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第１

本書面の趣旨
２ ０１４ （平成２６） 年５月２１日、福井地裁 は、関西電力 大飯原子
力 発電所３号機及び４号 機の原子炉について、運転 差止め を命じる 判決
を 言い渡した （以下「福 井地裁判決」という。）。同判決は、本件事故後
に 初めて言い渡された原 子力発電所の差止め訴訟の判決であり、また そ
の 内容も、史上３度目と なる運転差止めを命じるものであったことな ど
か ら、すでにマスコミ等 でも大きく報じられ（甲 Ａ９６＝各紙の報道 ）、
判決全文も公表されている（甲 Ｂ１４＝判決書）。
福井地裁判決は、原子炉の運転差止め訴訟に おける 判決であり、本件
の ように損害賠償を求め る事案とは異なる。もとより、同判決は、大 飯
原 発についてのもの であ って、福島第一原発について述べたものではな
い。
しかし、原告らは、福井地裁判決が述べる人格権の位置付けや原子力
発 電所に求められる安全 性についての考え方は、普遍性を有するもの で
あ り、本件訴訟において も十分に参照されるべきであると考える。 その
ため本書面において、同判決を引用しつつ、原告らの主張とする。

第２
１

福井地裁判決の内容
事件の概要
原告合計１８９名が、 ２０１２（平成２４） 年１１月３０日（一部は
２０１３〔平成２５〕年５月１１日）、 関西電力株式会社を被告として、
大飯原子力発電所（福井県大飯郡おおい町１字吉見１－１）において、
同原発３，４号機の原子炉の運転をしてはならない旨、求めたものであ
る。運転差止めの根拠として、同事件の原告らは、人格権ないし環境権
を選択的に主張していた。
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２

判決主文
判決は、大飯原発から半径２５０キロメートル圏内に居住する原告１６

６名との関係で、被告に対し、同原発３，４号機の原子炉の運転 差止めを
命じた。

３

判決理由

（１）概要
判決書は、本文で６８頁にわたるが、裁判所の判断（判決書３８頁以下）
の構成は、概ね以下のとおりである。
すなわち、判決はまず、「１
述べ、次に、
「２

はじめに」と題して人格権の位置付けを

福島原発事故について」として本件事故の周辺住民へ

の影響を述べ る。なお、このなかで、原子力委員会委員長が福島第一原
発から２５０キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性
を検討したことが、本件判決で請求を認容した原告の範囲の画定にあた
っても考慮されたものと思われる。そして、
「３

本件原発に求められる

べき安全性、立証責任」において原子力発電所に求められるべき安全性
と、差止め訴訟における判断基準と立証責任に触れ、
「４

原子力発電所

の特性」において原子力発電所の本質的危険性を認めている。
大飯原発の原子炉の安全性に関して、「５

冷却機能の維持について」

と題して基準地震動との関係で冷却機能を維持できない 問題、及び、
「６
閉じ込めるという構造について（使用済み核燃料の危険性）」と題して核
燃料プールの危険性の問題を指摘している。そして、
「７

本件原発の現

在の安全性と差止めの必要性について」で大飯原発が新規制基準の下で
も安全技術・設備に脆弱性が残ることを指摘する。
また、
「８

原告らのその余の主張について」では、津波による危険等、

上記５，６以外の点についての原告らの主張や、環境権に基づく主張に
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ついては選択的な主張であって判断の必要はないとし、
「９

被告のその

余の主張について」では、原発の運転によるコスト削減や環境面のメリ
ットといった被告の主張を、取るに足りないものとして一蹴している。
（２）人格権の位置付けについて
福井地裁判決は、
「１

はじめに」
（３８頁）において、人格権の位置付

け、及び、差止め訴訟との関係 にかかわって次のように述べる。
「ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤
に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度
に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このこと
は、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、
私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされてい
る以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。
個人の生命、身体、精神及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他に
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止めを請求できるこ
とになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多
数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が
強く働くのは理の当然である。」
（３）原子力発電所に求められるべき安全性について
ア

