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ア  流紋岩質凝灰岩のせん断強度を「2.9N/㎟」と評価したことに根拠が

無いこと 

Ｆ－Ｃ断層を構成する流紋岩質凝灰岩のせん断強度を「2.9N/㎟」と

評価することに合理的根拠がない。その理由は次のとおりである。 

(ｱ) 被告は、ブロックせん断試験により、ＣＨ級岩盤のせん断強度を

設定しているが、試験をしたのは、甲Ｂ第５１号証９１頁によると、

下記の場所（１.試験位置の拡大図の青色●印の位置）である。 

上記試験位置は、下記図（甲Ｂ第５１号証７頁）によると、流紋岩

の岩盤であることが容易に見て取れる。被告は、せん断試験によって

判明した流紋岩のＣＨ級岩盤のせん断強度を流紋岩質凝灰岩のＣＨ

級岩盤のせん断強度に流用しているのである。しかし、流用できる根

拠は示されていない。 



 

 14 / 25 

 

（上記の拡大図） 

 

イ 流紋岩質凝灰岩によって構成されているＦ－Ｃ破砕帯のせん断強度

が周囲の流紋岩によって構成される岩盤のせん断強度と異なることは、

Ｆ－Ｃ破砕帯が低速度であることからも容易に推認できる。 

     Ｆ－Ｃ破砕帯が低速度であることの根拠は、次のとおりである。 

(ｱ) Ｆ－Ｃ断層を通過する弾性波は、通過しない弾性波に比較して大

幅に速度が落ちている。そのことは、原告ら準備書面(37)の３(3)（６

～８頁）で赤松純平博士の追加意見書（甲Ｂ第４３号証）に基づいて

詳述したところである。 

(ｲ) ４号炉周辺の１２本のボーリング結果から判明する R.Q.D.値か

らＰ波速度を求めることによって、低速度帯があることが判明する

が、この低速度帯の沈降の傾向がＦ－Ｃ断層の傾斜と一致しており、

低速度層がＦ－Ｃ断層と密接な関係があると考えられることは、原

告ら準備書面(69)第４の５（12～19 頁）で赤松純平博士の３通目の
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意見書（甲Ｂ第４４号証）に基づいて詳述したところである。 

(ｳ) 赤松博士は、被告が高浜３、４号機敷地で実施したファンシュー

ティングのデータから計算されて地震波トモグラフィー4を作成され

た。それが、下記下段の図である。上段には、被告が作成した試掘坑

展開図（その１～その１３）【乙Ｂ第１８号証の第３.５.２４図（6-

3-637頁～649頁）】を赤松博士が合成した図面を、中段には、被告が

作成した試掘坑内弾性波速度図（その１）【乙Ｂ第１８号証の第３.５.

５６図（6-3-712頁）のデータを赤松博士がグラフ化した図を、それ

ぞれ場所を一致させて並べる【甲Ｂ第５０号証２０頁】。 

     

 

       下段のトモグラフィーの点線で書かれた円は、左が４号炉、右が

 
4  地震波の伝播時間を用いて、地球内部の 3次元速度構造を求める手法。そ

れによって得られた画像を指す場合もある。生体内や物質を非破壊的に観察

するためにコンピュータ断層撮影（CT）や核磁気共鳴、ガンマー線を用いる

ように、地球内部を地震波を用いて観察する。医学のエックス線 CT等と原

理としては同じであるが、それらが物質の密度の分布を画像化するのに対

し、地震波トモグラフィーでは、内部を通る地震波の速度の分布を画像化す

る。 
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３号炉を示す。弾性波速度は、４号炉と３号炉の中間付近、すなわ

ちＦ－Ｃ破砕帯付近で３.３㎞/s 程度まで低下していることが分

かる。中段のグラフでは、最も低い場所では３km/sを示している。

上段をみると、被告は、Ｆ－Ｃ破砕帯付近には支保工5を施してい

ることが分かる。Ｆ－Ｃ破砕帯付近の岩盤が脆いことは、被告は熟

知しているのである。 

 

