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本文
【はじめに】
１ 被告の主張
被告は，基準地震動の策定問題について，高浜原発を対象に総括的に主
張を展開した被告準備書面(16)において，地域特性（震源特性・伝播特性・
サイト特性）をどのように評価したかを述べている（同準備書面 111～136
頁）。その結論は，震源特性については，「断層の大きさを保守的に（長さ
は長く，幅は広く）評価した」
（同準備書面 122 頁），伝播特性については，
「Ｑ値を国内における平均的な値である『50f1.1』と設定した」
（同準備書面
124 頁），サイト特性については「地震波の局所的な集中を生じさせるよう
な特異な速度構造がないことを確認した。」
（同準備書面 129～130 頁）とい
うものである。
そして，被告は，耐専式の適用において被告がバラツキを考慮していな
いことの問題を指摘する原告らの主張に対しては，
「耐専式が示す地震動の
『標準的・平均的な姿』を基礎に評価地点の地域性を踏まえて地震動評価
を行うことが予定されている」
（同準備書面 193 頁）と述べた上，高浜原発
のサイト特性について，
「詳細な調査に基づいて，高浜発電所敷地の解放基
盤表面のＰ波速度及びＳ波速度をそれぞれ約 4.3km/s，約 2.2km/s と評価す
るとともに，地震波の局所的な集中を生じさせるような特異な地下の速度
構造がなく，耐専式で得られる評価結果を修正する必要がないことを確認
した。」と主張し（同準備書面 193～194 頁），伝播特性について，「内部減
衰に関する高浜発電所敷地周辺を含む若狭湾付近の媒質（岩石等）に固有
の値（Ｑ値）は，既往の研究成果から『50f1.1』と，国内における平均的な
値であったことから，耐専式で得られる評価結果を修正する必要がないこ
とを確認した」と主張し（同準備書面 194 頁），震源特性に関連しては，震
源断層の長さや上端深さ，アスペリティの配置や断層傾斜角を保守的に評
価，設定し，内陸補正係数を用いなかった等と主張し（同準備書面 194 頁），
結論として，耐専式による評価結果にバラツキを考慮する必要がない旨主
張している。
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２ 地域特性問題の重要性
したがって，被告が本件各原発の検討用地震の震源特性，本件各原発敷
地のサイト特性，本件各原発周辺地盤の伝播特性を正しく把握，評価して
いるかが，基準地震動策定問題の大きな争点の一つだということになる。
この点に関する被告の主張に対する批判は，原告ら準備書面(29)６～９
頁においてもしたが，原告らは，本準備書面の下記第１章において，更に，
主張を展開することとする。また，被告の地域性についての主張を検討す
る中で，重要な問題が明らかになったので，それについて，第２章で述べ
ることとする。
なお，被告は，高浜原発については，地域性についての具体的主張をし
ているが，大飯原発，美浜原発についてはしていない。本準備書面におけ
る原告らの反論も高浜原発に限られることになる。被告は，大飯原発及び
美浜原発についても，地域性に関する具体的主張を速やかにされたい。
【第１章

被告がした地域性の把握，評価は，耐専式の適用においてバラツキ

を考慮する必要がないほど正確なものか】
第１ 震源特性について
１ 被告の主張
震源特性についての被告の主張は，震源として考慮する断層の長さ・位
置・傾き・幅を適切に評価したというものに尽きる（被告準備書面(16)115
～122 頁）。
２ 「震源特性」とは何か
(1)

「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」（平成２５年６月

１９日原管地発第 1306192 号原子力規制委員会決定，乙全第２７号証，
以下「基準地震動ガイド」という。）は，「敷地ごとに震源を特定して策
定する地震動」の策定における不確かさの考慮に関し，
「地震動評価にお
いては，震源特性（震源モデル），伝播特性（地盤・上部マントル構造），
サイト特性（深部・浅部地下構造）における各種の不確かさが含まれる
ため，これらの不確実さ要因を偶然的不確実さと認識論的不確実さに分
5

類して，分析が適切になされていることを確認する。」としている（Ⅰ
3.3.3(2)②）。
(2)

「震源特性」が具体的に何を指すかについては，「震源断層を特定し

た地震の強震動予測手法（レシピ）」
（甲全第２９２号証，以下「レシピ」
という。）が参考になる。レシピは，震源断層モデルの震源特性を，「巨
視的震源特性」，「微視的震源特性」，「その他の震源特性」に分類し，巨
視的震源特性に関するパラメータとして，
「震源断層の位置，構造，大き
さ（長さ・幅・深さ・傾斜角），地震規模，平均すべり量」を（同号証２
頁），微視的震源特性に関するパラメータとして，
「アスペリティの位置・
個数・面積，アスペリティ及び背景領域の平均すべり量，アスペリティ
及び背景領域の実効応力，ｆmax（高周波遮断特性），平均破壊伝播速度，
すべり速度時間関数，すべり角」を（同号証８頁），その他の震源特性に
関するパラメータとして，
「破壊開始点，破壊形態」を挙げている（同号
証１４頁）。
３ 「震源特性」についての被告の評価は十分か
(1)

レシピは，上記各要素が地震動に影響を与えるからこそ，パラメータ

として設定を求めているのである。すなわち，被告が設定した断層の長
さ・位置・傾き・幅の評価が仮に適切なものであったとしても（適切な
ものでないことは，原告ら準備書面(29)６～８頁，９～１６頁で述べた。），
地震動に影響を与える震源特性の要素は，２の(2)で述べたように，それ
ら以外にも多数存在する。耐専式は，地震の規模と等価震源距離1から特
定地点における平均的な応答スペクトルを導出するものであり，導出に
当たって上記の震源特性の要素の大部分は考慮対象になっていない。考
慮対象になっていない要素のバラツキは，導出された応答スペクトルの
バラツキとして現れるのである。
(2)