判決は、上記（２）の人格権の位置付け、及び、福島第一原発事故で
半径２５０キロメートル圏内の住民に対する避難勧告が検討され、また
チェル ノブ イリ 原発 事故に おけ る避 難区 域も同 様の 規模 に及 んでい る
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こと、「放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上
で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問」
があり、２５０キロメートルという数字が直ちに課題であると判断でき
ないことを前提として、次のように述べる。
「原子力発電所に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度な もの
でなければならず、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべ
く万全の措置がとられなければならない。」
イ

そして、人格権と原発の運転の利益との調整については、差止め訴訟
における判断であること、福島第一原発事故後の判断であることを前提
として、次のとおり指摘している。
「原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むも
のではあるが、原子力の利用は平和目的に限られているから（原子力基
本法２条）、原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手
段たる経済活動の自由（憲法２２条１項）に 属するものであって、憲法
上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。しかると
ころ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に
奪われ ると いう 事態 を招く 可能 性が ある のは原 子力 発電 所の 事故の ほ
かは想定し難い。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その
存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少な
くともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止
めが認められるのは当然である。このことは、土地所有権に基づく妨害
排除請求権や妨害予防請求権においてすら、侵 害の事実や侵害の具体的
危険性が認められれば、侵害者の過失の有無や請求が認容されることに
よって 受け る侵 害者 の不利 益の 大き さと いう侵 害者 側の 事情 を問う こ
となく請求が認められていることと対比しても明らかである。
新 しい技 術が 潜在的に 有する 危険 性を許さ ないと すれ ば社会の 発展
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はなくなるから、新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大
きさが明確でない場合には、その技術の実施の差止めの可否を裁判所に
おいて判断することは困難を極める。しかし、技術の危険性の性質やそ
のもたらす被害の大きさが判明している場合には、技 術の実施に当たっ
ては危 険の 性質 と被 害の大 きさ に応 じた 安全性 が求 めら れる ことに な
るから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、
危険性 を一 定程 度容 認しな いと 社会 の発 展が妨 げら れる ので はない か
といった葛藤が生じることはない。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、福島原発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 的危 険性 が万が 一で もあ るの かが判 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。」
ウ

また判決は、こうした考え方は、「人格権の我が国の法制における地
位や条理等によって導かれるものであって、原子炉規制法をはじめとす
る行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。」とする。
そのため、原子炉等規制法の「趣旨とは独立して万一の危険も許され
ないという･･･立論は存在する」と述べ、また、国の審査における専門
技術的な裁量を伴う判断についても、「 改正原子炉規制法に基づく新規
制基準 が原 子力 発電 所の安 全性 に関 わる 問題 の うち いく つか を電力 会
社の自主的判断に委ねていたとしても、その事項についても裁判所の判
断が及ぼされるべきであるし、新規制基準の対象となっている事項に関
しても 新規 制基 準へ の適合 性や 原子 力規 制委員 会に よる 新規 制基準 へ
の適合性の審査の適否という観点からではなく、
（１）の理（引用者注：
人格権 の位 置付 け） に基づ く裁 判所 の判 断が及 ぼさ れる べき ことと な
る。」とする。
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（４）原子力発電所の特性について
判決は、次のように述べて、原子力発電所の「本質的な危険」を指摘
する。
「原子力発電技術は次のような特性を持つ。すなわち、原子力発電に
おいてはそこで発出されるエネルギーは極めて膨大であるため、運転停
止後においても電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず、その
間に何時間か電源が失われるだけで事故につながり、いったん発生した
事故は時の経過に従って拡大して行くという性質を持つ。このことは、
他の技術の多くが運転の停止という単純な操作によって、その被害の拡
大の要 因の 多く が除 去され るの とは 異な る原子 力発 電に 内在 する本 質
的な危険である。
したがって、施設の損傷に結びつき得る地震が起き た場合、速やかに
運転を停止し、運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し
続け、万が一に異常が発生したときも放射性物質が発電所敷地外部に漏
れ出すことのないようにしなければならず、この止める、冷やす、閉じ
込める とい う要 請は この３ つが そろ って 初めて 原子 力発 電所 の安全 性
が保たれることとなる。仮に、止めることに失敗するとわずかな地震に
よる損傷や故障でも破滅的な事故を招く可能性がある。」
（５）大飯原発の安全性について
判決は、大飯原発については、「地震の際の冷やすという機能と閉じ
込めるという機能において次のような欠陥がある」として、以下の各点
を指摘している。
ア