ウ Ｆ－Ｃ断層の構造を正確に評価していないこと 

(ｱ) 被告は、Ｆ－Ｃ破砕

帯を１本の破砕帯とし

て記載しており、地盤

の安定性もその前提で

評価している。甲Ｂ第

５１号証 26 頁のＦ－

Ｆ’断面図を再掲する

と、右図のとおりである。 

(ｲ) ところが、被告が作成した高浜３、４号機の設置許可申請書には、

Ｆ－Ｃ破砕帯について、次のとおり記載されている。 

      「Ｆ－Ｃは音海流紋岩の流紋岩質凝灰岩層中の断層であり」「水抜

き坑の坑口から約１４０ｍ～約１７５ｍの区間に流紋岩質凝灰岩が

分布し、その中で断層が２か所に認められた。」「４号炉背面から実施

したボーリング調査【H25-9孔（斜め約 70度：長さ 100ｍ）】の結果、

水抜き坑と同様に、音海流紋岩の流紋岩質凝灰岩中に断層が２か所

で認められた。」（乙Ｂ第１８号証 6-3-112～113頁）。 

(ｳ) すなわち、Ｆ－Ｃ断層は、２個の断層で形成されているのに、被

告は、１個の断層である前提で地盤安定性評価をしている。自らがし

た破砕帯調査の結果を捻じ曲げているのである。 

 

４ 小括 

 
5 トンネル・橋梁などの土木工事や建築などにおいて、上または横からの荷重

を支えるために用いる仮設構造物 
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以上のとおり、被告は、すべりに対する安全性を評価するに当たり、岩石

の引張強度を岩盤のそれにすり替えたり、想定すべり面を形成する破砕帯

が低速度であるのに、別種類の岩石の岩盤の試験結果をそのまま流用する

などして、すべり安定性が問題ない旨の結論を出している。そして、原子力

規制委員会は、これを問題にすることなく高浜３、４号機についての設置変

更許可処分をしたのであって、その調査審議及び判断の過程には、看過でき

ない過誤欠落があるというべきである。 

 

第３ 美浜原発３号機基礎地盤及び周辺斜面のすべりに対する安定性について 

美浜原発３号機基礎地盤及び

周辺斜面のすべりに対する安定

性を評価した被告の手法には、

多くの問題があるが、ここでは、

同原発の炉心位置を概ね東西に

貫くＤ－Ｄ’断面、概ね南北に貫

くＥ－Ｅ’断面、周辺斜面のう

ち法面の斜面高さが最大となる

Ｆ－Ｆ’断面について検討する。

各断面の位置は、右図のとおり

である（出典は、甲Ｃ第１４号証

１６頁）。なお、検討結果の詳細

は赤松純平博士作成にかかる意

見書「美浜発電所基礎地盤及び

周辺斜面の地震力に対する安全性について」（甲Ｃ第１３号証）を参照された

い。 

 

 

１ 基礎地盤のＤ－Ｄ’断面について 

(1) 被告の評価 

ア 被告は、Ｄ－Ｄ’断面について、４つのすべり面を想定した上で、そ

れぞれについてすべり安全率を算出し、もっともすべり安全率が小さ
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かったのは「すべり面番号３」であるとした。 