しかも，考慮対象となっていない震源特性の要素の多くは，一定の地

域において同程度と評価されるものではない。例えば，アスペリティの
位置・個数・面積などは，断層ごとに千差万別であり，
「若狭地域の活断

1

震源断層面を小さな微小領域に分解し，その各微小領域から放出される地震動のエネルギ
ーの総和が，特定の一点から放出されたものと等価になるように計算された距離
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層」という括りで一定の幅に収まるものでもない2。また，アスペリティ
の平均すべり量や実効応力に至っては，一つの断層の中でも，アスペリ
ティごとにバラバラなのである3。
(3)

他方，応力降下量には地域性があると考えられているところ，若狭地

域では，他の地域よりも応力降下量が大きいのではないかと疑うに足り
るデータがある。しかし，被告は，そのことは無視している。以下，甲
全第４４０号証に基づいて詳述する。
ア

昭和６０年１１月２７日午前９時２分頃，若狭湾を震源とするマグ
ニチュード 5.1 の地震が発生した。震央は，北緯 35 度 37.2 分，東経 1
35 度 44.3 分，震源深さは７km であった。この地震で敦賀市では震度
３の揺れを記録し，大飯原発１号機では，タービンが止まり，原子炉
が自動停止した。4

イ

昭和６０年１０月３日午後８時５７分，琵琶湖西岸を震源とするマ
グニチュード 5.1 の地震が発生した。震央は，北緯 35 度 11.1 分，東
経 135 度 52.0 分，震源の深さは５km であった。5

ウ

京都府宇治市に設定されている京都大学防災研究所炭山地震観測室
における観測結果（震央距離は，アの地震が７９km，イの地震が３０k
m）によると，アの地震とイの地震は，規模が同じなのに，地震波形が
全く異なることが判った。卓越周波数は，アの地震では 5～6Hz である

2

3

4

5

1997年3月26日及び同年5月13日，鹿児島県北西部を震源とする地震が起こった。マグニチ
ュードは，前者がＭ6.6，後者がＭ6.4だった。極近くで発生した地震であるが，九州電
力株式会社の解析によると，アスペリティの実効応力は，前者が14.1MPaであったのに対
し，後者は15.9MPa，平均応力降下量は，前者が4.5MPaであったのに対し，後者は，5.8M
Paであった。（甲全第４３８号証）
2007年能登半島地震の震源モデルでは，アスペリティが３つあり，その応力降下量は，2
0ＭＰ，20ＭＰ，10ＭＰとされている。（甲全第４３９号証の２～３頁の表３）
なお，気象庁は，２００３年に過去の地震について震源情報の見直しをした。見直し後
のデータは，次のとおり。発生時刻1985.11.27 19:01 震源の位置は北緯35°36.9' 東経
135°44.8' 変位マグニチュード 5.3 速度マグニチュード 5.2（変位マグニチュード，
速度マグニチュードは，いずれも気象庁マグニチュードを算出する手法である。），震
源深さ11.1km
気象庁による見直し後のデータは，発生時刻1985.10.03 20:57 震源の位置は北緯35°
10.9',東経135°51.5',変位マグニチュードは5.2,速度マグニチュードは5.2,震源深さ
は8.3km

7

のに対し，イの地震では，1.3Hz であった。その時刻歴波形は，甲全第
４４１号証５頁の上段の図であり，
「ＩＤ0058」がアの地震，
「ＩＤ005
4」がイの地震である。
エ

赤松純平理学博士（元京都大学防災研究所助教授）の分析によれば，
アの地震は，イの地震に比べて高周波成分が６～９倍も大きく，アの
地震の応力降下量は，イの地震の応力降下量よりも顕著に大きかった
ということである。若狭湾沿岸地域で発生する地震には，応力降下量
が大きく，高周波での地震動が大きくなる地域特性が存在する可能性
が高いのである。しかるに，被告は，このような問題意識は，かけら
も持っていない。

(4)

したがって，仮に，被告による，断層の長さ・位置・傾き・幅の設定

が保守的と評価できるとしても，震源特性から生じるバラツキを考慮し
なくてもよいなどという被告の主張は，成り立つ余地がない。
第２ 伝播特性について
１ 被告の主張
伝播特性についての被告の主張は，上記のとおり，Ｑ値6を，国内におけ
る平均的な値である「50f」と同程度である『50f1.1』と設定したというのみ
であり，その根拠とされているのは，佐藤ほか（2007）の知見である（被
告準備書面(16)124 頁）。
２ 原告の主張
被告は，佐藤ほか（2007）の論文を証拠提出しない。被告が設定した Q
値が相当な値であることについても，これを採用することによって，伝播
の段階で生じるバラツキを考慮しなくてもいいという結論になることにつ
いても，何の説明もなされていない。このことは，原告ら準備書面(29)８
頁にも記載したところである。
第３ サイト特性について

6

振動の状態を現す無次元数。地震波の伝播においては，媒質の吸収によるエネルギーの
減少と媒質の不均質による散乱減衰とに関係する値である。
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１ 被告の主張
被告は，次のような調査をしたと主張する。
(1)

浅部地盤の速度構造に関する調査

ア

PS 検層（被告準備書面(16)125 頁）

イ

試掘坑弾性波探査（被告準備書面(16)125～126 頁）

ウ

反射法地震探査（被告準備書面(16)126 頁）

(2)

