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9 月 17 日、福井の原発 7 基の運転差し止め

③ 準 備 書 面 (81) ・ ・ ・ 被 告 準 備 書 面 (54) ～

を求めた本訴（2013 年 12 月 24 日提訴）第 30

(56)に対する反論：大飯、高浜、美浜の地

回口頭弁論が大津地裁で行われました。今回

盤問題での被告反論に対する再反論

もコロナ対策で入廷制限が行われ一般傍聴

④ 準備書面(82)・・・火山リスクについて

席 12 席に対して抽選が行われました。

⑤ 準備書面(83)・・・敷地の地盤変位のリスク
及び震源が敷地に極めて近い場合のリス

【提出書面と法廷での陳述】

クの不考慮について

原告側は、次の５つの準備書面を提出し、地

一方関電側は、準備書面（60）を提出しまし

盤問題について井戸弁護団長が、火山噴火問

た。これは、大飯原発３、４号機基礎地盤の安

題について高橋弁護士が、法廷で口頭説明を

定 性 問 題 に つ い て 主 張 し た 原 告 準 備 書面

行いました。

(76)に対する反論です。

① 準備書面（79）・・・水戸地方裁判所の判断

次回の期日は 12 月 9 日(木)13 時 15 分から

を踏まえて避難計画の問題について

進行協議、14 時 30 分から口頭弁論とされまし

② 準備書面(80)・・・被告準備書面(53)に対

た。

【進行協議について】

する反論（地盤問題での被告側専門家意

裁判が始まる前、13 時 15 分から原告の代

見書への反論）
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(2) 地震問題での DVD について

表も参加して進行協議が行われ、争点整理や
今後の期日、審理スケジュールなどについて

地震の基礎編を解説したものだが、続編は

確認、議論されました。

あるのかという裁判長の質問に対して、井戸

(1) 双方の主張予定

弁護団長がこの先は争いがある部分なので

裁判長がいくつかの争点について質問を

こういう形では提出できないと回答。
(3) 火山問題について

しながら双方の主張予定などを確認しまし
た。

裁判長が火山降灰量の変更に関する規制

① 大阪高裁で争われている地震動のバラツ

委員会の審査が終了したが、対応工事はどう

キ問題について、関電は国の主張と足並

なるのかと質問したのに対し、関電は、安全

みをそろえて主張したいとし、10 月 8 日

余裕の範囲ですむのか工事を行うのか確認

に進行協議が行われる予定であり、それ

し書面で回答したいとしました。

を踏まえて大津での主張を検討したいと

(4) 避難計画について

しました。

裁判長から、避難計画の不備について主張

② 原告側の赤松意見書に対して関電は、今

した原告準備書面(79)について、今後の双方

回、大飯について主張したので次回に高

の対応について確認がありました。原告は、

浜、美浜について主張したいとしました。

現在、県内各自治体の避難計画に関する調査

③ 裁判長は、原告準備書面(83)の断層の評

を実施しており、それをとりまとめて次回に

価が難しいという主張は、今回初めての

主張したいとしました。一方関電側は、原告

新しい主張かと質問。これに対して、井

の主張をみて反論したいとしました。

戸弁護団長は、熊本地震についての主張

(5) 論点整理について

を組み直したものであり、独立した主張

裁判長から現在まで整理されている以降

であると回答しました。

の主張について、できれば次回のタイミング

④ 今回の原告主張に対して、関電は、検討

で更新してほしいという要請がありました。

して反論を準備する、できれば 12 月に

(6) 今後の主張予定について

出したいとしました。

関電側は、原告主張が終了後、２から３回

⑤ 原告準備書面(80)で被告の提出資料が不

の期日がほしいとしました。
(7) 今後の日程について

足しているという指摘に対して関電は、

次回 12 月 9 日（木）13:15～進行協議

必要なものは提出済という認識であるが

14:30～弁論

確認すると回答。
3 月 10 日(木)

⑥ 原告側は、赤松意見書にいくつか補足す

6 月 2 日(木)

ることで現段階では地盤問題での主張は
終了するとしました。

【法廷での原告側陳述および書面の内容】
原告ら準備書面(80)(81)(83)の要点:井戸弁護団長
１ 被告準備書面(53)【澤田意見書・小島
意見書に基づく主張】に対する反論

ど専門家の意見書をもとに被告が設定した地
盤モデル、地盤の調査手法およびその評価結果

被告は準備書面(53)において、澤田義博氏な

の正当性を主張している。
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このうち、重要な論点について反論。

