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大飯原発３，４号機の地震に対する安全性について述べた被

告の準備書面(24)のうち，第３章第１の３「地震動評価に影響

を与える地域特性の調査・評価」部分（71 頁～105 頁）につい

て,原告ら準備書面(39)で，その一部の反論をした。本準備書面

では，残りの部分についての反論をする。 
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本文 

 

第１ 基準地震動策定作業における地質・地質構造調査の重要性につい 

  て 

１ 地域特性（震源特性・伝播特性・サイト特性）の評価の重要性 

地域特性評価の重要性については，原告ら準備書面(35)の「はじ

めに」で述べた。ここで述べたことは，被告が本件各原発の基準地

震動の策定において耐専式を用いるに当たり，その基礎データのバ

ラツキを考慮しなくてもよい理由として，「震源特性を保守的に設定
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したこと」，「伝播特性が国内における平均的な値であると評価した

こと」，「サイト特性について特異な地下構造がないと評価したこと」

等を主張しているため，被告のこれらの評価の相当性が重要な争点

になるという趣旨であった。 

 

２ 新規制基準における地質・地質構造調査の位置づけ 

ここでは，新規制基準において，地質・地質構造調査がどのよう

に位置づけられているかを確認する。 

(1) 基準地震動ガイド（乙全第２７号証）によれば， 

ア 応答スペクトルに基づく地震動評価では，応答スペクトルが

敷地周辺の地下構造に基づく地震波の伝播特性（サイト特性）

の影響を考慮して，適切に評価されていることが求められてい

る（3.3.1 (1)②）。 

イ 断層モデルを用いた手法による地震動評価では，広域地下構

造調査（概査）と敷地近傍地下構造調査（精査）を組み合わせ

た調査により，地震動評価のための地下構造データが適切に取

得されていること（3.3.2 ⑤1）,地震波速度及び減衰定数等の

地下構造モデルが適切に設定されていること（同 2）,地下構造

モデルの設定においては，地層の傾斜，断層，褶曲構造等の地

質構造を評価するとともに，地震発生層の上端深さ，地震基盤・

解放基盤の位置や形状，地下構造の三次元不整形性，地震波速

度構造等の地下構造及び地盤の減衰特性が適切に評価されてい

ること（同 3），地下構造の評価の過程において，地下構造が水

平成層構造と認められる場合を除き，三次元的な地下構造によ

り検討されていること（同 4）,特に，敷地及び敷地近傍におい

ては，三次元地下構造モデルを詳細化するとともに，高精度化

が図られていること（同 5）が求められている。 

ウ 震源を特定せず策定する地震動においては，その応答スペク

トルは，解放基盤表面までの地震波の伝播特性が反映され，敷

地の地盤物性が加味されるとことが求められている（4.2.2(1)）。 

エ 入力地震動の評価にあたっても，解放基盤表面からの地震波

の伝播特性が適切に考慮すること，その考慮の際には，敷地周

辺の地質，地質構造の調査及び地盤調査の結果に基づき，地盤

の物理・力学的特性を適切に設定されていることが求められ（7.

1），地盤モデルの設定に当たっては，三次元地盤構造，及び各

層の材料物性（弾性波速度，単位体積重量，動的地盤剛性，減
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衰定数等）の設定が適切であること,三次元地盤構造は，敷地に

おける複数箇所のボーリングデータや物理検層データ，原位置

試験データ，地震観測記録等を基に十分な範囲と深度の情報に

基づいて設定されていることが求められている（7.2.1(1),(2)）。 

(2) 「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」

（平成２５年６月１９日原管地発第１３０６１９１号原子力規制

委員会決定）（甲全第４９３号証）によれば， 

ア 地震動評価のための地下構造調査においては，地下構造が成

層かつ均質と認められる場合を除き，三次元的な地下構造によ

り検討されていることが求められている（5.1.(4)）。 

イ 広域地下構造調査（概査）により，地震発生層を含む地震基

盤から解放基盤までの三次元深部地下構造，地下構造の三次元

不整形性等が適切に把握できている必要があり（5.2.1【解説】

(1)），敷地近傍地下構造調査（精査）でも，地震基盤から地表

面までの詳細な三次元浅部地下構造の三次元不整形性等が適切

に把握できている必要があるとされている。【解説】(1)）。 

ウ 敷地及び敷地周辺の地盤及び周辺斜面に関する調査における

地盤調査のうち，施設の位置における基礎地盤調査では，試掘

坑調査，ボーリング調査，二次元又は三次元の物理探査（弾性

波探査，電気探査，検層等），地盤材料試験及びトレンチ調査等

を適切な手順と組合せで実施することが求められている（6.2.

1(1)）。 

 

 ３ 地盤調査の重要性についての具体例 

   原発敷地の地盤調査の重要性については，原告ら準備書面(35)の

【はじめに】において，耐専式を採用するにあたってバラツキを考

慮することの要否に直結する問題であることを指摘したが，ここで

はそれとは異なる観点から重要性を指摘する。 

(1) ２００７年中越沖地震の際の柏崎刈羽原発（甲全第４９４号証） 

ア ２００７年７月１６日中越沖地震（マグニチュード 6.8）の

際，柏崎刈羽原発は基準地震動を大きく超える揺れに襲われた。

１号機の場合，基準地震動は４５０ガルであったが，解放基盤

表面での揺れの推定値は１６９９ガルで，３倍～４倍に揺れで

あった。 

イ その後，東京電力株式会社は，柏崎刈羽原発の基準地震動を

一気に引き上げ，１～４号機では２２００ガル，５～７号機で
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は１１５６ガルとした。 

ウ このような想定を遥かに超える揺れに襲われた原因として東

電が発表したのは，次の３点である。 

(ｱ) 地震規模から推定される揺れが通常よりも大きかったこ

と（約 1.5 倍であった。） 

(ｲ) 深部地盤の傾きにより波が同時集中したこと 

(ｳ) 敷地地盤の褶曲構造により１～４号機側に波が集中した

こと 

(2) ２００９年駿河湾の地震の際の浜岡原発（甲全第４９５号証の 

１，２） 

ア ２００９年８月１１日駿河湾の地震（マグニチュード 6.5）

の際，浜岡原発１～４号機で観測した加速度は１００ガル台で

あったが，５号機は４２６ガルを観測した。 

イ 中部電力は，この原因について調査した結果，５号機地下に

低速度層があり，地震波が低速度層で屈折し，５号機直下で集

中したためであると公表した。 

 