深部地盤の速度構造

ア

地震波干渉法（被告準備書面(16)128 頁）

イ

微動アレイ観測（被告準備書面(16)129 頁）

２ PS 検層について
(1)

被告は，PS 検層の結果について，「表層付近ではばらつきが見られる

ものの，概ね地盤モデルの速度構造と整合している。」と評価している（乙
Ｂ第３９号証７頁）。ここにいう「地盤モデルの速度構造」とは，被告が
「基準地震動策定において設定した地盤モデル」（甲Ｂ第３８号証３頁）
であり，Ｓ波速度（Vs）とＰ波速度（Vp）が，地上２ｍから地下７０ｍ
までは，2200m/s，4300m/s，地下７０ｍから地下１９８ｍまでは，2560m/s，
4860m/s 等というものである。
(2)

乙Ｂ第３９号証７頁（下記に示した）によれば，被告は，６か所のボ

ーリング孔内で，人工波の伝播状況を観測・解析したこと，その結果は，
Ｓ波速度について言えば，地下１０ｍ付近までは，約 100m/s から約
3000m/s まで大幅にばらついていること，深くなるにしたがってバラツキ
の幅は小さくなるが，地下８０ｍ付近までは，約 1500m/s から約 3000m/s
までのバラツキがあり，それより深くなってようやく約 2000m/s から約
3000m/s の範囲内に収束していることが判る（下記図の「Ｓ波の速度構造」
参照）。被告は，この観測・解析結果をもって，「地下７０メートルまで
は，2200m/s，地下 198 メートルまでは 2560m/s という速度構造と整合し
ている」と主張するが，なぜ「整合している」と評価できるのか，到底
理解できない。このバラツキを，結論として導き出される地震動にバラ
ツキを生じさせる要素として評価しなくてもよい理由も理解できない。
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３ 試掘坑弾性波探査について
(1) 被告は，横方向に掘削した長さ６７０メートルの試掘孔で人工波を観測
した結果，地表面付近にＰ波速度（Vp）が約 4.3km/s，Ｓ波速度（Vs）が約
2.2km/s の硬質な岩盤が広がっていることを確認したと主張する（被告準備
書面(16)126 頁）。
(2) しかし，上記の速度は，極めて恣意的な方法によって導き出されたもの
である。この点については，赤松博士作成にかかる意見書（甲Ｂ第３９号
証）に基づいて主張する。なお，岩盤が硬いほど（Ｐ波速度及びＳ波速度
が大きいほど）地震波の増幅率は小さくなるから，基準地震動が小さくな
ることに留意されたい。
ア

乙Ｂ第３９号証９，10 頁には，測定地点毎に，Ｐ波速度とＳ波速度が
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書かれているが，これらのデータをどのように計算して，上記Ｐ波速度
及びＳ波速度を算出したかについて説明がない。
これらのデータを詳細に検討すれば，Ｐ波のデータ数は８９，Ｓ波の
データ数は８０であり，これらの算術平均値は，
（3.85±0.89）km/s，
（1.99
±0.40）km/s となり，被告の主張よりも大幅に小さい。
【甲Ｂ第３９号証
第３項（１頁）】
イ

上記データの中には，速度値が異常に小さいものがある。赤松博士は，
幅が５ｍ程度以下の狭い区間で Vp が 3.2km/s 又は Vs が 1.6km/s 以下と
なっている１４ポイントを指摘しておられる【甲Ｂ第３９号証１頁，12
頁「図 3」】が，このうち，５ポイントでは，Vp 値だけが記載されていて，
Vs 値の記載がない。Vp 値が小さければ，当然 Vs 値も小さいことが想定
される。値の小さい５ポイントの Vs 値を記載しないことによって，Vs 値
全体の平均値を大きく見せようとした疑いが濃厚である。

ウ

上記の低速度ポイントは，多くは，活動性評価の対象とされた敷地内
断層（F-A,F-B,F-C,F-D）に対応している。しかし，一部対応していない
部分もある。対応していない低速度部分は，把握されていない断層破砕
帯の存在を示唆する。断層破砕帯に伴う速度異常が地震動に及ぼす影響
を考慮する必要があるが，被告は，そのような考慮をしていない。
（甲Ｂ
第３９号証１頁，12 頁「図４」，甲Ｂ第４０号証 18 頁）。

エ

赤松博士によれば，低速度区間を除いた速度の算術平均値を算出する
と，Vp=（4.12±0.68）km/s，Vs＝（2.06±0.36）km/s であり，これでも，
被告の上記計算結果よりも低い。被告の計算は，恣意的に行われている
可能性がある。

オ

赤松博士は，上記低速度区間を除いた部分のＳ波速度を棒グラフに示
された【甲Ｂ第３９号証 13 頁「図５」】。これによれば，Vs は，1.2～2.
8km/s の広い範囲に分布しており，しかも，1.8～2.0km/s 付近と 2.3km/
s 付近の２か所にピークがあり，基盤岩速度が一様でないことが示されて
いる。このことは，当然に，地震動のバラツキの要因になる。
乙Ｂ第３９号証 11 頁には，「敷地内での試掘坑内孔間縦波速度結果よ