層の存在を強く示唆している（下図）という指
摘については、無視をしている。

（１）
三次元的な地下構造の把握を求めるのは
例外か
被告は三次元探査は例外と主張しているが、
設置許可基準解釈、基準地震動ガイドでは、原
則と定めている（
「水平成層構造と認められる
場合を除き・・」
）
。さらに、専門家からは「（地
盤の）
『不整形』が分からないし、
『不整形』を
どこで誰が決めるのかもわからない」「不整形
な地下構造が存在するというのはどうやって

（４）被告の地質断面図

調べるかということになると、結局、三次元構

被告は岩盤の硬さを色分けした断面図を用

造を調べなくてはわからない」という意見がだ

いてほとんどが固いＣＨ級であるとしている

されている。

が、被告自身の調査結果によっても、４号炉直
下は、CH 級が 78.0％、より柔らかい CM 級

（２）原告らは、寸法効果（小さな規模の不均

が 22.0％であり、３号炉直下に至っては、CH

質は地震波に影響をあたえない）
に属する指摘

級が 43.9％、CM 級が 56.1％と、CM 級岩盤

をしているのか

の方が多い。

被告は、不均質性のスケールが地震波の波長
よりも十分に小さい場合は、地震波は不均質性

（５）被告が新たに D 測線でした弾性波トモ

による影響を受けないと主張。これに対して原

グラフィー解析結果

告は、PS 検層の評価において、原告は、個々

被告は、多少の高低差はあるが、表層から 50

のデータを問題にしているのではなく、下図の

ｍ程度でＶｐ=4.0 ㎞/s 以上の速度が確認でき

とおり１０ｍ～数十ｍにわたる速度変化を問

たと主張するが、下図のとおり下に凸な地震波

題にしている。

が集中、増幅する地盤の不整形の存在が明らか
になった。
次ページ左上の図は、下に凸な地層の場合の
地震波が集中することを示した模式図であり、
次ページ左下図は、赤松博士がその集中度を計
算した図である。集中度は最大で 3 倍を超え
る。

（３）反射法地震探査の反射面
被告は、専門家意見書に基づき「大規模な断
層等に起因する速度構造上の特異な構造は認
められず、ほぼ水平成層状の速度構造である」
と主張しているが、原子炉建屋の方向に走る断
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（２） 高浜原発地盤について
高浜原発敷地は、急傾斜地であり、基盤岩も
急傾斜地に近い傾斜をしている（下図上）
。
「高
浜原発敷地地下には堅硬な岩盤が著しい高低
差がなく、ほぼ水平に広がっている」などとは、
到底いうことができない。
被告は、P 波速度 4.2 ㎞/s の岩盤上に原子炉
建屋があると主張している。ところが、原子炉
建屋からわずかな距離しか離れていないＡ測
線及びＢ測線上では、Ｐ波速度が 4.0 ㎞/s を超
える地層は、表層から５０ｍ程度掘らないと出
てこない（下図下）、すなわち標高－５０メー
トル程度以深に存在するのである。

２ 被告準備書面(54)【大飯原発】、(55)【高
浜原発】、(56)【美浜原発】に対する反論
（１） 大飯原発地盤について
原告は、柏崎刈羽原発の反射法地震探査の図
面と比較して、大飯の調査結果は、褶曲構造の
ような特異な構造が見られないという被告主
張に対して図の縦横比が柏崎刈羽は 1:1 であ
るのに対し、大飯の図は縦方向が 1/4 の 1:4 で
あることを指摘した。被告はこれに対して反論
しているが、縦横比を 1：1 にしても「大きな
うねり」がないのかについての言及はない。(下
図)

（３） 美浜原発地盤について
被告は、地震波の伝播や増幅等に顕著な影響
を与えるような特異な構造が認められないと
主張するが、多数の破砕帯に沿って、
広範な CL
級岩盤、一部には D 級岩盤がある。
（次ページ
左図）
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CH 級を伝播してきた地震波の振幅は、CM