４ 小括 

   東京電力は柏崎刈羽原発の敷地について，中部電力は浜岡原発の

敷地について，それぞれ地盤調査をしていたはずである。しかし，

東京電力は，柏崎刈羽原発敷地の深部地盤に傾きがあること及び褶

曲構造があることを，中部電力は，浜岡原発５号機地下に低速度層

があることを把握していなかった。新規制基準は，これらの教訓も

踏まえた策定がされている。 

そして，新規制基準は，原発の敷地地盤の調査結果及びその適切

な評価は，地震動評価のために極めて重要な要素であり，新規制基

準は，事業者に対し，様々な手法を組み合わせて三次元を含む詳細

なデータを取得し，処理し，適切な地盤構造モデルを作成して，地

震動評価に使用することを求めているのである。 

   したがって，合理的な理由がないのに敢えて二次元のデータしか

取得しない場合，データを恣意的に処理した場合，使用したパラメ

ータが恣意的である場合，作成した地盤構造モデルが不適切である

場合，そのような手法は新規制基準に違反するということになる。 

 

第２ 被告がした大飯原発敷地の地盤構造調査,その評価,作成した地盤

構造モデルの問題点について 
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  以下，赤松純平理学博士（元京都大学防災研究所助教授）作成にか

かる意見書（甲Ａ第１１号証の１，２）に基づき，被告が大飯原発敷

地についてした地盤構造調査 ,その評価,作成した地盤構造モデルの

問題点について述べる。 

 

１ 被告の主張 

   被告は，浅部地盤の速度構造は，PS 検層，試掘坑弾性波探査，反

射法地震探査等を行い，深部地盤の速度構造は，地震波干渉法，微

動アレイ観測等を行い，大飯原発敷地及び敷地周辺の地盤の速度構

造を精度良く把握し，また，局所に地震波の集中をもたらすような

特異な速度構造がないことを確認し，大飯原発敷地の地盤の速度構

造モデルを設定したと主張する（被告準備書面(24)91～105 頁）。 

   被告が主張するように，地震波は，固い（地震波の伝わる速さが

大きい）地層から相対的に軟らかい地層（地震波の伝わる速さが小

さい）地層へ伝播する際に増幅される（被告準備書面(24)91 頁）。

したがって，表層近くの地盤が固ければ（地震波の伝わる速さが大

きければ），地震波の増幅の程度が小さいから，基準地震動が小さく

抑えられることになる。また，局所に地震波の集中をもたらすよう

な特異な速度構造が存在しなければ，これまた基準地震動を小さく

抑えられることになる。 

   しかし，被告の調査結果に基づくと，被告が，意図的に地盤の速

度を大きく評価し，あるいは，低速度層を無視あるいは隠し，局所

の特異な速度構造を無視し，根拠のないパラメータを採用するなど

して，基準地震動を小さく抑えていることが明らかになる。 

 

２ ＰＳ検層について 

(1) ＰＳ検層とは，ボーリング孔に地震計を設置して地震波（Ｐ波
1，Ｓ波 2）の伝わる速度を測定する調査方法をいう。ＰＳ検層には，

ダウンホール方式と孔内起振受振方式がある。ダウンホール方式

とは，地表面を起振したときに生じる波動（Ｐ波，Ｓ波）を孔内

任意の深度に設置した受振器で観測する方式であり（被告準備書

面(24)94 頁の【図表４１ ＰＳ検層の例】として書かれているの

は，ダウンホール方式である。），孔内起振受振方式とは，起振器

も受振器も孔内に設置する方式である。大飯原発建設当時には，

                                            
1  進行方向と同じ向きに振動する縦波  
2  進行方向に対して直角に振動する横波  
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ダウンホール方式しかなかったが，この方式は精度が悪い。  

(2) 被告は，ＰＳ検層の結果，敷地浅部にＰ波速度及び S 波速度が

それぞれ約 4.3km/s，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(24)97 頁）。また，乙Ａ

第２４号証 7 頁には，被告による評価として，「敷地の速度構造を

確認した結果，ごく表層部においては風化の影響等によりややば

らつきは見られるものの，ほぼ均質な地盤と考えられる。敷地内

の浅部構造に特異な構造は見られない。」との記載がある。 

(3) 乙Ａ第２４号証 7 頁の図（これに加筆したものが甲Ａ第１１

号証の２図１）を下記に転記する。これを見ると，被告は，４本

のボーリング孔（４号炉直下の No1157 孔，３号炉直下の No1158

孔，１，２号炉南側の O1-3 孔，１，２号炉北側の海岸線に近い O1-

11 孔）で PS 検層を実施したことが判る。No1158 孔，No1157 孔は

施設建設前に実施されたものであるから，ダウンホール方式によ

るものであり，O1-3 孔，O1-11 孔は，その後開発された孔内起振

受振方式によるものと推定できる。ダウンホール方式は精度が悪

いため，その結果を直線でしか引くことができない。孔内起振受

振方式による結果は，点で示されている。 

これによって，被告は，深さごとのＰ波速度，Ｓ波速度を測定

したはずであるが，乙Ａ第２４号証 7 頁の図の右側には，Ｓ波速

度についてのみ，測定値のグラフが記載されている。被告は，Ｐ

波についても測定結果を公表するべきである。 
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赤松博士が，O1-3 孔，O1-11 孔についてＳ波速度のデータを読

み取り，孔内起振受振方式で測定されるデータの一般的な処理方

法を適用して速度分布の傾向を求めたのが，下記のグラフである

（甲Ａ第１１号証の２図２）。なお，点線は，全体のトレンドを示

す回帰直線であり，黒の直線は，区間平均速度である。その右側

に値が示されている。 
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これによると，O1-11 孔のデータでは，EL（標高）-10ｍ付近ま

では 1.57km/s と小さい値であり，EL-60m～-80m には速度が低下

する逆転層が二つあり，-100ｍ～-130m にも厚さ 30ｍに及ぶ Vs=

2.02km/s の速度が低下する逆転層があることが判る。また，O1-3

孔のデータでは，EL-60m まで 2.0km/s 以下の低い値であり，しか

も，-120m 以深は速度が低下して逆転していることが判る。 

精度の悪い No1158 孔，No1157 孔のデータを除外し，O1-11 孔及

び O1-3 孔のデータを前提とすれば，大飯原発の地盤には，いくつ

もの速度が低下する逆転層が存在しており，「ほぼ均質な地盤」な

どと評価することは到底できない。 

(4) 上記４か所における EL-60ｍまでの S 波速度を順に並べると，

次のとおりである。 

ア O1-11 孔 2.34～2.44 ㎞/s（表層は 1.57km/s） 

イ 1157 孔 2.34km/s 

ウ 1158 孔 2.26km/s 

エ O1-3 孔 1.17～1.92km/s 

これを見ると，場所によって S 波速度に大きな違いがあること，

傾向としては，北西側から南東側に向けて速度が小さくなってい

ることが判る。このような速度値の違いを無視して，「ほぼ均質な

地盤」などと評価することは許されないことである。 
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３ 試掘坑弾性波探査 