カ

り，解放基盤表面のＰ波速度を 4.3km/s と評価した。」と書かれていて，
測線に沿ってＰ波速度が記されているが，被告がどのように計算して，
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上記縦波（Ｐ波）速度を算出したかについて説明がない。
このデータ数は２６であり，算術平均値は，
（4.20±0.27）km/s であり，
4.3km/s ではない。しかも，このＰ波速度の頻度分布のグラフ【甲 B 第
３９号証 14 頁「図 7」】を作成してみると，値は 3.8～4.8km/s の広い範
囲に分布しており，4.0km/s と 4.2km/s の 2 カ所にピークがあることが
わかる。ピークから大きく離れたデータは，その質に問題がある可能性
がある（例えば，最大値 4.8km/s を計測した 2 測線の長さは，いずれも
短く，測定精度が悪いと考えられる。）ので，これを除外し，3.75～
4.45km/s の範囲に収まる 21 のデータの算術平均値 を計算すると，
（4.09±0.15）km/s となるが，この値は，前項エの値とほぼ同じである。
【甲 B 第３９号証第 3 項（2 頁）】。
そうすると，解放基盤表面のＰ波速度を４．３㎞/s，Ｓ波速度を２．２
km/s とした被告の評価の合理性は極めて疑わしいと言わなければならな
い。
４ 敷地内単点微動観測に基づく解放基盤相当の上面深度について
(1)

被告は，高浜原発敷地内において５０ｍ間隔で単点微動観測を行い，

Ｈ/Ｖスペクトル（水平動成分のスペクトルを上下動成分のスペクトルで
除したスペクトル比）を２層地盤モデル（Vs は，449m/s と 2200m/s）の
理論スペクトル比で近似して，Vs=2200m/s 層の上面を推定し（乙Ｂ第３
９号証の 25 頁～40 頁）た上，解放基盤相当の上面深度は概ね EL（標高）
-25～+65m 程度に推定され，敷地全体にわたって著しい高低差がないこと
が確認された，と結論付けている（同号証 41 頁）。
(2)

しかし，乙Ｂ第３９号証の 36 頁～40 頁を見れば明らかであるが，

Vs=2200m/s 層の上面は，３，４号炉前面（敷地の西部分）では，EL-38.5m
～-68.5m（36 頁），放水口北側（敷地の北西部分）では，EL-37.5m～-53.5m
（37 頁），１，２号炉側・敷地東側では，EL-21.5m～+6m（38 頁），敷地
東側（山側の北側部分）では，EL+34m～+36.5m（39 頁），敷地東側（山側
の南側部分）では，EL+12m～+25m（40 頁）である。
高浜原発の敷地内という狭い範囲で，Vs=2200m/s 層の上面は，-68.5m
から+36.5m までの範囲内で極端にバラついている。「敷地全体にわたっ
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て著しい高低差がない」等とは到底言うことができない。
（甲Ｂ第３９号
証 14 頁「図 8」）
５ 反射法地震探査について
(1)

被告は，高浜原発敷地内に設定した測線（Ａ側線，Ｂ側線）に沿って

受振器を約１０メートル間隔に設置し，発振器を搭載した震源車で振動
を発生させ，地中から反射してくる波を受振器で観測，解析して，波が
伝わる速度が変化する境界面の位置，構造を把握する反射法地震探査を
した結果，
「地中の反射面は，地表面とほぼ平行になっており，極端な起
伏が無いことが確認できた。これにより，高浜原発敷地の地下に，地層
の極端な起伏等の地震波の伝播に影響を与えるような特異な構造が認め
られないことを確認した。」と主張する（被告準備書面(16)127 頁）。
(2)

被告が，反射法地震探査結果として示すのが，乙Ｂ第３９号証の 50，

54 頁の図である。しかし，この図は，特異な構造が認められないどころ
ではなく，極めて特異な構造を示しているのである。Ａ側線，Ｂ側線と
も，反射波列には，傾斜，沈み込み，断裂等が認められ，複雑な構造を
反映しており，撓曲7を伴う曲隆，沈降の構造が示唆される。更に，測線
の下の反射波列構造に対して斜交する長い反射波列が少なからずみられ
る。これらは，地下構造のトレンドに対して測線が斜交し，測線の近く
で構造の急変化がある場合に見られる側方反射波列と考えられる。測線
の下方からではなく，側方からの反射が観測される場合，近傍で構造が
変化している可能性がある【甲Ｂ第３９号証 3 頁～4 頁，15 頁「図 10」，
16 頁「図 11」】。「特異な構造が認められない」という被告の評価は，極
めて恣意的なものである。
(3)

被告が反射法地震探査結果を恣意的に評価しているのは，高浜原発に

限られない。この点については，京都地裁で係属している大飯原発の運
転差止め請求訴訟において被告が提出し，
「地下５００ｍくらいまで反射
波が確認され，その範囲内では特異な構造が認められない。」「建屋地下
の地盤強度が一様である。」と評価した大飯原発地下の反射法地震探査結
果に対し，田村八洲夫氏（長年石油開発会社で国内外の石油探鉱，地熱
7

地中のある断層がずれたことにより上にある地層がたわむ現象
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開発，海洋調査等に従事した物理探査分野の専門家である。）が，「反射
波列がずーっと連続的に連なっていなくて，何か所かで破断されている
こと，回折[ﾏﾏ]波という特異な波列が見られ，断層の存在を強く示唆して
いること」から，
「一瞥して，大飯原発の建屋の近傍の地下構造は変化し
ており，断層の存在が推定される。回析[ﾏﾏ]波の現れ方から，推定される
断層の走っている方向が原子炉建屋の方向では（ないかと）危惧される」
と心配しておられること，そして，被告の上記評価は，
「科学的事実から
逸脱した虚偽の判断」であると断言しておられること（甲全第４４２号
証）を指摘しておく。
(4)

