入手ライナー1.：穴

砂ナトυウムコシクリート反応1.：よ苔水霧爆発

砂床ライナ→員傷の原因は、ナトリワム・鉄複合酪｛巨物が生戚されたこと
で，実震でち舗材Iま鉄の題点に実ってお5ず，化学反応1.：よる鏡傷で
あったことが確認古れたe

炉高温のナトリウムが磁器や水と反臨して隼感じたナトυワム化合物方湖
を腐食す否メ力ニズムが進んでいたのである．銅i孟融点（140日産）
よりも，低い温度（60 0度｝で腐食する溶解塩反応が起きていた．

惨安全審査においてはこの点の審査は欠落していたe

惨この点が無効判断の第1のポイシトであったが、最高誌では，とのz告は
誌祖設計に関する事項であり，基本設計の誤りではないという形式的な
理由で許可の違港事由にあた5ないとされた．
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砂イギリスの高速摺捌戸PF Rにおいτ『高温ラプチャ」という現象が発
隼し、短時聞の肉に多数の伝飴管が磁断した（1987).

砂動熔の行ったSWAT-3 Run-16実験l孟1999年位、秘密と吉れ危
PF R事践についての小林圭二民の調査1.：：基づいて、福島みずほ昏謡協
議員の科学掠術庁への資料要求1.：：よって開示された『動燃の海外調室報
告書」の中で明らかになった．

惨 Run-16実験I.I:，動燃が安全審査中の1981年1.：：待った伝熱管破損伝
描誌験で、 54牟の配管のラぢ，実1.::25本が，高混ラプチヤによって
破損するという盛大な結果となった．

惨ところが，己の設計基準事誌を謹かに超える深刻な試験結果は，動強に
よって完塗に硲密l己吉れ，国民1.：：公表されなかっただけでなく，科学技
術庁に報告されたのは， ・1994年11月であり，原子力安全委員会に
報告されたのは， 1998年4月1.：：なってのことであった。

砂動燃l立、鎌々なケースにつ示で薦書干じたところ，保守倒解析におい
ては，機械的エネルギー放出の高いちのから、平衡炉心の燃焼末期
(EOEC）のパラメータ解析では992MJ,676MJ, 690MJ, 

初装荷炉心の燃焼初期（BOIC）のパラメータ解析では41SMJと
いラものがあった．

砂しかし、動燃は，このような高い健を隠し、約3SOMJをもって
もんじゅの伊心損傷後の最大有効仕事量の値として採用レr許可申
請書に認裁したa これらの解析結果を私1とちが知香乙とtJ（できたの

は，全くの偶然であった．

惨 『高速増：Ji!原型炉『ちんじゅ』 HCDA鰐析』 ｛動力炉・桜燃料開発
事業団大洗工学セシター、 198Z年3月作成， 284頁｝を入
手して分析した。之のレポートは私由明内の古本屋-c:発見して30
00円で買い求めたものである。

惨事故に対応して

なかった原処分について、

くべき判決。

でしなければなら

違法性がないと断じた驚

惨高裁判決が認定していない事実を量高裁が勝手に書

室塑Zs、これと事実r.：：矛盾する高裁の認定事実は全

て無視した。

砂行政法学会か6'5厳しい批判lがあった。

砂ちんじゅは今ち、運転を再開できていない。

砂最軍事裁は、みずか与の打ち立てた伊方判決基準す6
鱗視し、園憶に屈した。

砂高速摺殖炉はプルト＝ヲムを熔料とし，ナトリウムを
冷却材とし，吉呂田孟按分接強直吉t.：：発生する却発申
世子と血較して，按分震後1.：：ゆっくりと発生する遺脅
中性子＠割合が少ないため制御しt.：：くい．

砂⑤冷却材のナトリウムが涜臨す'i5と出力をよ昇さぜる
働きが生じ，棋走しやすくなる．

惨②炉心の配列が乱れ，燃料棒古可S:~＼ l;:J!lづいたり，融
けて合体したりす吾と出力を上昇さ世否直面告が隼す畠．

砂 『炉心崩諸事故jに闘し、動煩［宮、発生す否ヱネル
ギーの数値が高い解析結果1左記裁せず、その数値tf低
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〈、原子炉の安全性が雄持され甚之とが明5かな解析 F 一ーー
結果の時間した申臨を作威していた． J器J人