(1) 試掘坑弾性波探査とは，被告が主張するとおり（被告準備書面

(24)94 頁），横方向に掘削した試掘坑内で人工的に発生させた波

（Ｐ波，Ｓ波）が地盤内を伝播する状況を観測，解析し，速度構

造を把握する調査方法である。試掘坑弾性波探査には，地震計を

坑道内の測線上に直線状に配置し,その測線上で振動の伝播を観

測する屈折法地震探査と，測線から離れた別の坑道内で振動を与

え各方向への振動の伝播を観測する 坑間弾性波探査【 fan-

shooting（ファン・シューティング）】とがある。 

(2) 被告がした試掘坑弾性波調査の位置は，次のとおりである。 

 

 

被告は，試掘坑弾性波探査の結果から，敷地浅部にＰ波速度及

び S 波速度がそれぞれ約 4.3km/s，約 2.2km/s の硬質な岩盤が広

がっていることを確認した，と主張している（被告準備書面(24)97

頁）。 

(3) 屈折法地震探査の結果 

ア ところで，被告が試掘坑弾性波探査結果の証拠として引用す

る乙Ａ第２４号証８～１０頁（被告準備書面(24)94 頁下から 2

行目～末行）は，屈折法地震探査の結果である。 

イ 乙Ａ第２４号証 9 頁，10 頁には，屈折法地震探査の結果につ
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いて,「敷地内の試掘坑弾性波探査より，解放基盤の S 波速度を

2.2 ㎞/s と評価した」と記載されている。上記各頁の図によれ

ば，試掘坑の本坑と枝坑に沿ってＰ波とＳ波の区間速度 68 組

が示されており，Ｓ波速度は，1.3～2.8 ㎞/s の範囲に分布して

いる。この算術平均値は，赤松博士の計算によれば，（2.141±

0.335）㎞/s であり，四捨五入すれば，Ｓ波速度の平均は，2.1

㎞/s とすべきものである。 

ウ 赤松博士が，上記Ｓ波速度の頻度分布グラフを作成された。

次のとおりである（甲Ａ第１１号証の２図４）。 

 

 

これによれば，Ｓ波速度は，1.8 ㎞/s と 2.3km/s にピークがあ

ることが判る。このバラツキは偶然生じたものではない。赤松博

士が，乙Ａ第２４号証 9 頁，10 頁の各図中のＳ波速度が小さい

ポイント（1.3km/s，1.5km/s，1.8km/s）を赤丸で囲ったのが次

の各図である（甲Ａ第１１号証の２図(1)(2)）。
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これを見ると，赤丸印は，図の右側，すなわち３号炉近辺に多

く分布していることが判る。赤松博士が，３号炉側のＳ波速度値

３０個の平均を求めたところ，Vs=（2.017±0.369）km/s であっ

た。そうすると，４号炉敷地のＳ波速度を 2.2km/s と評価するの

はともかく，３号炉敷地のＳ波速度を 2.2km/s と評価するのは誤

りであり，これは，2.0km/s と評価すべきものである。 
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(4) 坑間弾性波探査【fan-shooting（ファン・シューティング）】 

被告準備書面(24)及び乙Ａ第２４号証には，試掘坑内坑間弾性

波探査の結果についての記載はないが，大飯３，４号機の設置許

可申請書（乙Ａ第１５号証）の添付書類六の 6-3-111 頁には，坑

間弾性波探査をしたことが書かれている。被告がした試掘抗坑間

弾性波探査の測定位置図【乙Ａ第１５号証の添付書類六の第 3-5-

9 図（6-3-563 頁）】に赤松博士が赤い格子を入れてブロックわけ

したのが下記の図である（甲Ａ第１１号証の２図５）。 

 

そして，同 6-3-851 頁～854 頁（第 3.5.114 図(1)～(4)）には，

その探査結果が示されている。赤松博士は，この速度値を読み取

った上，速度変化がどの場所に起因するかをみるために，ブロッ

クに分けて速度変化を検討し，ブロックごとの加重平均値を出し

た。それが下記の表である。 
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赤松博士が，上記表をコンター（等値線）で表示されたのが下

記の図である（甲Ａ第１１号証の２図１０）。 

 

 

 

北  
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    これによると，Ｐ波速度は，西側から東側に向けて系統的に低

下していること，３号炉直下に東から 4 ㎞/s 以下の低速度層が延

びていることがわかる。 

    ところで，同 6-3-128 頁には，坑間弾性波探査の結果として，

Ｐ波速度は 3.0 ㎞/s～5.2 ㎞/s，その平均値は 4.3 ㎞/s であった

ことが記載されるとともに，「弾性波速度による異方性 3がほとん

ど認められない」との被告による評価が記載されている。Ｐ波速

度が場所によって１．７３倍も異なり（5.2÷3.0＝1.73），しかも

それが西から東方向に系統的に速度低下として現われている上，

上記のように３号炉敷地と４号炉敷地でＳ波速度に顕著な相違が

あるのに「異方性がほとんど認められない」というのは，恣意的

な評価という他はない。 

このように，大飯原発の敷地では，場所による速度の違いが明

瞭であるが，被告は，このことに一切言及しておらず，評価の対

象としていないのである。 

 

４ 反射法地震探査 

(1) 被告がした反射法地震探査結果の評価が，現れている問題点を

無視する極めて恣意的のものであること，二次元ではなく三次元

の探査をすべきことについては，原告ら準備書面(39)６～９頁に

述べたので，参照されたい。 

    さらに付け加えると，反射法地震探査では，反射を生起した層

の速度値が必ず判明する。ところが，被告が提示した深度断面図

（乙Ａ第２４号証４１～５６頁）にはこの速度値が記載されてい

ない。当然のこととして，被告は，これを明示するべきである。 

(2) 大飯原発敷地の反射法地震探査結果に対する被告の評価が恣

意的であることは，原告ら準備書面(35)１３～１４頁で述べ，甲

全第４４２号証を提出しているので参照されたい。物理探査の専

門家である田村八洲夫氏は，この探査結果を見て，「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。」と述べてお