なお，被告は，反射法地震探査として，地下２０００ｍ程度までの調

査結果を提示し，その評価として，Ａ側線についてもＢ側線についても，
「１０００ｍ以深まで複数の連続する反射面が観測され，その範囲内で
は特異な構造が認められていない」と評価しながら（乙Ｂ第３９号証の
50，54 頁），まとめの部分（同 61 頁）では，「深度５００ｍ程度までの
深部地下構造において・・・特異な構造は認められなかった」として，
地下５００ｍ～１０００ｍの評価を避けている。これは，いかなる理由
によるものか？【求釈明】
６ 屈折法解析結果について
(1)

被告は，準備書面(16)では，屈折法反射結果についての言及をしてい

ないが，乙Ｂ第３９号証の 55～61 頁にはその記載があり，55 頁では，
「表
層から５０ｍ程度で弾性波速度４km/s 以上の地層が出現する。低速度帯
の顕著な落ち込み等の特異な構造はなく，地下構造は水平方向に連続的
である。」との記載があり，61 頁には，
「まとめ」として，
「屈折法解析結
果より，深度５０ｍ位までの浅部地下構造において低速度帯の顕著な落
ち込み構造等はなく，特異な構造を示すようなものは認められなかった。」
との記載がある。
(2)

ところで，上記 55 頁の図に赤松博士が加筆した甲Ｂ第３９号証１６

頁の「図１２」を下記に示した。ここで彩色表示されているＰ波速度は，
赤～橙が 1.5km/s 以下，黄系統が 1.5～2.5km/s 以下，緑系統が 2.5～
3.5km/s 以下，青系統 3.5km/s 以上であるが，同図をみれば，赤～橙，黄
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系統，緑系統が波打っていることが判る。Ａ側線 700ｍ付近，Ｂ側線 900
ｍ付近では，Vp＝4km/s の層は，EL-60ｍ以深であり（赤松博士が白色点
線で示していただいている），層の上面の傾斜角は 45 度に及ぶ。急峻な
起伏にとんだ複雑な構造であることが明らかであって，
「低速度帯の顕著
な落ち込み構造等はなく，特異な構造を示すようなものは認められな」
いとする被告の評価は，これまた恣意的な評価という外はない。

７ 微動アレイ観測と地震波干渉法について
(1)

被告は，敷地内微動アレイ観測と地震波干渉法とによって表面波の位

相速度を求め，インバージョン解析によって地盤モデルを作成している
が，これについても以下の問題がある。
(2)

被告がした微動アレイの観測点は，乙Ｂ第４０号証の 49 頁に図示さ

れている。これによれば，観測点は，原子炉の存在する敷地西側ではな
く，敷地東側であり，特に，浅い構造を決める半径約 225ｍの小アレイ観
測点は，３号炉と４号炉の建屋付近からは 400ｍ程度も離れていることが
わかる。しかも，この観測点付近は，Ｈ/Ｖスペクトル比により推定され
た Vs=2200m/s 層の上面（基盤岩深度）が EL-21.5m～+6m である１，２号
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炉側・敷地東側及び EL+34m～+36m である敷地東側（山側の北側部分）に
位置しており（上記４の(2)），３，４号炉の炉心付近【３，４号炉前面
（敷地の西部分）の EL は-38.5m～-68.5m】とは地盤構造が大きく異なる。
被告がした微動アレイ観測の結果から，原子炉建屋付近の地盤構造を推
測するには無理がありすぎる。
第４ 小括
一般に，どのようなデータを使用する場合でも，データが分散している以
上は，不確かさが存在するのであるから,標準偏差程度のバラツキを考慮する
のは当然である。まして，原子力発電所のように「絶対に」事故を起こして
はならない施設の基準地震動を定めるについて，過去の地震動の分散したデ
ータを基礎にするとき，標準偏差程度のバラツキを考慮する必要があること
は説明するまでもない【正規分布の場合，標準偏差（σ）がカバーするのは
68.26％に過ぎないから，それでもバラツキの考慮としては不十分であり，２
σ（95.44％），３σ（99.73％）を考慮すべきとの議論も十分成り立つ。】。加
えるに，原子力安全基盤機構の報告（甲全第５５号証,下記に図示した。）に
よっても，観測データは，耐専式による計算結果の周囲で大幅にばらついて
いる（２倍はいうに及ばず，３倍越えも珍しくなく，５倍を超える場合も存
在する。）のだから，尚更である。
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【甲全５５号証 29 頁左上の図に加筆】
したがって，被告が，若狭地域の地盤の特殊性からバラツキを考慮しなく
てもよいというのであれば（そもそもそのような主張自体が，自然を恐れず，
地震動の発生，伝播及び増幅のメカニズムを完璧に理解したという驕りに基
づく不当なものであると考えるが），被告は，そのように結論付けることにつ
いて誰もが納得できるような完璧な調査結果を提示するべきものである。と
ころが，被告が提示してきた調査結果は，本準備書面でるる指摘したように，
都合のいいデータだけをつまみ食いする，都合の悪いデータを隠す，恣意的
な評価をする等のオンパレードである。このような調査結果によって，耐専
式のバラツキを考慮しなくてもよい等と言う被告の主張が正当化されること
はあり得ない。
【第２章

新たに明らかになった問題点】

第１ 被告が設定した地盤モデルの不当について
１

被告が策定した「断層モデルを用いた手法による地震動評価のための地

盤モデル」について
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被告は，
「断層モデルを用いた手法による地震動評価のための地盤モデル」
（以下「基準地震動評価モデル」という。）を策定しているが，その内容は，
次のとおりである（乙Ｂ第４０号証 57 頁，甲Ｂ第３９号証 19 頁「図 17」）。