知見を踏まえた上で、さらに十分な余裕を考慮

級に入ると 1.09 倍、CL 級に入ると 1.41 倍、

して基準地震動を策定すること」とされている。

D 級に入ると 1.72 倍に増幅する。

なぜ震源が敷地に極めて近い場合に、特別な考

2014 年長野県地震、2014 年滋賀県北部の地

慮が求められたのか。専門家は次のように述べ

震の際の美浜原発敷地岩盤内における深度別

ている。

速度応答スペクトルでは、各深度で増幅はほと

「要素断層よりも距離的に近いサイトです

んどみられなかったか？周期０.３秒の速度は、

ね。数 km 以内、例えば１km とか２km 以内

－1067ｍ（0.017ｃｍ/s）と－84ｍ（0.045ｃｍ

のサイトについては・・波動論的な計算手法が

/s）とでは、２.６倍増幅している（下図下側）
。

破綻する領域になっている・・・そんな近いと

これでも「増幅はほとんど見られない」のか？

ころでの精度を保証する形での評価がこれま
で行われてきて
いない・・・一般
の方の目線から
見れば、もとも
と評価手法すら
確立されていな
いような断層域
直近に施設を作
られて、不完全
な手法で安全性
を審査するとい
うこと自体に問
題がある」、「震
源に非常に近づ
いてくると、
我々、よくわか
っていない領域
な わ け で す
ね・・・その見え
るものがどうな
っているかとい
うのは、それこ

３ 原告ら準備書面(83) 敷地の地盤変位
のリスク及び震源が敷地に極めて近い場
合のリスクの不考慮について

そ個々に、我々
はまるっきり知
らない・・・そう

美浜原発は活断層の巣の中にあり(左上図)、

いう意味で未知

原子炉直下に活断層、破砕帯がある（左中図、

の領域に入って

下図）
。設置許可基準解釈では、
「震源の極近傍

くる」
。被告は、この特別の考慮をしていない。

での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的
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原告ら準備書面(82)の概要～被告準備書面(59)に関する反論：高橋弁護士
（１） 大山噴火の可能性

今回の申請では許容限界そのものを評価値と

被告は、最新の科学的知見に照らして大山噴

したことである。

火の可能性は低いと主張するが、火山活動の長

最大降灰層厚を厚くしたが、評価基準を緩め

期評価をする手法は、研究段階のものであり、

て安全性を確認したと言っているだけであり、

原子力発電所の安全審査に用いることができ

安全性が高まっている訳ではない。 適切な評

るほど確実な手法ではない。そのことは被告提

価基準（既認可の手法における評価基準）を使

出資料をみてもわかる。

えば、安全性は確認されていない。

（２） 火山灰に施設が耐えられるか
被告は今回の設置変更許可申請において降

当初

灰層厚を変更して（右表）規制員会の審査を受
法を変更している。その変更点は、下図に示す

今回

２１．９ｃｍ

２７ｃｍ

大飯 １０ｃｍ １９．３ｃｍ

２５ｃｍ

１３．５ｃｍ

２２ｃｍ

高浜

けて承認されているが、許容値に関する評価方

Ｈ３１．３
（甲全５７４）

美浜

とおり、既認可では、許容限界以下で設計時長
期荷重の 1.5 倍の荷重を評価値としていたが、

原告ら準備書面（79）の概要：避難計画：中川弁護士
本年 3 月 18 日、水戸地方裁判所は、東海第

るが、これらの避難計画などは、まことに不合

二原発の運転の差止めを認める判決を行った。

理であって、現実に原発事故が発生した場合、

判決理由は、PAZ、UPZ を含む 15 自治体のう

住民が被ばくを避けながら避難することは全

ち避難計画を策定しているのは 5 自治体しか

く不可能である。その主な理由は以下のとおり。

ないこと、さらに策定された避難計画の内容を

①放射性物質の想定放出量が少なく、想定して

みると、避難が実施できるというレベルにない

いる放射性物質が拡散する速度が小さいこと。

ことなどがあげられている。

②複合災害への対応ができていないこと。

滋賀県内では、県、長浜市、高島市といった

③屋内退避は被曝が避けられないうえ、県が提

UPZ 内はもちろん、UPZ 外の大津市も避難計

示している課題などが解決されていない。

画を定めており、東海第二原発とは事情が異な

(この書面は法廷での説明は行っていません。)
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【記者会見・報告集会】
記者会見の冒頭、井戸弁護団長が概要説明
を行いました。まず、進行協議において裁判
長がいろいろと質問したことについて触れ、
関心をもっていることを評価しました。
準備書面の説明として、
（83)はとくに力を
入れて主張したとしてその要点を次のよう
に説明しました。
地盤が変異すると、いくら強固な建物であ
ってももたない。法廷では説明しなかったが、
熊本地震では主要断層周辺の副断層で地盤