られるのである。 

(3) 屈折法解析結果について 

                                            
3 物理的性質が方向によって異なること  
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被告は，準備書面(24)では，反射法地震探査の屈折法解析 4（「屈

折法地震探査」ともいう。）について言及していないが，被告は，

屈折法解析をしている（乙Ａ第２４号証 57 頁）。同頁を下記に転

記する（甲Ａ第１１号証の２図１２）が，被告は，「屈折法解析結

果より，表層から５０ｍ程度で弾性波速度４㎞/s 以上となる。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。」と評価している。 

上記図面では，Ｐ波速度が彩色表示されているところ，概ね，赤

～橙が 1.3 ㎞/s 以下，黄系統が 1.3～2.0km/s，緑系統が 2.0～

3.0km/s，青系統が 3.0km/s 以上である。被告の評価とは裏腹に，

赤～橙～黄で表示された 2.0㎞/s未満の低速度層が深く落ち込ん

でいることが，一目瞭然である。 

 

Ａ側線の結果図を拡大すると，次のとおりである（甲Ａ第１１

号証の２図１３）。なお，白線は，標高０ｍを表している。 

                                            
4 地中を伝わる波（弾性波）の中で，地層の境界面（速度と密度が変化する

面）で屈折し，地層の境界を伝わり，地表に帰ってくる波を利用して地質構造を

解明する方法。  
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これによれば，４号炉及び３号炉の南側を各炉に近接して走る

測線上の 600ｍ付近から 900ｍ付近にかけてＰ波速度 2.5km/s（黄

緑色）以下の低速度層が標高約-30ｍの深さまで沈み込んでいるこ

と，800ｍ付近では，標高０ｍ付近では，Ｐ波速度 2.0km/s という

低速度であることが判る。そして，このような表層の速度の低下

は，前記 PS 検層の結果に表れた速度の変化，試掘坑弾性波探査に

表れた速度の変化のそれぞれの傾向と一致している。なお,被告は，

基準地震動評価のための地盤構造モデルにおいて，表層解放基盤

のＰ波速度を 4.6 ㎞/s としている（被告準備書面(24)「図表」５

０の左側の図）が，被告がした反射法地震探査の屈折法解析では，

Ｐ波速度は，その半分以下の２km/s 程度でしかないのである。 

(4) はぎとり法解析結果について 

被告は，準備書面(24)では，反射法地震探査のはぎとり法解析
5について言及していないが，被告は，はぎとり法解析をしている

（乙Ａ第２４号証 60 頁，61 頁）。はぎとり法解析とは，地下の地

層の速度を解析するものである。測線の両端に発破等の震動源を

                                            
5  振動が震源を発して一度岩盤内に入り，岩盤面に沿って伝播した後，再び表

層を通過して地表に到達するために要した時間から，表層のみを通過するに要し

た時間を引くことによって，観測データから表層の影響をはぎとって
．．．．．

岩盤速度を

求める解析法  
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置き，測線上の各点では，それぞれ逆方向から伝播してきた波を

用いて直下の構造を推定する。 

乙Ａ第６号証の 60 頁を下記に転記する（甲Ａ第１１号証の２

図１４はこれに加筆したもの）が，被告は，Ａ測線のＡ-800 付近

からＡ´点間で解析した結果，「やや深部を伝わる平均的な最下層

速度は約 4.5 ㎞/s程度であった」と評価している。このグラフは，

横軸に震源からの距離，縦軸に時間を取り，走時（地震波が震源

を出発して観測点にまで到達するのに要する時間）を表している。 

 

 

赤松博士がこのグラフから VP=4.5 ㎞/s 層の上面の深さを計算

したところ，EL-80～-90ｍであること, VP=4.5 ㎞/s 層の上に位

置する表層の速度は，VP=1.9 ㎞/s であることがわかった。「Ａ測

線のＡ-800 付近からＡ´点間」とは，１，２号炉の南側付近（PS

検層の 01-3 孔付近）である。EL-80～-90ｍまで VP=1.9 ㎞/s であ

るという結果は，低速度層が深く沈み込んでいることが判った上

記の 1-3 孔の PS 検層結果とも整合的であり，大飯原発敷地が東

側に向かって低速度層が深く沈み込んでいるという事実を裏付け

ている。 
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５ 単点微動観測 6（H/V スペクトル 7） 

(1) 被告は，被告準備書面(24)では，単点微動観測について言及し

ていないが，被告は，大飯原発敷地内において，約５０ｍ間隔で

単点微動観測を行い，H/V スペクトルの算定を行い，さらに２層

地盤を仮定した解放基盤 8深度の推定を行った結果，解放基盤相当

の上面深度は概ね EL-25ｍ～+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している（乙Ａ第

２４号証 23 頁～40 頁）。なお，被告は，第１層（表層）を Vs=472m/s

と，第２層（基盤層）を Vs=2.2km/s と仮定して，基盤層の深さを

求めている（乙Ａ第２４号証 31 頁）。その上で，被告は，屈折法

によるＰ波速度断面と単点微動データによる２層地盤推定結果は

概ね整合しているとした（乙Ａ第２４号証 58 頁）。 

                                            
6  常時微動を観測して，地盤の特性等を把握すること  
7  水平動に対する上下動のフーリエスペクトル比  
8  基盤（概ね第三紀層及びそれ以前の堅牢な岩盤であって，著しい風化を受け

ていないもの）面上の表層や構造物がないと仮定した上で，基盤面に著しい高低

差が無く，ほぼ水平であって相当な広がりのある基盤（Ｓ波の速度Vs＝0.7km/s

相当以上の値を有する硬質地盤）  
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(2)  甲Ａ第１１号証の２図１９を転記する。これは，乙Ａ第２４

号証 58 頁に赤の丸枠を加筆したものである。 

 