冷却機能の維持について
１２６０ガルを超える地震によって冷却システムは崩壊し、メルトダ
ウンに結びつく。このことは関西電力も認めている。ところが、「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 度も 予知で き
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ていないことは公知の事実であ」り、地震の想定は限られたデータをも
とにしたもので、「大飯原発には１２６０ガルを超える地震は来ないと
の確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。」
関西電力は、大飯原発で起きる可能性のあ る地震動Ｓｓとして７００
ガルを設定している。７００ガルを超えるが１２６０ガルを超えない地
震であっても、炉心損傷に結びつく原因事実となることも、関西電力は
認めている。関西電力は、この場合でも、有効な手段を打てば炉心損傷
に至らないと主張するが、地震の性質や事象の把握の複雑さ・困難さ、
防御システム自体の破損の可能性等を考慮していない。そもそも、２０
０５（平成１７）年以降１０年足らずの間に、基準地震動Ｓｓを超える
地震が５回も起きていることからすれば、基準地震動の想定自体に無理
がある。
また、７００ガルに至らない地震についても、外部電源の喪失や主給
水ポンプの破損があり得るが、「電気と水のいずれかが一定時間断たれ
れば大事故になるのは必至である。」
「日本列島は太平洋プレート、オホーツクプレート、ユーラシアプレ
ート及びフィリピンプレートの４つのプレートの境目に位置しており、
全世界 の地震 の１ 割 が狭い 我が国 の国 土 で発生 すると いわ れ ている 。」
「この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発に到
来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地
震動に 満た ない 地震 によっ ても 冷却 機能 喪失に よる 重大 な事 故が生 じ
得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をは
るかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設のあ
り方は 原子 力発 電所 が有す る前 記の 本質 的な危 険性 につ いて あまり に
も楽観的といわざるを得ない。」
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イ

閉じ込めるという構造について
判決は、「原子力発電所は、いったん内部で事故があったとしても放
射性物 質が 原子 力発 電所敷 地外 部に 出る ことの ない よう にす る必要 が
あることから、その構造は堅固なものでなければならない。」と述べた
上で、大飯原発でも核燃料部分は堅固な原子炉格納 容器の中にあるが、
使用済み核燃料については「原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核
燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は１０００本を
超えるが、使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが原
子力発 電所 敷地 外部 に放出 され るこ とを 防御す る原 子炉 格納 容器の よ
うな堅固な設備は存在しない。」と指摘する。
その上で、福島第一原発４号機において、使用済み核燃料プールに納
められた使用済み核燃料が危機的状況に陥り、そのために避難計画が検
討されたこと、その被害は最大で、強制移転を求めるべき地域が１７０
キロメートル以遠に 生じる可能性があるなど、重大な影響を生じる可能
性があったとする。