宅んじゅの危険性を研究した
小林圭＝民
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(2005.12もんじゅ事故10周年
集会f；：集まった弁麓国メシバー）

惨2009年栂蹄最高裁判決は安全審資で想定された
基準地震動をはるかに超える中越沖地震の発生、組
崎原発における3200カ所ちの同時故障の発生に
ちかかわ6ず、地震の発生が事案審理を行う高裁審
理終了後のことがSだとして無視した。

p，ちんじゅと柏崎の二つの霞高裁判決の誤りこそが、
全国の裁判官を萎縮させ、司法の判断線棄を招いたa

炉原発は深刻な災害を引き起こすおそれがあ
る。

静安全審査は災害が万が一にち起こ与ないよ

うにするための壱のである。

惨現在の科学援術水準が判断基準。

惨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。

三陸沿岸では貞観［じようがん｝地震（86 9年｝の大津波
があったことb《指摘されています．長い地球の歴史か8晃れ
［宮、わずか干年前に起こったととl志また起こりう苔『具体
的危険』だと思います。原発という危険なちのを扱う以上、
当然、備えるべきです。東京電力がまとちに対応しなかった
のは信じ8れませんe （朝日新関2011年6月2日）
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惨はじめて原告勝訴の2003年名古
屋高裁金沢支部もんじ明訴訟判決。

惨耐震設計審査指針の合理性が失われ
てい否ことを理由Ii:原告勝訴を導い
た2006年の金沢地裁志賀こ号炉
判決

砂 1990年代か62000年代前半
にかけて、結槍は敗訴でも、裁判官
カ原発の安劃生［；：疑問を持右、悩ん
だ痕跡のある興味深い判決がたくさ
ん残ってい否。それが、大飯高浜の
勝串jにつながったのだ。

炉 3. 11時に係属していたのは6件、再穣働の可
能性のあるすべての原発に対して、運転建設差し
止め訴訟を提起していくこととした。

砂現在、安川、束通を除いてすべての原発に対して
差し止め訴訟捌龍され、再欄の近い原発には
仮処分が申し立てられている。

砂仮処分で勝てば、原発の再稼働iま現実に止め5れ
る。
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砂しかし、訴訟をしていなければナトリウム漏洩事故直後に我々古憲政現
掲Ii:検証のために立ち入るとともできず、ライナーの損傷という重大事
実ちクローズアvブすQことができず、問題は温度計の設計の問題に押
し込め8れ、ナトリワム溶陸塩型腐食の問題は明らかにな§ず、大規模
な改造工事ち行われないままに、早期に運転を再隠しただるう．

惨蒸気発生器の高温ラゴチヤ問題也、 SWAT3-RUN16の存在など
i吉永遠に秘密にされたまま、深く壊もれたままとなっていただろう。そ
して、蒸気発生器の盟惜造など闘蕗ちされなかったであろう．

砂炉心崩接事館の潜在的な危険性について壱、動燃［当時｝の秘密レポー
トは明告かにされ各ことなく、深く埋もれたままとなっていただるう．

~ 

。原発訴訟の歴史と理論的な争点をまと

め、裁判所の判断の譲りがど乙にあ15の
かを明8かにしたかった。

0全国の連携で、裁判官を励まし、原告
勝訴事j決を抵抗なく書ける環境を作る。
O裁判官と討議のでき否畜理形式を通じ
て、裁判官の知識を進化させ、確信を

持って判決を書いてちらう工夫をしたい。
03. 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

な原発訴訟の勝剰の方程式を示したかっ
た。

砂原発訴訟全国提訴の最初の成果

である。

惨私iま第1回口頭弁論での弁護団

意見陳述をした。

惨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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惨人の生命を基礎とする人権権l玄、裁が国の法制下で之れ
を超えQ価値を他に見出すことはできない。

砂原発の稼働は経済活動の自由という範隠にあり、人格権
の概念の中核野分より劣位に置かれるべきだ

惨『大きな自然災害や戦争以外で、之の根源的な権利が趨
めて広汎に奪われ否といき事態を招く可能性があQの（;I:
原子力発電所の事故のほかは想定し難いJ

砂福島原発事依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答のは当然
だ。

炉原子力発電車技術の危険性の本質及びそのちた8す被
害の大きさは、福島原発事故を混じて十分に明Sか
になったといえる。

砂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カ明がーでちあるのか力也判
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、この判断を避け否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。