これを見れば，屈折法による速度断面と２層地盤推定結果は，

概ね整合しているどころか，全く矛盾していることが明らかであ

る。整合しているのであれば，前者の断面図の色と後者の棒グラ

フの色が整合しなくてはならない。しかし断面図の黄色の部分に

青色の棒が，赤色の部分に黄色の棒がクッキリと浮かんでいる。

前者では 1.3 ㎞/s 以下（赤～橙）であるのに，後者では 1.7 ㎞/s

（黄），前者では 2.5 ㎞/s 以下（黄～黄緑）であるのに，後者で

は 3.7 ㎞/s（青）となっているのである。 

そうすると，単点微動観測（H/V スペクトル）によって被告が

得た結論（解放基盤相当の上面深度は概ね EL-25ｍ～+65ｍ程度に

推定される）は全く信用できないことになる。赤松博士の解析に

よれば，このような誤りが生じた原因は，解放基盤が Vs=2.2 ㎞/s

であるとの前提で解析したことにあるとのことである。 
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(3) なお，乙Ａ第２４号証 23 頁の図面に，赤松博士が，同 32 頁

～ 39 頁に記載されている被告の推定による岩盤の上面深度を加

筆したのが，次の図面である（甲Ａ第１１号証の２図１５）。 

 

これによっても，岩盤の上面深度は，敷地の東側で深くなって

いることが明らかに示されており，その上部に速度の小さい層が

存在することが推認される。このことは，PS 検層や試掘坑弾性波

探査による場所による速度の違いとよく整合している。 

 

６ 微動アレイ観測及び地震波干渉法 

(1) 被告は，微動アレイ観測 9を行い，得られたデータから周期 0.5

                                            
9 地盤は人間活動や波浪などによって常に微動しているが，これは，主に水平方

向に伝播する表面波と考えられている。表面波は，周期の長い波は深い地下構造

（特にＳ波速度構造），短い波は浅い地下構造（特にＳ波速度構造）の影響をそれ

ぞれ強く受けるため，周期ごとに伝播速度が異なる性質をもっている。微動アレ

イ探査は，表面波の性質を利用して，様々な周期をもつ表面波の伝播速度を推定

し，深いところから浅いところまで（地震基盤から地表まで）の地下構造をモデ

ル化するものである。なお，「アレイ」とは，受振器（地震計）の複数配列のこと

を意味する。反射法や屈折法などの弾性波探査の場合，概ね直線上に受振器が配

置されるが，微動アレイ探査では，波動の到来方向を知る必要があるなどの理由
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秒～2 秒の位相速度 10を推定した（乙Ａ第２４号証 65 頁～70 頁）。

被告がしたアレイ観測は，半径６００メートルのものと半径３０

０メートルのものがある。前者を「大アレイ」，後者を「小アレイ」

という。乙Ａ第２４号証 66 頁によれば，小アレイは，３，４号機

の敷地を対象としていることが判る。 

(2) 被告は，地震波干渉法により，２秒以上の周期帯において，現

行の地盤モデルの理論群速度と概ね一致していることを確認した

（乙Ａ第２４号証 71～102 頁）としている。そして，微動アレイ

による位相速度と地震波干渉法による位相速度は，周期２～３秒

付近でよい連続性を示すとしている（乙Ａ第２４号証 104 頁）。 

(3) ジョイントインバージョン解析の手法によって，被告が推定し

た速度構造は下記のとおりである（乙Ａ第２４号証 104 頁）。 

  

これによると，次のことが指摘できる。 

ア 周期 0.5 秒では，表面波の位相速度は，1.4 ㎞/s 程度である。

                                            
で，三角形など平面的に受振器が配置される。  
10 波の山や谷の特定の位置が移動する速度のこと。通常，波の速度は位相速度

で表す。「Ｓ波速度」「Ｐ波速度」も位相速度である。  
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短周期の表面波の位相速度は地下浅部Ｓ波構造の影響を受け 11，

3.4 号炉付近で実施された小アレイのデータに依拠する 12ので，

3.4 号炉付近の浅部のＳ波速度は，1.4 ㎞以下であることがわ

かる。 

イ 周期 0.57 秒付近と 1.4～1.5 秒付近では，その前後に比べて

明瞭な速度の低下が認められ，速度が低下する逆転層の存在が

示唆される。 

 

 ７ 位相速度の逆解析による速度構造モデルの同定 

(1) 上記６の作業を経て被告が策定した地盤モデル（以下「インバ

ージョンモデル」という。）は，次のとおりである（乙Ａ第２４号

証 108 頁）。 

  

(2) 上記地盤モデルは，Ｐ波速度，Ｓ波速度とも，深さと共に単調

に増加させており，上記６(2)で示唆された速度が低下する逆転層

の存在を無視している。そのため，この理論分散曲線（位相速度）

をみると（乙Ａ第２４号証 110 頁），概ね観測値に合致している

                                            
11  乙Ａ第24号証105頁  
12  短周期の表面波の解析は小さいアレイが，長周波の表面波の解析は大きい

アレイが得意とする。  



25 

 

が，観測値に見られる山・谷は説明できないのである。被告は，

「理論位相速度は観測位相速度と良く一致している」と評価して

いる（被告準備書面(24)103 頁）が，この評価は，両速度の食い違

いを敢えて無視するものである。下記に転記する（甲Ａ第１１号

証の２図２５）。 

 

８ 地震動評価のための速度構造モデルの作成 

(1) 被告は，上記インバージョンモデルから，地震動評価のための

地盤モデル（以下「地震動評価モデル」という。）を作成した。次

のとおりである（乙Ａ第２１号証５７頁，甲Ａ第１１号証の２図

２６）。 
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(2) 地震動評価モデルは，インバージョンモデルから第１層，第１

３～第１５層を抜き，第１２層の層厚を 0.31km から 0.05 ㎞に薄

くしたものである。被告は，地震動評価モデルを作成したのは，

原子力規制委員会における議論をふまえて地震発生層の上端深さ

を３㎞としたことが理由である旨説明している（被告準備書面

(24)104 頁）。なるほど，地震発生層の上端深さを３㎞としたため，

深度３㎞でＰ波速度が６km/s 以上になるモデルを作る必要があ

ったという理由は分からないではない。しかし，その調整のため

に，インバージョンモデルの第 1 層を抜いた理由は，全く説明さ

れていない。 

(3) 被告が策定した地震動評価モデルの相当性は原子力規制委員

会の審査でも問題になった。平成２６年５月１６日に開催された

第１１３回審査会合に被告が提出した資料が，「高浜発電所・大飯

発電所地下構造評価について（コメント回答）」（甲Ａ第１２号証）

である。これを見ると，次のことが指摘できる。 

ア 被告がインバージョンモデルと地震動評価モデルとの相違点

を説明した部分が，甲Ａ第１２号証３頁（左側）である。被告

は，「インバージョン解析により得られたモデルの深さ３㎞以深

の層を間引いて１次元地盤モデルを策定している。」と説明し，



27 

 