No

P派速度
（㎞/s）

S波速度
（㎞/s）

1
2
2´
3
4
5
6
7
8
9
10

4.2
4.6
4.6
4.7
4.9
5.0
5.1
5.3
5.4
5.5
6.0

2.2
2.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.6

密度
（ｇ/㎤）
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7

層厚
（㎞）
0.04
0.16
0.06
0.25
0.06
0.20
0.11
0.17
0.36
1.59
－

上面深度
（㎞）
0.00
0.04
0.20
0.26
0.51
0.57
0.77
0.88
1.05
1.41
3.00

Qs
16.67
16.67
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

減衰定数
(％）
3.0
3.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

これによると，第１層（地表から地下 40ｍまで）は，Ｐ波速度が 4.2 ㎞
/s，Ｓ波速度が 2.2 ㎞/s，Qs（Ｓ波の Q 値）が 16.67，減衰定数が 3.0％，
第２層（地下 40ｍ～200ｍまで）は，順に，4.6 ㎞/s，2.5 ㎞/s，16.67，3.0％，
第２´層以下（地下 200ｍ以下）は，順に，4.6 ㎞/s 以上，2.5 ㎞/s，100.00，
0.5％とされている。
しかし，この基準地震動評価モデルは，恣意的に設定されたものである。
以下，詳述する。
２ 屈折法解析結果との乖離
被告がした屈折法解析結果（１３頁に記載。改めて下に示す。）によれば，
各速度層が波打っているが，表層はＰ波速度が 1.5km/s 以下の赤～橙層で
あり，その下に，Ｐ波速度が 1.5～2.5km/s 以下の黄系統の層があり，その
下にＰ波速度が 2.5～3.5km/s の緑系統の層があることが分かる。被告自身
も，「表層から 50ｍ程度で弾性波速度４㎞/s 以上の地層が出現する」と評
価している（乙Ｂ第３９号証 55 頁）。したがって，表層からＰ波速度が４．
２㎞とされている基準地震動評価モデルは，被告自身の屈折法解析結果と
全く食い違っており，これを無視するものである。
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３ 敷地周辺で実施した各種調査結果を組み合わせた地盤モデルとの乖離
(1)

被告は，敷地周辺で実施した各種調査結果を組み合わせて地盤モデル

を策定した（乙Ｂ第４０号証 10 頁～58 頁，まとめたものが 58 頁，甲Ｂ
第３９号証１８頁「図 16」にも記載。下記に示す。以下「現実の地盤モ
デル」という。）。
No

P派速度
（㎞/s）

S波速度
（㎞/s）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2.0
4.2
4.6
4.7
4.9
5.0
5.1
5.3
5.4
5.5
5.6
5.8
5.9
6.0

0.5
2.2
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

密度
（ｇ/㎤）
2.07
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7

層厚
（㎞）
0.05
0.04
0.22
0.25
0.06
0.20
0.11
0.17
0.36
1.84
0.46
0.59
0.24

上面深度
（㎞）
0.00
0.05
0.09
0.31
0.56
0.62
0.82
0.93
1.10
1.46
3.30
3.76
4.35
4.59

これによると，第１層（地表から地下 50ｍまで）は，Ｐ波速度が 2.0
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㎞/s，Ｓ波速度が 0.5 ㎞/s，第２層（地下 50ｍ～90ｍまで）は，Ｐ波速度
が 4.2 ㎞/s，Ｓ波速度が 2.2 ㎞/s，第３層（地下 90ｍ～220ｍ）は，Ｐ波
速度が 4.6 ㎞/s，Ｓ波速度が 2.5 ㎞/s である。「基準地震動評価モデル」
は，
「現実の地盤モデル」と表層地盤の硬さが全く異なるのである（Ｐ波
速度で 2.0 ㎞/s と 4.2km/s，Ｓ波速度で 2.2 ㎞/s と 0.5km/s）。被告が，
「基
準地震動評価モデル」において，表層のＰ波速度，Ｓ波速度を「現実の
地盤モデル」よりも大幅に高くしたことによって，計算上，地震動の増
幅を大幅に抑え，基準地震動を小さくすることができる。なぜ，被告は，
「基準地震動評価モデル」として，
「現実の地盤モデル」を使わなかった
のだろうか。
(2)

被告には，この理由を是非説明していただきたいところであるが，二

つの地盤モデルを見比べれば，ある程度の推測が可能である。
ア

地震発生層の上端深さについて，被告が地下４㎞を主張し，原子力
規制委員会が３km を主張し，最終的に被告が原子力規制委員会の意見
を取り入れて３km としたことは既に述べた（原告準備書面(10)の 18～
19 頁，同(13)の 4 頁，同(14)の 8～9 頁等）。