（６）原告のその余の主張の位置付けについて
判決は、上記（２）～（５）等を前提とした大飯原発の現在の安全性
について、「国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守
るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全で
はないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確
たる根 拠の ない 楽観 的な見 通し のも とに 初めて 成り 立ち 得る 脆弱な も
のであると認めざるを得ない。」とする。
判決は、その上で、原告が他に主張している津波による危険等、さま
ざまな要因による危険性や環境権に基づく請求については、「 これらの
危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、
環境権 に基 づく 請求 も選択 的な もの であ るから 同請 求の 可否 につい て
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も判断する必要はない。」と述べ、この点を判断するまでもなく主文の
判断が導かれることを確認している。
（７）被告のその余に主張に関する判断について
関西電力が訴訟で主張した「本件原発の稼働が電力供給の安定性、コ
ストの低減につながる」との主張について は、「当裁判所は、極めて多
数の人 の生 存そ のも のに関 わる 権利 と電 気代の 高い 低い の問 題等と を
並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること
自体、法的には許されないことであると考えている。」
「被告の主張にお
いても、本件原発の稼働停止による不都合は電力供給の安定性、コスト
の問題にとどまっている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪
失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字
が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな
国土とそこに国民が根を下ろして生活して いることが国富であり、これ
を取り 戻す こと がで きなく なる こと が国 富の喪 失で ある と当 裁判所 は
考えている。」と述べて退けている。
また、「原子力発電所の稼働がＣＯ２（二酸化炭素）排出削減に資す
るもので環境面で優れている」との主張に対しても、「 原子力発電所で
ひとた び深 刻事 故が 起こっ た場 合の 環境 汚染は すさ まじ いも のであ っ
て、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であるこ
とに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは
甚だしい筋違いである。」と述べて、関西電力の主張を一蹴している。

第３

小括
以上のように、福井地裁判決は、人格権を「 すべての法分野において、
最 高の価値を持つとされ ている 」ことを確認した上で、原子力発電所の
事 故によって侵害されう る権利は「 人格権とりわけ生命を守り生活を 維
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持 するという人格権の根 幹部分」である とする。そして、原子力発電 所
が 内包する「本質的な危 険」を前提とすれば、かような人格権の侵害 を
も たらす事態が生じる「 具体的危険性が万が一でもある」場合には、差
止めを認めるべきであるとしている。
このような福井地裁判決の考え方は、人格権の位置付けという点で同
判 決にとどまらず普遍的 な性格を有するものであり、現に福島第一原 発
事 故によりふるさとを喪 失し、避難生活を余儀なくされている本件原 告
ら の人格権・人格的利益 を考慮するに当たっても大いに参照されるべ き
も のである。また、運転 差止めを認める根拠としての人格権は、当然 な
が ら、損害賠償における 被侵害利益としても十分考慮されなければなら
ないものである。
福井地裁判決は、大飯原発の具体的な安全性を問題としているもので
あ るが、その前提として 、原子力発電所の 「本質的な危険」に言及し 、
原 子力発電 所 の特性を踏 まえて個別の安全性を検証している。ここで 指
摘 される原子力発電所に 求められるべき安全性は、単に大飯原発のみ に
当 てはまるものではない し、福島第一原発事故後に初めて求められる よ
う になったというもので もない。もとより、福島第一原発事故後に安 全
性 の要請が高まったとい うことは言うまでもないが、原告らが本件訴 訟
に おいて従来指摘してき たように、被告は、福島第一原発における過 酷
事 故を予見し、または予 見し得たのであるから、本件事故前に結果回 避
措置をとるべきであったことに変わりはな い。
１９７３（昭和４８）年８月２７日に松山地方裁判所に伊方原子力発
電 所の設置許可取消訴訟 が提起されて以降、全国各地で多数に上る原 子
力 発電所の設置許可取消 や運転差止めが求められてきた。裁判所はこ と
ご とく請求を退け、わず かに２例あった請求認容判決も、本件事故ま で
にいずれも上級審で覆されるに至っている。
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本件事故後の初めての判決となった福井地裁判決は、本件事故の広範
か つ深刻な被害を 踏まえて なされた。本件事故そのものの被害について
司 法判断が求められる本 件訴訟では、原告らの被害と被告の加害の実 態
と 正面か ら向き合い、被告の責任を踏まえた被害回復と正当な賠償が な
されなければならない。
以
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上