表層の低速度層を間引いた旨の説明をしていない。図（下記に

転記した）においても，１２～１４層を割愛したことだけを強

調している。 

 

 

イ 甲Ａ第１２号証５頁（左側）には，観測された位相速度と，

インバージョンモデル及び地震動評価モデルの各理論位相速度

が示され，下記グラフが示されている（甲Ａ第１２号証５頁左

側）。これによると，黒実線で表示された地震動評価モデルによ

る理論位相速度と青実線で表示されたインバージョンモデルに

よる理論位相速度がほとんど重なっている。被告は，これによ

って，インバージョンモデルを改変した地震動評価モデルであ

っても，理論位相速度がほとんど変わらないから，基準地震動

策定に使用しても問題がないという旨の主張をしているのであ

る。 
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しかし，地震動評価モデルの理論位相速度は誤りである。な

ぜなら，最低速度が Vs=2.2km/s のモデルにおいて，周期 0.65

秒以下に表示されているように，位相速度が 2.0km/s 以下にな

ることは，理論上あり得ないからである【短周期の表面波の位

相速度は，浅部のＳ波構造の影響を強く受ける（脚注９）ので，

表層のＳ波速度 2.2km/s よりも大幅に低速度になることは有り

得ない。】。被告は，地震動評価モデルであってもインバージョ

ンモデルと位相速度が変わらない旨原子力規制委員会を欺くた

めに，あえて内容虚偽のグラフを作成し，原子力規制委員会が

これに騙された可能性がある。 

なお，上記グラフの説明文には，「深さ３㎞以深の層を間引い
．．．．．．．．．．．．

た場合
．．．

でも，地盤モデルの理論位相速度にはほとんど変化がな

く，観測位相速度とよく一致している。」と書かれている。なる

ほど，上記グラフの前提とされた地震動評価モデルが「深さ３

㎞以深の層を間引いた」だけで表層の低速度層を間引いていな

いのであれば，上記グラフは正しいのかもしれない。しかし，

このグラフは，誰が見ても，被告が策定した地震動評価モデル

（表層の低速度層も間引いている）の理論位相速度を示したも

のと受け取るだろう。これも詐欺に等しい。 

ウ なお，赤松博士は，インバージョンモデルと地震動評価モデ

ルの双方で理論位相速度を算出された（甲Ａ第１１号証の２図
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２７）。これを転記する。下記のとおり,両理論位相速度は，周

期 0.8 秒以下で顕著な相違があり，周期 0.3 秒以下では，地震

動評価モデルでは，インバージョンモデルの約４倍の位相速度

となるのである。 

 

 

 

エ なお，甲Ａ第１２号証４頁（左側）には，インバージョンモ

デルと地震動評価モデルの伝達関数 13を比較するグラフが記載

されている（下記に転記する。）が，これによれば，両モデルの

値は，全周波数範囲にわたってほぼ同じ値を示している。 

                                            
13 システムの入力と出力の関係を表し，入力を出力に変換する関数のこと  
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しかし，ここにいう「地震動評価モデル」が表層の低速度層

を間引いたものであれば，表層の低速度層があるため，表層と

第２層のインピーダンス 14比が大きくなるインバージョンモデ

ルとほぼ同じ値になることは有り得ない（甲Ａ第１１号証の１

の１７頁第２段落）。このグラフの前提とされた「地震動評価モ

デル」も，表層の低速度層は間引いていないことが推測される。

果たして，被告による上記グラフの説明文にも，「深さ３㎞以深

の層を間引いた場合」と書かれていて,「表層の低速度層を間引

いた」とは書かれていない。上記理論位相速度のグラフと同じ

詐欺的手法である。 

 

(4) 赤松博士は，インバージョンモデルと地震動評価モデルで地震

波増幅率（振幅１のＳ波が下方から鉛直に入射したときの地表に

おける水平成分の振幅分布）がどう異なるかを計算し，グラフに

表わされた。これを下記に示す（甲Ａ第１１号証の２図２８）。減

衰定数は，被告が用いている数値（深さ１００ｍまでは３％，深

さ１８０ｍまでは０．５％）を採用している。 

                                            
14 媒質の地震波伝播速度と密度の積で与えられる物理量。一般に地表に近づく

ほどインピーダンスは小さく，地震波の伝播に伴う抵抗が小さくなり，その振幅

が大きくなる。  
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これによれば，インバージョンモデルでは，表層内の多重反射

によるピーク列があり，周期 1.54 ヘルツで 11 倍，周期 4.69 ヘ

ルツで 6.4 倍，周期 7.78 ヘルツで 4.2 倍等と増幅されることが

明らかになった。被告が，表層の速度を大きくすることによって

基準地震動を大幅に小さく策定していることが容易に推認できる。 

(5) なお，被告は，地震動評価モデルは，解放基盤表面における揺

れを算定するためのモデルであり，解放基盤表面をＳ波速度 2.2

㎞/s の岩盤と設定したから，それより上層の低速度層を考慮対象

外とすることに問題はないと主張するのかもしれない。しかし，

その場合は，原子炉建屋に対する入力地震動を決めるためには，

基準地震動を前提に解放基盤表面から原子炉建屋までの地震動の

増幅を計算しなければならないはずである。しかし，他方で被告

は，大飯原発の解放基盤表面を標高ゼロメートルと設定している

（甲Ａ第１３号証）。すなわち，そのような増幅計算はしていない

のであるから，やはり，被告の地震動評価モデルの策定方法は不

当であるという他はない。 

 

９ 減衰構造と地震波増幅率 

(1)  地震波減衰 
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地震波は地殻内を伝播することで減衰する。減衰には，①幾何