炉現i之、会闘で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発！ζ5回
にわたり想定した地震動を超え否地震が平成17年以後10年足
8ずの悶に到来してい否という事実を重視すべきは当然であ l

る。

惨地震の想定lζ関しこのような誤りが重ね5れてしまった理由
については、今後学術的r.：：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あ。

惨乙れ6の事例はいずれも地麗という自然の節における人聞の
能力の限界を示すものというしかない。

2016/11/1 

砂我が国の地震学会においてこのような規模の地震の
発生を一度ち予知できていない。

砂地霞は地下深くで起こる現象であ否か8、その発生
の機序の分析は仮説や推測に依拠せざQを得ないの
であって、仮説の立論や検証ち実験という手法がと
れない以上過去のデータに頼Sざるを得ない。

砂地震は太古の音かち存在し、繰り返し発生している
現象ではあ否がその発生頻度は必ずし右肩いちので
はなく、正確な記録は近時のものに限ちれ、頼るべ
き過去のデータ（;I:極めて限6れてい否。

砂① 2005年S月16日／窟椋県沖地麗／女川原発

砂②2007年3月2s日／能髭半島地底／志賀原発

砂③ 2007年7月16日／新潟県中越沖地震／柏崎戸j羽原発

惨④ 2011年3月11日／東北地方太平洋沖地震／福島第一原発

砂⑤ 2011年3月11日／東北地方太平洋沖地震／立川原発

砂石橋克彦氏1.：：よれば、実は5固ではなく、 7回だという。割b地方太平洋沖
地震時の東海第Z原発と2012年4月7自の余霞時の女川原党でも基準地
雷勤を超えてい吾という｛石橋克彦「原発規制塞準は『世界で髭も厳しい水
準』の虚構」『科学』 2014年8月号営遺書店 876ベ－s;,J' 
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、、

惨本件原発の地震L想定が基本的には上詔4つの原発におけ否
のと同様，過去におけ否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§ず，関電の
大飯原発の地底想定だL拍 t信頒Iζ僅す否という根拠I立見い
出せない。

惨実際に過去に誤りを霊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草される
ことなく用い8れている以よ、また同じ過ちを犯すかちし
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
問題を指鏑した点力t画期的だ。

曜：i韓
差し止め決定を出した
山本善彦裁判長

惨電力会社において，依拠した根拠，資料等を明5かに
すべきであり，その主張及ひ疎明が尽くされない場合
！とは，電力会祉の判断！こ不合寝な点があるとと力事実
よ推認され奇。

惨電力会社は，福島原発事故を踏まえ，原子力規制行政
がどのように変化し，その結果，本件各原発の諦十や
運転のための規制が具体的にどのように強化され，債
務者がこの要請にどのように応えたかについて，主張
及び疎明を尽くすべきである。 ， 

2016/11/1 

I> 2015.12.24 

砂高浜原発差し止め仮処分異
審逆転決定

砂高浜原発3,4号機はZ016 
1,2月に再稼働。

惨しかし、 2016.3.9大
地裁決定により再び停止へ

砂2016年3月9目、大津地裁｛山本善彦裁判長、小Ill紀代

子裁判官、平瀬弘子議事j官）は、関西電力高浜原発3、4号
機の運転を禁止す苔仮処分決定を行い、トラブルで停止中の
4号炉と併せ、同原発は運転を停止した。

惨現1.：：運転中の原発に対して運転を禁止す奇仮処分決定が出さ
れ、現実！こ運転を停止さぜるのは今回の決定がはじめてでお
る。まさに、司法が市民か8付託されたカを用いて、原発事
故による災害か8住民の命と健康を守ったのである。

砂7月12回、大津地裁は保全異議申し立てを棄却。舞台は大
阪高裁に移った。

砂福島原発事故の原因究明lま，建屋内での調査治雄んで
お6ず，今なお道半ばの状況。

b湾l）！主を主たミ5原因として特定し得たとしてよいのかち
不明である。

惨その災禍の喜芸大さに真震に向き合い二度と同様の事故
発生を紡ぐとの見地か8安会確保対策を講ずるには，
原因究明を徹底的に行うことが不可欠であ否。

砂そもそも新続制基準策定に向かう姿勢1.：：：非常に不安を
覚えるちのといわさるを得ない。
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