
 

18 

 

 
 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第２条によれば、「急

傾斜地」について、「傾斜度が３０度以上である土地をいう」と定義さ

れている。高浜原発敷地は、急傾斜地なのであって、基盤岩も急傾斜地

に近い傾斜をしている。「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。 

 

第３「第２の３ 『音海流紋岩の硬さについて【確証のないきめつけ】』と

いう原告らの主張について」に対し 

１ 不連続面の影響について 

(1) 原告が、「岩の力学」（甲全第５７６号証）を引用して、硬岩では岩

質よりも不連続面の影響が大きい」と主張したのに対し、被告は、同じ

「岩の力学」を引用して、「地表近くの岩盤では・・・不連続面が発達

し、力学的弱点になり易いのに対し、地下深所では、不連続面の風化が

少ないうえに封圧により密着しており、地表におけるほど力学的弱点

とはならない」と主張している。そして「岩の力学」は、地下浅所の例

として「土木」を、地下深所の例として「鉱山」をあげている（被告準

備書面(54)８頁）。 

(2) 被告の指摘は、一般論としては否定しない。しかし「岩の力学」で

は、地下深所における不連続面は、軟岩の場合は「✕影響少ない」であ

るが、硬岩の場合は「△影響あり」とされていることも指摘しておく。

更に言えば、「岩の力学」は、「地下浅所」「地下深所」という概念を用
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いているが、これを数量的に定義づけていない。被告は、原発の建設は

「地下深所」に当たるとの前提で論じているが、果たして、原発の建設

は「鉱山」に類するのだろうか。むしろ、「土木（工事）」に類するので

はないだろうか。 

 

２ 音海流紋岩の弾性波速度について 

(1) 被告が準備書面(45)（令和元年９月３日付）で「音海流紋岩の弾性

波速度は・・・一般的な流紋岩の弾性波速度よりも更に速いものと考え

られる」と主張したことに対し、原告らは、準備書面(69)で、「全く根

拠が示されていない」と批判した。これに対し、被告は、準備書面(55)

（令和２年１２月３日付）で、乙全第４０５号証を引用して、「『全く根

拠が示されていない』などという原告らの批判は当たらない。」と主張

している（被告準備書面(55)８頁５～６行目）。 

(2) 原告は、準備書面(69)１１頁で、「ウ 音海流紋岩が一般的な流紋岩

の中でも古い時代のものである」こと、「エ 古い流紋岩は、一般的な

流紋岩よりも弾性波速度が速い」ことについて全く根拠が示されてい

ないと主張した。被告の上記主張は、乙全第４０５号証が根拠であると

いうものであるが、被告が乙全第４０５号証を提出したのは、被告準備

書面(55)を提出したのと同じ、令和２年１２月３日である。すなわち、

被告が準備書面(45)を提出した段階では、乙全第４０５号証は提出さ

れていなかった。しかも、乙全第４０５号証に書かれていることは、「火

山岩類の平均密度の値は、年代が古くなるほどわずかながら増加する

傾向が認められる。」ということだけである。すなわち、乙全第４０５

号証は、上記エの主張を裏付ける証拠になるかもしれないが、被告が準

備書面(45)を陳述した時点では証拠提出されておらず、上記ウの根拠

となる証拠は、いまだに提出されていないのである。原告らの上記批判

は正鵠を得ており、被告の反論は全く理由がない。 

(3) そして、乙全第４０５号証は、実は、上記エの主張を裏付ける証拠

にはならない。そのことは、甲Ｂ第５２号証の３－1を参照していただ

きたい。 

 

 

第４「第２の４ 『岩石試験結果』について」に対し 

１ 被告が、準備書面(45)１４頁で、「ボーリングコア及び試掘坑内から採

取した試料について、その他物理試験、超音波速度測定及び力学試験も実

施して、岩盤が堅硬であることを確認している」と主張したのに対し、原
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告は、「これらの試験の結果わかるのは、岩石標本の値であり、岩盤の値

ではない。」と批判した（原告ら準備書面(69)１２頁）。これに対し、被告

は、「電研式岩盤分類の手法を基本とした一定の考え方に基づいて、高浜

発電所敷地の地下に広がる岩盤がＣＭ級以上の堅硬な岩盤であると評価

しており、原告らの主張には理由がない。」と反論している（被告準備書

面(55)８頁）。 

 