減衰（波が伝播する間に波面が同心円状に拡がることによる振幅

の減少），②内部減衰【地震波が媒質（地殻内の場合は岩石）を伝

わる間に，摩擦などにより波のエネルギーが吸収されて起きる】，

③散乱減衰（地殻内の不均質構造のために地震波が散乱されて起

きる。不均質構造による散乱は，不均質構造の大きさと波長の関

係に規定される）がある。内部減衰と散乱減衰によりＱ値が定ま

る。 

Ｑ値と減衰定数（ｈ）の関係式は,「ｈ＝１／（２Ｑ）」である。

すなわち，ｈ（減衰定数）が大きいほど（Ｑ値が小さいほど）減

衰の程度は大きくなるのである。 

(2) 被告は，上記８(1)の表に示したように，地震動評価モデルに

おける 減衰定数を，第１層（層厚 180ｍ）では 3.0％（Q 値は

16.67），それより以深では一律 0.5％（Q 値は 100）としている。

これは，高浜原発敷地での取り扱いと同様である（原告ら準備書

面(35)21 頁参照）。 

(3) 被告は，第１層の減衰定数を「3.0％」と評価したことについ

て，「『佐藤・他（2007）』，『佐藤・山中（2010）』の知見を基に，

敷地内のＰＳ検層結果から速度構造の不均質性と減衰定数の関係

について着目して不均質強度を評価した結果から減衰定数は３％

程度と考えられる。敷地内でのＱ値測定を実施した結果，減衰定

数は約３％程度以上となっている。」と説明している（乙Ａ第２１

号証 27 頁）。 

そこで，「佐藤・他（2007）」（甲全第４９６号証），「佐藤・山中

（2010）」（甲全第４９７号証）を提出する。これらを読んでも，

被告がこれらの文献に示されたどの知見を参照して第１層の減衰

定数を「3.0％」と評価したのか，理解できない。被告には，是非

その説明を求めたい。 

なお，上記各文献については，赤松博士が次の趣旨のコメント

していることを指摘しておく。 

ア 「佐藤・他（2007）」について 

この論文は，硬質岩盤サイトの鉛直アレイ地震観測記録によ

りサイト特性を求め，この特性を説明する減衰構造を推定する

ものであるが，①減衰特性は，低周波数側と高周波数側で一定

値となるような周波数特性を持つこと，②速度のゆらぎがフォ

ン・カルマン型の不均質であること，等の仮定を重ねて検討し
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た結果，結局，地盤減衰の周波数依存性の発生メカニズムは，

検討地点で実際に測定された深さ２００ｍ程度のＰＳ検層結果

に基づく地盤のランダム不均質モデル（相関距離１４ｍ程度）

ではなく，より大きな２０００ｍ程度の相関距離を持つモデル

によるものであったというのが結論なのであるから，大飯原発

敷地における減衰特性は,地殻と類似のものを使うべきである。

（甲Ａ第１１号証の１の註６（30～31 頁）） 

イ 「佐藤・山中（2010）」について 

この論文は，２００７年中越沖地震の際に東京電力柏崎刈羽

原発で取得された記録によって，厚い堆積層の存在が長周期帯

域だけでなく，高周波数帯域の増幅特性にも影響を及ぼすこと

が再認識されたことを契機に，深部地盤の不均質性のモデル化

を試みたものであるが，①地震記録においてサイト特性が正し

く分離されていること，②地震観測点の速度構造が正しく求ま

っていること，③深さ１００ｍ以深，平均 Vs=1km/s の地盤の減

衰特性が新潟平野にも適用できること，④地震波の入射角の違

いによる増幅の差異は小さいこと，⑤不均質の統計的性質はフ

ォン・カルマン型であること，パラメータが正しく分離できる

こと，⑥Ｐ波とＳ波で速度のゆらぎの性質は同じであること，

⑦付加減衰量は周波数に依存しないこと，以上の仮定を積み重

ねた上での結論であり，そのような考え方は新潟の地盤とは異

なり硬質岩盤である大飯原発サイトの減衰特性を評価すること

は許されない。（甲Ａ第１１号証の１の註５（29～30 頁）） 

(4) また，地下 180ｍ以深の減衰定数を 0.5％とすることについて

は，被告は，その理由を全く説明していない。 

(5) 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=100ｆ 0.7 を提唱し（f は周波数），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

４４３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
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主張している（被告準備書面(24)135 頁）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。 

(6) 赤松博士が，減衰定数（Q 値）の違いによる地震波増幅率の変

化をグラフに示していただいたのが下記の図である（甲Ａ第１１

号証の２図３９）。これによると，被告の設定したモデル（下記ａ）

では，地震波増幅率は５ヘルツ付近から減少し，２０ヘルツ付近

で１を切り，高周波になると急速に減少するのに対し，第１層の

減衰定数は被告と同じで，第２層以下のＱ値を「50f1.1」としたモ

デル（下記ｂ）では，５ヘルツを超えても１を下回らず，すべて

の速度層でＱ値を「50f1.1」としたモデル（下記ｃ）では，高周波

になっても増幅率に顕著な変化がないことが明らかになった。 

    被告の恣意的なＱ値設定によって，大飯原発の基準地震動は，

それだけでも大幅に過小評価されていることが判る。 

 

 

 

 

10 速度構造と地質構造（破砕帯）との関係 

(1) 既に述べたように，ＰＳ検層の結果によっても（第２の２(4)），

試掘坑弾性波探査の結果（第２の３(4)）によっても，反射法地震

探査の屈折法解析及びはぎとり法解析の結果（第２の４(2)(3)(4)）
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によっても，大飯原発敷地の速度構造は，西から東に向けて速度

が低下し，４号機敷地と３号機敷地を比較すれば，３号機敷地付

近で遅い速度層が深く沈み込んでいるし，更にその東側に向けて

低速度層が存在することが明らかである。 

(2) ところで，大飯原発３，４号機建屋付近の破砕帯の状況は，大

飯発電所発電用原子炉設置許可申請書（３，４号炉完本）（乙Ａ第

１５証）添付書類六の第 3.5.31 図(1)（6-3-718 頁），第 3.5.32 図

(1)(2)（6-3-721 頁，722 頁）に記載されているので，これを下記

に転記する。 

    これを見ると，３，４号機付近には，F-1～F-3 破砕帯のほか，

多数のシーム 15が存在し，特に３号機付近には無数の破砕帯，シー

ムが存在することが判る。 

 

 

また，破砕帯・シームの長さと幅の関係については，（乙Ａ第

１５証）添付書類六の第 3.5.31 図(1)（6-3-718 頁）に次のグラ

フが記載されている。 

 

                                            
15 厚い地層中に挟まれた薄い層  
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これによれば，破砕帯やシームが長くなるほど，その幅は広く

なり，長さが１００ｍ前後になると，その幅は 10ｃｍ～100ｃｍ

になることが判る。 

３号炉付近の速度が遅いのは，破砕帯やシームの存在との関係

が疑われる。従前，破砕帯については，その活動性の有無が調査

の対象となっていたが，破砕帯やシームが増幅特性に与える影響

についてはほとんど議論されてこなかったし，被告もそのような

検討をしていない。 

 