イ すべり面番号３のすべり面は、下図の右上の「すべり面」図のとおり

であり、基準地震動 Ss-15の地震動を入力したとき、10.19秒における

すべり安全率が３.２であり、評価基準１.５を超えているから安全で

あるということである。局所安全係数等は、下図の左下の「局所安全係

数」のとおりである【甲Ｃ第１５号証 68頁】。 

ウ 被告は、発生する引張応力については、下記のとおり、大半が 10㎏

/㎠以下であり、ＣＭ級岩盤の引張強度（49kg/㎠）以下であることから

安定性評価に影響をおよぼすものではないとしている【甲Ｃ第１５号

証 69頁】。 
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(2) 被告の評価の問題点 

ア Ｂ破砕帯を考慮していない事 

(ｱ) 基礎地盤ガイド（乙全第６４号証）は、基礎地盤のすべり安全率

を求めるに当たって、「基礎底面を通るすべり面のほか、不連続面等

の分布、局所安全率、モビライズド面6の向き等に基づいてすべり面

が適切に想定されていること」を求めている【基礎地盤ガイド

4.1(2)4）】。更に、基礎地盤ガイドは、「弱層等における応力の発生状

況等から、破壊要素が局所的に集中する等の結果が得られ、周辺への

進行性破壊等についての検討が必要と考えられる場合は、静的非線

形解析等により検討を行っていることを確認する。」と定めている

【基礎地盤ガイド 4.1(2)4)】。 

(ｲ) 上記の「局所安全係数」の図で特徴的なのは、建屋の左側から建

屋直下に急角度で沈降するＢ破砕帯の存在である。Ｂ破砕帯にそっ

て、「せん断強度に達し、かつ、引張応力が発生した要素」（オレンジ

 
6 主応力に対して 45°±【内部摩擦角/２】で定義される「潜在的すべり面」

であり、地盤はこの方向にすべる。 
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色の要素）が多数並んでいる。その数は１０６個である。ちなみに、

電気協会原子力規格委員会が作成した「耐震設計技術指針」（甲Ａ第

１６号証）によれば、「局所安全係数１.０以下の要素が連続してすべ

り面を形成」している場合は、基礎地盤全体のすべり破壊に結びつく

のである（227 頁）。そして、これらの要素のモビライズド面の向き

（×印の向き）は、Ｂ破砕帯の走向にほぼ一致している。 

(ｳ) Ｂ破砕帯は、すべり面番号３のすべり面とは、地表近くで一部交

わるだけであり、被告は、それ以外にＢ破砕帯については何の検討も

していない。しかし、上記(ｲ)の事実は、「周辺への進行性破壊等につ

いての検討が必要と考えられる場合」に該当すると考えられるから、

Ｂ破砕帯についての検討を怠っている被告の評価は、不合理である。 

 

イ 岩石の引張強度を岩盤の引張強度に流用していること 

(ｱ) 被告は、ＣＭ級岩盤の引張強度が「４９kg/㎠」であるとしている

が、その根拠を示していない。被告が作成した「美浜発電所発電用原

子炉設置許可申請書（３号炉完本）」（乙Ｃ第２９号証）によっても、

被告が美浜原発基礎地盤の岩盤の引張強度の試験をした形跡はない。 

(ｲ) もっとも、被告は、原子炉施設設置位置付近における岩盤の物理

的及び力学的特性を明らかにするため、ボーリングによって試料を

採取し、円柱供試体を作成し、JISＭ0303に準拠して引張（圧裂）強

度を測定している（乙Ｃ第２９号証添付書類６の 134～135頁）。その

結果は、Ｍ3-3 孔で採取した岩石について、平均値が４５kg/㎠だっ

たとのことである（乙Ｃ第２９号証の 6-1-195頁の「第 1.6.6表 岩

石試験結果平均値表」）。 

(ｳ) よって、被告は、岩盤の引張強度に岩石の引張強度を流用した可

能性が強い（なお、それでも「４９kg/㎠」と「４５㎏/㎠」の違いが

あるが、その理由は原告らには分からない。）。 

      一般に、岩盤の引張強度が岩石の引張強度よりも大幅に低くなる

ことは、大飯原発基礎地盤について述べたところである【原告ら準備

書面(76)第２の３（13～14 頁）】。そうすると、Ｄ－Ｄ’断面の最小

すべり安全率となったケースで発生している引張応力について、Ｃ
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Ｍ級岩盤の引張強度以下であるという根拠はない。 

 

２ 基礎地盤のＥ－Ｅ’断面について 

(1) 被告の評価 

ア 被告は、Ｅ－Ｅ’断面について、８つのすべり面を想定した上で、そ

れぞれについてすべり安全率を算出し、もっともすべり安全率が小さ

かったのは「すべり面番号１」であるとした【甲Ｃ第１４号証（18頁）】。 

イ すべり面番号１のすべり面は、下図の右上の「すべり面」図のとおり

であり、局所安全係数等は、下図の左下の「局所安全係数」のとおりで

ある。これによると、基準地震動 Ss-９の地震動を入力したとき、10.11

秒におけるすべり安全率が３.３、地盤物性のばらつきを考慮したすべ

り安全率は２.９であり、評価基準１.５を超えているから安全である

ということである【甲Ｃ第１５号証（71頁）、甲Ｃ第１４号証(18頁)】。 
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ウ 被告は、発生する引張応力について、下記のとおり、大半が 10㎏/㎠