イ

被告は，地震発生層は Vp=5.8km/s 以上の岩盤であることを前提に，
「現実の地盤モデル」で Vp が 5.8 ㎞/s 以上になるのは地下 3.76 ㎞か
らであるから，地震発生層の上端は地下 3.7 ㎞だと主張していた。そ
こで，被告は，地震発生層の上端を地下３㎞とする以上は，
「基準地震
動評価モデル」において，地下３㎞のＰ波速度を 5.8 ㎞/s 以上にする
必要があると考え，
「現実の地盤モデル」を修正したのである。修正す
るためには，深さ 3.7 ㎞にわたるＰ波速度，Ｓ波速度の変化過程を 3.
0 ㎞に縮める必要がある。そもそも修正の必要があるのかも疑問である
が，仮に修正の必要があるとしても，修正の方法は様々あり得る。通
常は，各層を同一割合で短縮する方法をとるであろう。ところが，被
告は，Ｓ波速度 3.3 ㎞/s の層（「現実の地盤モデル」の第 11 層）を無
くし，同 3.2 ㎞/s の層（第 10 層）の厚みを縮めるとともに，Ｓ波速度
0.5 ㎞/s の層（第１層）を無くしてしまったのである【「現実の地盤モ
デル」第２層から第９層までの各層の厚みと，
「基準地震動評価モデル」
の第１層から第８層までの厚みが同一である（なお，
「基準地震動評価
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モデル」の第２層と第２´層が「現実の地盤モデル」の第３層に相当
する。）ことをご確認いただきたい。】。
４ Q 値構造（減衰定数策定）の問題について
(1) 「基準地震動評価モデル」において，被告は，浅部（第１層，第２層）
の減衰定数を３％【Qs(Ｓ波の Q 値)＝16.67】とし，それより深部（第３
層以下）の減衰定数については，何の説明もなく 0.5％【Qs＝100】とい
う一定値としている（乙Ｂ第４０号証 57 頁）。8
(2)

ところで，地盤構造モデルにおける Q 値の設定については，現在のと

ころ確定した評価方法がない。これについて，中央防災会議は，Vs＞
3000m/s の速度層における Q 値の平均的なものとして Q=100ｆ0.7 を提唱し，
500m/s＜Vs＜3000m/s の速度層でも，Vs＞3000m/s の速度層における平均
的な Q 値を用いることを提唱している。500m/s＜Vs＜3000m/s の速度層の
Q 値は，Vs＞3000m/s の速度層の Q 値よりも小さいと考えられるが，解析
例が少ないため，保守的な取扱いを提唱しているのである【甲全第４４
３号証】。被告は，根拠のない 0.5％【Qs＝100】などという数値を持ち出
すのではなく，少なくとも中央防災会議の上記手法に倣うべきである。
被告は，伝播特性において，Q 値を「50f1.1」と主張しているから，その
主張を前提とした場合，中央防災会議の手法に倣えば，被告は，全層に
おいて，上記 Q 値を用いるべきことになる。
５ 試算結果
地震波を決める大きな要素は，地盤の速度構造と Q 値構造である。被告
による「基準地震動評価モデル」は，速度構造も Q 値構造も地震波の増幅
を抑えるために意図的な数値が用いられている疑いが濃いことを述べた。
これについて，赤松博士に依頼して，これらを修正した計算結果を示して
いただいたので，それを紹介する。
(1)

速度構造による地震波増幅率の違い（No1）

8

「高浜発電所地下構造評価について（データ集）」（乙B第３９号証）では，「浅部の
減衰定数に関する調査」と題して14頁～23頁に，表層の減衰定数を「３％」とした理由が
書かれているが，それより深部の減衰定数を０．５％としたことについては何の説明もな
い。
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速度構造による地震波増幅率の違いを示していただいたのが，甲Ｂ第
３９号証 20 頁の「図 19 のうちの左側の図」である。ここには，周波数
毎の地震波増幅率が地盤モデルによってどう異なるかが表されている。
このうち，ａ線～ｄ線が前提としているモデルは，次のとおりである。
(a)ａ線

被告の作成にかかる「基準地震動評価モデル」

(b)ｂ線 「基準地震動評価モデル」のうち，第１層の速度を試掘坑弾性
波探査結果の平均値で置き換えたモデル
被告がした試掘坑弾性波探査結果には，第１章第３の３の(2)ア～
オのとおり，Vp 速度，Vs 速度を小さく見せるための意図的な操作が
行われているが，そのうち，低速度区間を除いた算術平均値である
Vp＝4.12 ㎞/s，Vs=2.06 ㎞/s（上記３の(2)エ）を採用したモデルで
ある。
(c)ｃ線 「基準地震動評価モデル」のうち，第１層の速度を試掘坑弾性
波探査結果の「平均値―１標準偏差」
（Vp＝3.44 ㎞/s，Vs=1.70 ㎞/s）
で置き換えたモデル
試掘坑弾性波探査による Vp 速度，Vs 速度は幅広く分散しているか
ら，少なくともこれに対する標準偏差程度のバラツキは考慮すべき
であるとの考えに基づく。
(d)ｄ線

被告の作成にかかる「現実の地盤モデル」

これらのモデルを比較すると，被告の基準地震動評価モデル(a)に対し，
(b)のモデルでは，10～12Hz において増幅率が約 1.3 倍になること，(c)
のモデルでは 8～10Hz において増幅率が約 1.7 倍になること，(d)のモデ
ルでは，２～３Hz において増幅率が約５倍になることが分かる。被告は，
地盤表層の速度を各種調査結果よりも大きく設定することによって，ま
たバラツキを考慮しないことによって，地盤による増幅率を小さくし，
基準地震動の過小評価につなげているのである。
(2)