11 結論 

   以上によれば，被告の地質調査結果について，次の指摘ができる。 

① 被告は，合理的な理由がないのに，あえて二次元のデータしか

取得していない。三次元で反射法地震探査をすべきことは，原告

ら準備書面(39)で詳述した。新規制基準では，地盤が「水平成層」

であれば三次元探査の義務が免除されるかのような規定ぶりにな

っているが，そもそも地盤を三次元で把握しなければ「水平成層」

か否かも判明しないのであって，新規制基準自体が不合理である

が，仮に，新規制基準を前提としても，大飯原発敷地が水平成層

と言えないことは，甲第４４２号証に照らしても明白である。 
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② 被告のデータ処理は，深度によって速度に大幅なバラツキがあ

るのに「ほぼ均質な地盤」と評価したり（第２の２の(3)），場所

によって速度に大きな相違があるのに「ほぼ均質な地盤」と評価

したり（第２の２の(4)，３の(3)(4)，５の(3)），計算結果を地盤

が固く見える方向にごまかしたり（第２の３の(2)），あえて問題

点に目をつぶって恣意的な評価をしたり（第２の４の(1))），低速

度層の存在を無視したり（第２の５の(2)，６の(2)，７の(2)），

低速度層の存在自体をなかったものにする（第２の８の(2)）等，

極めて恣意的である。 

③ 被告が採用したＱ値は，これによって減衰定数を大きくしてい

るが，表層の「16.67」については十分な説明がなく，二層以下の

「100」については全く説明がなく，まことに恣意的である。 

④ 被告が採用した地震動評価モデルは，インバージョンモデルか

ら説明もなく表層の低速度層を抜いてしまっており，誠に不適切

である。 

以上によれば，大飯原発敷地についての被告の地盤調査結果は，

新規制基準に適合しない違法なものであると言わざるを得ない。ま

た，この違法な地盤調査結果を基礎として策定された基準地震動が

合理的であるはずがないのである。 

 

12 求釈明 

原告らは，被告に対し，次の２点について釈明を求める。 

(1) 減衰定数算出過程の疑問について 

ア 被告が平成２６年３月５日に原子力規制委員会に提出した

「大飯発電所地盤モデルの評価について」（乙Ａ第２４号証）の

13 頁を見て頂きたい。ここには，パワースペクトルのフィッテ

ィングから求めた傾きαと Hurst 指数νとの関係式が 

      ν＝（α―１）／２ 

    と書かれている。 

イ O1-1 孔のＰＳ検層結果に基づいて減衰定数を検討している 1

7 頁を見て頂きたい。ここではパワースペクトルのフィッティ

ングから求めた傾きαが「1.02」であることが明記されている。

それであれば，上記式にしたがって，νは「0.01」になるはず

である。ところが，同頁には，νは「0.21」と書かれている。

この理屈が原告らには理解できない。 

ウ O1-3 孔のＰＳ検層結果に基づいて減衰定数を検討している
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 18 頁も見て頂きたい。ここではパワースペクトルのフィッテ

ィングから求めた傾きαが「1.07」であることが明記されてい

る。それであれば，上記式にしたがって，νは「0.035」になる

はずである。ところが，同頁には，νは「0.21」と書かれてい

る。この理屈も原告らには理解できない。 

エ 是非，ご説明いただきたい。 

 

(2) 被告の約束の履行状況について 

原子力規制委員会は，被告の地盤調査及びその評価をそのまま

受け入れたものではない。被告は，平成２６年３月５日原子力規

制委員会に提出した「大飯発電所 地盤モデルの評価について」

と題する書面（乙Ａ第２４号証）の 128 頁によれば，被告は，原

子力規制委員会に対して「地盤モデル検討委員会（仮称）」の設置

を約束している。委員会の目的は，「観測データの蓄積，地震波干

渉法等による検討精度向上に向け，関係する各分野の学識者によ

る指導をもとに地盤モデルの精度向上に努めること」であり，検

討項目は，「①地震波干渉法制度向上のための微動データ・地震観

測データの分離,解析，②微動データのうちラブ波（水平成分）を

用いた検討，③大深度鉛直アレイ地震観測の実施，地震観測デー

タを蓄積して解析検討」であり，委員会は，地震学分野，地震動

分野，物理探査分野，物質構造分野，地震工学分野の学識者及び

社内各部門からの委員で構成する，とされている。 

そこで，被告に対し，次の事項について回答を求める。 

   ① 地盤モデル検討委員会は，設置しているのか。 

   ② 設置しているのであれば，委員名，検討事項，検討成果を明

らかにされたい。 

   ③ 設置されていないのであれば，その理由を明らかにされたい。 

 

第３ 三次元地震探査の有用性について 

  被告において三次元地震探査を実施すべきことは，原告ら準備書面

(39)で述べたところであるが，これに追加して，三次元地震探査の有

用性を述べた産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門京大工学博

士横田俊之氏の論文を甲全第４９８号証として提出する。 

  これによれば，三次元探査は，次のとおり，二次元探査と比較して，

はるかに有用なのである。 

 ① データ自体が持つ情報量の違い 
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二次元探査では，情報を得られるのはその領域のごく一部に限ら

れ，領域内の残り多くの部分に関する情報を得られないが，三次元

探査では，領域内すべての場所の情報を得ることができ，任意の位

置の情報を容易に取り出すことができる。 

② データ処理の正確さの違い 

震源から出た波はあらゆる方向に三次元的に伝わり，様々な方向

に存在する反射点で反射され受振点に戻ってくるが，二次元探査で

は，地震波は二次元測線直下に伝わり，反射してくるものと考えて

データ処理を行うので，データ処理に狂いが生じ，処理結果は真の

地下構造を正確に表現しない。 

③ 処理結果の解釈の容易さの違い 

三次元探査は，領域全体にデータを持っているため，まばらに存

在する二次元結果間を解釈者が推定するという最大の不確実性を排

除することができる。 

  以上のとおりであって，原発が抱える巨大なリスクに鑑みれば，事

業者は三次元探査のコストを惜しむべきではなく，もとより，三次元

探査をしないことによって被告の地盤調査は新規制基準に適合して

いないことは既に述べたとおりである。被告は，すべての原発の運転

を直ちに停止するべきであって，その理由は多々あるが，仮に，この

三次元探査問題だけを取り上げても，三次元探査結果に基づいて原発

敷地の地盤構造を策定し直し，これに基づいて基準地震動を見直すま

で，原発の運転を停止するべきである。 

 

以上 

 

 