ほぼまとまった。広域避難、複合災害へ
の対応、屋内退避、安定ヨウ素剤の配備、
服用など県下自治体の原子力災害時の対

の変異が発生した。こうした副断層は，主要

応計画の実態をふまえて主張する予定だ。

断層が活動する際にいつも一緒に活動する

Q3.今後の見通し、スケジュール感は？

とは限らず、活動性は相対的に低いのでその

A. 原告側の主張は次回に終了したい。証人

挙動を予測することが難しい。副断層の活動

尋問に早く入りたいが、関電側は次回以

性が低ければ、最近の 12～13 万年間だけの

降 2〜3 期日ほしいと言っている。早く

活動性を判断するためのスクリーニング期

て 6 月か。

間とする現行の規制基準では不足がある。
今回の主張で原告側としてはほぼ終わっ

赤松先生感想

たが、次回は今日の主張に続いて県下の自治
体の避難計画に関する調査結果に基づいて

地盤問題での意見書を書いていただいて

主張を行う予定だ。

いる赤松先生（元京大防災研）が、井戸弁護

今回、証拠として提出した地震に関する

団長の求めに応じて感想を述べました。

DVD は、地震とは、基準地震動とは、とい
った地震問題の基礎を学んでもらいたいと

地盤の中の下に凸になっている地層面は

いう趣旨で作成した。本来、法廷で上映した

地震波の集中を起こす。波長が長いと集中

いと思っていたが、時間的制約もあり証拠提

は起こらないが 10～20Hz というカタカタ

出とした。できれば上映会などをやりたい。

という短い波長の波は集中を起こし、地震
動を増福させる。こういうことが起こり得

記者の質問

る地盤だ。原発のような剛な建物は高周波

Q1.火山は大山が問題か？他の火山は問題な

の地震動に弱い。とくに配管系は弱い。
また、関電は、基盤面の速度を大きく（地

いのか？火山噴火の可能性は低いのではな
いか？

盤が安定している）見せる手法をとってい

A. 被告がとりあげた火山が大山と姶良カル

るが地震学をやっているものとしては許せ
ないやり方だ。

デラのふたつ。阿蘇山なども評価すべき

さらに、被告の地盤評価を妥当としてい

だ。噴火の可能性が低いかどうかはわか

る専門家意見書については、自ら数値計算

らない。予測ができないのが現状だ。
Q2.次回の避難計画に関する主張はどういう

をやらず、感想を述べているような内容で

内容か？

あり、やはり専門家として許せないものだ。

A. 県と 19 市町に対して行った調査結果が
7

京都脱原発原告団から第七次［追加］原告募のお知らせ
大飯原発の運転差し止めを求めて京都地裁に提訴している京都の裁判の進行状況は、滋賀と
よく似ており、9 月 9 日に第 30 回の口頭弁論が行われています。このほど、同原告団から原告募
集のお知らせがありました。同原告団は、これまで 6 次の原告募集により 3323 人の原告団を形
成しており、1 万人をめざすとされています。原告としての参加費用は 5000 円、9 月中が申し込
みの期限となっています。
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実行委員会から案内がありました。集会の場所などが決まりましたら改めてお知らせがあ
ります。
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NHK スペシャル「メガクエイク 巨大地震～
震災１０年 科学はどこまで迫れたか」
が 9 月 13
日に放送されました。このなかで、京都大学防災
研究所西村准教授が GPS データで正確に測定さ
れる大地の動きに着目して研究を進めているこ
とが紹介されました。
同准教授は、西日本はユーラシアプレートとい
う 1 枚のプレートに乗っているように思われてい
るが、大地の動きをよく見ると（右図上）、太平洋
側はフィリピン海プレートに押された動きを示
しており、山陰地方は東向きに、九州はほぼ南に
動いていることを指摘しました。そのことは、実
は 1 枚のプレートではなく、複数のプレートに分
かれている（右図中）とし、そのプレートの境界
で地震が発生していると説明しました1。
さらに、同准教授は、西日本を 20km メッシュ
に分けて、その区域の M6.8 以上の地震発生の可
能性を計算しています。しれが右下図であり、地
震発生の可能性を色分けしたものです。色が濃い
ほどひずみが蓄積され、地震の可能性の高い地域
です。原発の立地地域を含む北陸から近畿にかけ
て地震発生確率の高い地域として区分されてお
り、準備書面(83)で主張した震源に近いところで
のリスクが高まっていると言えます。（Ur）

大津地裁での今後の原発裁判の日程と主張予定
12 月 9 日（木）14:30～第 31 回口頭弁論

15:30～記者会見・報告集会

今回証拠提出した地震の DVD の上映と県下自治体の避難計画の調査
結果、およびそ調査に基づいた主張の報告を行います。
原告主張予定 避難計画の県内自治体調査をふまえた主張
被告主張予定 高浜、美浜地盤問題に対する反論
2022 年
3 月 10 日（木）
6 月 2 日（木）

1

この説明は 2016 年の熊本地震、2016 年の鳥取地震、2018 年の北大阪地震の前に発表されてお
り、実際これらの地震はその説明通りプレート境界で発生している。
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