以下であり、ＣＭ級岩盤の引張強度（49kg/㎠）以下であることから安

定性評価に影響をおよぼすものではないとしている【甲Ｃ第１５号証

72頁】。 

 

(2) 被告の評価の問題点 

ア 局所安全係数の図では、基礎地盤の要素の大部分に引張応力が発生

しており（赤色表示）、すべての破砕帯に沿って、（せん断応力が）せん

断強度に達し、かつ、引張応力が発生した要素が並んでいる（橙色表示）。 

イ 被告は、発生する引張応力が 10km/㎠以下であるのに、ＣＭ級岩盤の

引張強度が 49kg/㎠以下であるから、（引張応力が発生していることは）

安定性評価に影響を及ぼさないと主張しているが、ＣＭ級岩盤の引張

強度が 49㎞/㎠であることについて、根拠が示されておらず、岩盤の引

張強度に岩石の引張強度を流用した可能性が強いことは、上記第４の

１(2)イに記載したのと同様である。 

 

３ 周辺斜面のＦ－Ｆ’断面について 

(1) 基礎地盤ガイドの定め 
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「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」（平成２５年

６月１９日原管地発第 1306194号原子力規制委員会決定）【乙全第６４号

証】（以下「基礎地盤ガイド」という。）は、周辺斜面の安定性評価につい

て、「Ｓクラスの施設の周辺斜面が想定される地震動の地震力により崩壊

し、当該施設の安全機能が重大な影響を受けないことを確認する。」と定

め（2(2)）、その安定性評価は、基礎地盤の安定性評価に準じて実施する

こと、動的解析における時刻歴のすべり安全率が、１.２以上であること

を確認することと定めている（5.2）。 

(2) 被告の評価 

ア 被告は、Ｆ－Ｆ’断面について、３つのすべり面を想定した上で、そ

れぞれについてすべり安全率を算出し、最もすべり安全率が小さかっ

たのは「すべり面番号１」であり、最小すべり安全率は１.７、地盤物

性のばらつきを考慮したすべり安全率は１.４であり、基礎地盤ガイド

が定めた１.２を上回るから安全であるとした。下図のとおりである

【甲Ｃ第１４号証（28頁）】。 

 

イ すべり面番号１のすべり面は、Ｅ破砕帯に沿っている。これに基準地
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震動 Ss-3 の地震動を入力したとき、10.18 秒におけるすべり安全率が

１．７になるとのことである。評価斜面の山体全体と原子炉補助建屋直

下の領域の要素に、引張応力が発生している。下図のとおりである【甲

Ｃ第１５号証 108頁】。 

 

 

ウ 被告は、発生する引張応力について、下図のとおり、10㎏/㎠以下で

あり、ＣＬ級岩盤の引張強度（2.7kg/㎠）以下であることから安定性評

価に影響をおよぼすものではないとしている【甲Ｃ第１５号証 109頁】。 
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(3) 被告の評価の問題点 

    被告の評価は支離滅裂である。2.7 ㎏/㎠の引張強度しかない岩盤は、

10kg/㎠の引張応力に耐えられるはずがなく、安定性評価に影響を及ぼす

ものではないどころか、大問題である。 

      

４ 小括 

以上のとおり、被告は、美浜原発３号機の基礎地盤については、すべり

に対する安全性を評価するに当たり、岩石の引張強度を岩盤のそれにすり

替えたり、近くの破砕帯による影響を無視するなどして、すべり安定性が

問題ない旨の結論を出している。また、周辺斜面の安定性評価については、

引張応力 10kg/㎠が引張強度 2.7 kg/㎠以下であるなどという通常人であ

れば当然に気付くはずの間違いをしている。 

しかるに、原子力規制委員会は、これらを問題にすることなく美浜３号

機の設置変更許可処分をしたのであって、その調査審議及び判断の過程に

看過できない過誤欠落があることは論をまたない。 

以上 


