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福島第一原発事故後の裁判所の変化 
（運転等差止め請求権の有無について判断したもの） 

①大波地裁H鷺、4上馬決定（大飯仮処分）却下

②福井絶技H節．5慶1割鈍く大飯本訴）親密

③抜賀地裁H27，3．朗報決（玄海朗QX燃料使用差止）却下

④福井地裁H27．4，14決定（高浜仮処分）認容

⑤鹿児島地裁H27克之亀決定（ji納仮処分）却下

⑥福井地裁捕手12．雅決定（高浜仮処分異雑）却下

⑦大津地裁H粕．3．9（高浜仮処分）認容

③清岡溝裁白塙支部融8．描く川内仮処分）抗告楽部

⑨緬岡高裁28ふ27（玄海Mc）腹掛使用差止め）撞訴棄却

⑭大津地裁H28．7．12決定（高浜仮処分異議）原決定認可
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福島第一原発事故後の裁判所の変化 
（運転等差止め請求権の有無について判断したもの） 

①大肢地裁H篤、尊王6決遼〈大飯仮処分）部下
②福井地裁H26，5．21割凍（大飯本訴）認癖

③佐賀馳潮阻群鳥豹判決（玄海朗駁燃料使用鐘血）部下
④福井地裁H27、4．14決定（高浜仮処分）認容
⑤鹿児島地殻臨調、22決定（川内仮処分）却下
⑥福井地殻日登狙之．継決定く蔀浜仮処分異説）封下

⑦大津地裁H28．3，9く高浜仮処分）認容
⑧種田薦穀宮崎支抱擁雄．み6（川内仮処分）抗告棄却
⑨福岡高裁雑．6｝鋤く玄海納徽燃料使用義止め）控訴棄却

⑱大津地裁HZsJ12決定（高浜仮処分異議）原決定認可

⑪大頭語裁鵬動き．28決定（高浜仮処分即時抗告審）取消〃棄却
⑫広島地裁鵬3．3．鍋決定（伊方仮処分）棄却
⑳錯覚地裁醒罵ふま3決定（玄海仮処分）棄却
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大津地裁決定に至る経緯
20m．8．2第一次仮処分申立て

・勘14．11．27　第一次仮処分決定（高浜3、4、大飯3、4）

・「億療者は噺規制重義の合理性について何ら説明を加えていない。住民の遼葺計

国事の作業が進まなければ、再稼働はあり得ないことに照らしても、このような破帽
にあって、原子力挺闇妻員会がいたずらに早急に新規制基準に連合すると判断して
再稼働を容鰹するとは到底考え纏ぐ”・」－仮処分の必要性を否定して棄卸

2014．線．17原子力規制委員会、高浜3、4につき、審査書藁公表

2015．1．30第二次仮処分申立て（高浜3、4）
“Zol望・12原子力規制妻貴会・嚢浜3、4につき、般覆審史韓可

j“2m5．1nS大津地織仮処分を軍期日線輪

（的15，1224福井地裁異議蕃高浜運転禁止仮処分を取り消す）
2016．129　高浜3号機再起動

2016．2．26　高浜4号櫨再起動

2016．2．29　高浜4号継緊急停止

2m己3，9決定告知

大津地裁決定の特徴

1福島第一原発事故を踏まえた判断枠組論

2　差し止めた理由

印シビアアクシデント対策の不備（設計思想）

（2）基準地震動700ガルが不十分

（3）大津波の恐れ

（4）使用済み燃料ピットの安全性不十分

くら）実効性のある避難計画がないこと
“3特徴

（1）関西嬬力に立証の高いハードルを課した。

（2）新規制義務の不合理を明砧に指摘した。

（3）原発を受け入れるか否かは、専門的判断ではなく、社会的判断である
ことを明記した。
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大阪高裁決定に至る経過 

2016．3．9　大津地裁決定

2016．3．10関配、高浜3号を停止

2016．3．12　関配、異議申立て、執行停止申立て

2016．6．12大津地裁執行停止申立て却下

2016．7．12　大津地裁原決定認可決定

2016．7．14　関竜、大阪高裁に保全抗告“執行停止　申立て

2016，10．13　第1回審尋期日

2016．12．12主張追加第一次期限

2016．12，26　主張追加第二次期限

2017，3．28決定

大津地裁決定の意義 

司法の力で現に運転中の原発を停止さ
せた。

隣接県の住民の申立てにより隣接県の
裁判所が運転を差し止めた。

立証責任とは
・裁判所が真偽不明の場合に判決をするルール

・立証責任を負う当事者の不利な緒論になる。

“（例）金銭を貸した事実

（立証責任が貸主）「貸した」と認められるかどうかで勝敗が決まる。

（立証責任が借主）「借りていない」と認められるかどうかで勝敗が決
まる。

裁判所の判断内容 ��安全である≡ど鷺宮i危険である 

犀寵量 安全であることl 軍に立証 �について住 責任 こついて閲 責任 � ��� 
∴∴∴　　∴∴∴ ��∴∴∴ 
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！立証責任の考え方l 