速度構造による地震波増幅率の違い（No2）
赤松博士には，前記屈折法解析結果に基づく速度構造を前提とする地

震波増幅率についても試算していただいた。
（甲 B 第３９号証 20 頁の「図
19 のうち右側の図」，
「図 20」）
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赤松博士は，まず，下記図のように，
「低速度層の落ち込みが深い」場
所としてＢ側線 950ｍ付近の地盤（高浜原発３，４号機原子炉建屋に直近
の部分である。）を，
「低速度層の落ち込みが浅い」場所としてＡ側線 650m
付近（同１，２号機原子炉建屋に直近の部分である。）をそれぞれ選び出
し，前者については，Vp＝４㎞/s 層の上端を「標高-65ｍ」と読み取った
上，これに達するまでの速度構造５層（1.5 km/s まで，2.5 ㎞/s まで，
3.0 ㎞/s まで，3.5 ㎞/s まで，4.0 ㎞/s まで）を読み取り，後者につい
ては，Vp＝４㎞/s 層の上端を「標高-40ｍ」と読み取った上，これに達す
るまでの速度構造４層（2.5 ㎞/s まで，3.0 ㎞/s まで，3.5 ㎞/s まで，
4.0 ㎞/s まで）を読み取った。

そして，それぞれについて，減衰定数は被告と同様の値を用い，Vs と
密度は被告と同様の換算式を用いて（ただし，表層 Vp＝1.5 ㎞/s の部分
にこの換算式を用いると Vs＝189ｍ/s と超軟弱地盤になってしまうので，
標準的な Vs と Vp との関係に従い，Vs は Vp の２分の１として 0.75 ㎞
/s を用いた）計算された。
その結果は，下記図のとおりであり，
「低速度層の落ち込みが深い」ケ
ース(e)も，
「低速度層の落ち込みが浅い」ケース(f)も，被告の基準地震
動評価モデル(a)と比べ，２～３Hz から増幅率が大きく乖離し，最大増幅
率は，(e)においては６～７Ｈｚで約 6 倍，(f)は１２～３Ｈｚで約 3.5
倍となり，(a)の増幅率よりも 2～3 倍大きいことが明らかになった。
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(3)

Ｑ構造による地震波増幅率の違い
赤松博士に，Ｑ構造の違いによる地震波増幅率の違いを示していただ

いたのが甲 B 第３９号証 21 頁の「図 21」である（下記に示した。）。こ
こには，周波数毎の地震波増幅率がＱ値（減衰定数）の設定によって，
どのように異なるかが表されている。ａ線～ｄ線の前提となるモデルは，
次のとおりである。
(a) ａ線

被告の作成にかかる「基準地震動評価モデル」

(b)

深さ２００ｍまでは減衰定数３％，２００ｍ以深では Qs＝5

ｂ線
1.1

0f （被告が伝播特性で主張する Q 値）としたモデル，ただし，速度構
造は(a)と同じ
(c)

ｃ線

中央防災会議の考え方に基づき，すべての速度層において，

被告が伝播特性で主張する Qs＝50f1.1 としたモデル，ただし，速度構
造は(a)と同じ。
(d) ｄ線

中央防災会議の考え方に基づき，すべての速度層において，

被告が伝播特性で主張する Qs＝50f1.1 としたモデル，ただし，速度構
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造は，上記(2)(e)の「低速度層の落ち込みが深いモデル」を採用した。

これらのモデルによる計算結果を比較すると，被告の「基準地震動評
価モデル」は，中央防災会議の考え方に基づくモデル（上記(c)）よりも，
５Hz 以上の高周波領域で，地震増幅率が大幅に過小評価になることがわ
かる。上記(b)と比較しても同様である。上記(d)と比較すると，５Hz 以
上の高周波領域でその乖離は甚だしく，(d)では，４倍ないし８倍程度ま
で増幅されるのに対し，(a)では，増幅率は２倍以下であり，２０Hz 以上
では１倍以下に減衰することになっているのである。
このように，被告は，5Hz 以上の高周波領域で，増幅率が大幅に低くな
るような Q 値設定をしているので，これによって，基準地震動も大幅に
過小評価されることになる。
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６ 小括
地盤モデルは，基準地震動策定のための重要な要素である。様々な調査
結果を組み合わせても，地盤構造を正確に把握することはできず，客観的
な地盤構造と近似したモデルを作ることができるに過ぎない。したがって，
近似したモデルを作成する過程において，事業者は，データの不確かさを
考慮し，安全側にたって保守的な設定をするべきものである。ところが，
るる述べたように，被告は，不都合なデータを過小評価したり，無視した
り，恣意的な評価をしたり，あるいは根拠のない数字を採用したりするこ
とによって「基準地震動評価モデル」を策定したと言わざるを得ないので
あるから，これに基づいて被告が策定した基準地震動が，
「絶対に」事故を
起こしてはならない原発の耐震設計の基礎となる地震動として十分な保守
性を備えたものであるはずがない。
第２ 敷地整形が地震波速度に及ぼす影響について
(1)

高浜原発の敷地は，高浜原発建設のために整地される前，主として山地

であり，中央部には山に挟まれた谷が南から北にかけて延び，東から伸び
てくる久記谷と合流して，西側の内浦湾に至っていた（甲Ｂ第４０号証 4
頁）。高浜原発４号炉は，整地前の標高は約５０m であった（甲Ｂ第３９号
証１頁）。甲 B 第４０号証 12 頁には，４号炉の原子炉建屋が６０ｍにも及
ぶ地山を掘削・除去して建築されたことが示されている。
(2)

ところで，地山のカットは，荷重低減による応力解放，それによる剛性

率などの物性値の低下，地震波伝播速度の低下をもたらす。
(3)

被告は地盤モデルを策定するための各種の調査（試掘坑弾性波探査，単

点微動観測，反射法地震探査，微動アレイ観測等）をいつ実施したのか明
らかにされたい。そして，これらの観測や探査をしたのが地山をカットす
る前であれば，カット前の測定によって評価された解放基盤の地震波速度
は，地山のカットによって低下しないのかについても明らかにされたい。
【求釈明】
以上
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