獲憂轟頭韻醗鵠 
、事業者一基準の合理性・適合判断の合理性について立証する必要がある。 

変質した伊方最高裁判決枠組　l 
／事業者●基準に適合していることについて立証する必要がある。 

∴住民側－それでも危険であること（基準が不合理であること等）について立 
し　証する必要がある。 

転貸2号機金沢地裁判決l 
住民側一過請書故発生の相当経度の可能性があることについて立証責任 iiを負う。 

」事業者－それでも安全であることについて立証する必要がある。 

医聖堅堅塁］ 
事業者一基準の合理性“適合判断の合理性・福島原発事故をふまえて基準 
がどのように強化され、関西電力がこれにどのように応えたかについて立証 
する必要がある。 　　　　　　　　　　　　　　　∴ 

笠∴　：年麗讃讃認議‾‾讃閣騒讃愁圏議題閣溺罷題 �� � 

溺　善報認i驚一一一驚襲窯業印篭 � � � 
か‘亙メ　＼i‾“ 

‡ it く　　　　！■ 

鮮・掠鱈：∴一高高 �5 

深層防護の考え方 
1周一5眉それぞれが独立して求められる。 

【前段否定・後段否定】 

i鵠接鎌競酵函蹄的融的垂加漸増蘭Iti騨㌻ 

ー樽l）＼i 

‾憩麿艦＿組合船額弱毒肝験毎虞轟 

まi嚢常に対馬で姦なくても、iふ奪i　盲点の愛想鶏浅 
ー＿発き 
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大津地裁決定の特徴（基準地震動）

・松田式も耐専式も経験式

（住民）実際の観測記録は大きくばらついてい
る。少なくともその最大をとるべき

（関西電力）高浜原発周辺には、平均像よりも
大きくなるような地域性が存在しないから、平均
像でよい。

（裁判所）平均性を裏付けるに足りる資料は見
当たらず、関西電力の主張は採用できない。

避難計画の問題 

福島第一原発事故の経験に照らせば、「国家
主導での具体的で可視的な避難計画が早急
に策定されることが必要であり、この避難計
画をも視野に入れた幅広い規制基準が望ま
れるばかりか、それ以上に、過酷事故を経た
現時点においては、そのような基準を策定す
べき信義則上の義務が国家には発生してい

るといってもよいのではないだろうか」

福島第一原発事故後の法律改正

【原子力基本法】

第2条　安全の確保については、確立された国際的な基準を踏
まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに
我が国の安全保障に資することを目的として行うものとする」

【原子力規制委員会設置法】

第1条（原子力規制委員会の職務は）「確立された国際的な
基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るために
必要な施策を策定する」こと

新規制基準は、4層を取り込んだが、5居は取り込まなかった。
避難計画は地方自治体に任され、これを審査する仕組みがない。
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∴（1）福 �大阪萬裁決定の特徴 �む 寅 そのま 島原発事故被害に対する無関I 

（2）3．11前に戻った判断枠組み論 

∴華）新規制基準に対する無批判な信束 

（4）関電“原子力規制委員会の主張を 
まなぞった判断内容 

言与上新しい安全神話 

（6〉都合の悪いことはネグレクト 

輝1脚こ戻った立証責聖 ��∴： 
・抗告人において、原子力規制委員会が定めた安全性 

の基準に適合することを““主張立証すべきであり、これ 
が尽くされないときは、具体的危険があることが事実上 
推認される。 

・主張立証を尽くした時は、相手方らにおいて安全上の 

基準自体が合理性を欠き、あるいは適合判断が合理 
性を欠くことを主張立証する必要がある。 

関電の説明をそのまま記載して、関竜の主張は尽くされた 
ものと扱っている。すると、実質的な争点（住民側が指摘 
する問題点）は、すべて住民側の立証責任になる。←これ 
が伊方最高裁判決の趣旨に沿うのか？ 

（3廟規制基準に対する無批判な信頼

大津地裁決定
（原子力規制委員会の）新
規制基準策定に向かう姿
勢に非常に不安を覚える。

新規制基準の内容に立ち
入ることなく直ちに新規制
基準そのものが社会にお
いて許容され受け入れるべ

き危険の限度を画するもの
となっているとすることはで
きない。

大阪高裁決定
原子力規制委員会が付与
された権限に基づいて策定
した安全性の基準は、その
策定過穫及び内容に不合
理な点が認められない限り
は、原子力発電所に求めら
れる安全性を具体化したも
のと考えられる。
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担i福島原発事故被害に
対する無関心

福島原発事故被害についての事実が全く認
定されていない。

↓

福島原発事故を招いた司法の責任、福島原
発事故を経た今の時期に原発差止裁判を裁く
司法の役割についての無自覚

本件決定ので具体的判断部分で立証 
責任論はどのように現れているか 

（例えば）
I「新規制基準が策定し、抗告人が実施するテ

ロリズム対策が不合理なものであるとは言え

ない。」
，「汚染水対策に関する新規制基準の定めが

不合理であるとはいえない。」

醒≡聖霊萱璽≡撃た 
・地震については、すべて関西電力のいうがまま

（1）三連動を認めたことが保守的な設定であること

〈2）若狭地域では「標準的”平均的な姿」よりも地震動が大き
くなるような地域性がないこと（－経験式のパラツキを考慮しな
くてもよい）

〈3〉　震源を特定しないで策定する地震動について

①16倍問題農地霞ガイドはMwe．引こすることを求めていない。

②lSOOガル問題●最大加速度が2000ガル以上であった可能性
があるとは認められない。
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