２ 「試料について、その他物理試験、超音波速度測定及び力学試験も実施

して、岩盤が
．．．

堅硬であることを確認している」と主張したのは被告である。

被告が試験結果の一部として引用した（準備書面(45)１５頁）のも「岩石
．．

試験結果」である。岩石の試験結果では、岩盤の強度は分からない。被告

は、そのことを率直に認めるべきである。 

 

第５ 「第２の５ 『R.Q.D.値の分析の懈怠【不都合なことは見ようとしな

い態度】』という原告らの主張について」に対し 

１ 原告らは、R.Q.D.値の平均値からＰ波速度の深さ分布を推測し、特に４

号炉付近で、Ｐ波速度 2.8～3.5㎞/sの低速度層が南東側から北西側に向

かって沈降していることを指摘した（原告ら準備書面(69)１２～１８頁）。 

これに対し、①被告は、R.Q.D.値は、岩盤状態の一側面を捉えるための

手法に留まり、参考数値として扱うに留めている（被告準備書面(55)９頁

９～１５行目）などと R.Q.D.値の価値を貶め、「R.Q.D.の数値とＰ波速度

とが常に相関関係を有するとの理解を前提に展開された原告らの主張は

不合理である」と結論づけ（同頁下から４～２行目）、②ＰＳ検層によっ

て速度構造を把握しているのだから、敢えて原告らが主張する方法（引用

者注 R.Q.D.値から推測する方法）でＰ波速度を推定する必要性も合理

性もない（同頁下から２行目～１０頁初行）」、③原告は、低速度層と破砕

帯の位置が一致していると主張するが、「破砕帯が存在する場所の弾性波

速度が低下し得ることは・・・明らか」であり、「被告は、破砕帯の影響

が含まれた各種の調査結果を踏まえて地下構造モデルを策定して」いる

と開き直っている。 

 

２ 上記①の主張に対し 

第１章第２の４（3）で述べたように、被告自身が、美浜原発において

は、「R.Q.D.が小さい深度及び孔径が大きい深度、つまり割れ目が多く、

地質的に脆弱な深度において、Ｖｐと密度の低下が確認された。」と R.Q.D.

値とＰ波速度とが相関関係を有する理解を前提とする説明をしているこ
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とと明らかに矛盾しており、被告の主張は二枚舌であると言わざるを得

ない。 

 

３ 上記②の主張に対し 

被告は、ＰＳ検層等によって速度構造を把握したという主張は、被告準

備書面(45)３０頁２～３行目、同(34)８～１０頁においてもした。これに

対する原告らの反論は、原告ら準備書面(69)２１～２３頁で主張したと

おりである。これに対する具体的な反論はない。 

本準備書面においては、上記主張に加え、次の主張を付加する。 

(1) ＰＳ検層 

 ア 被告は、ＰＳ検層をボーリング孔９孔で実施した（乙Ｂ第１８号

証 6-3-108頁）。ところが、被告がＰＳ検層のデータを公表している

のは、６孔分（T1-1 孔、T1-2 孔、T1-5 孔、T3-2 孔、T3-4 孔、T3-6

孔）に限られる。 

 

 
（乙Ｂ第３９号証 7 頁） 

 

イ これをみると、原子炉に最も近いのは、４号炉の北西５０メートル

に位置する T3-6孔であるところ、T3-6孔のＳ波速度（上記図で黄緑
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色で表示）は、標高－５メートル程度で1.5～1.8㎞/s程度しかなく、

標高-35～-40 メートルでは２㎞/s 以下に低下し、さらに標高-70～

80メートルでは 1.5㎞/s以下にまで低下していることが分かる。 

被告は、基盤岩のＳ波速度を 2.2㎞/sと評価するに際し、このよ

うなデータを無視している。 

 

(2) 屈折法解析結果 

ア 被告が平成２５年１１月１日の審査会合において原子力規制委員

会に提出した資料「高浜発電所地下構造の評価について」（甲Ｂ第５

４号証）の 29 頁には、Ａ測線、Ｂ測線について屈折法解析によって

判明したＰ波速度構造が記載されているので下記に転記する。これ

によると、Ｐ波速度４ｋｍ/s 以上の層（青色で表示されている）の

上面は波打っているが、被告は、「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。」と評価していることが分かる。と

ころで、Ａ測線及びＢ測線の位置の標高は、原子炉から遠いＡ測線の

東半分を除き、概ね０ｍ～５ｍ程度である。 
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イ 高浜原発の解放基盤表面は標高２ｍとされており、原子炉建屋の

基礎もほぼ同じ高さにあると考えられる。被告は、インバージョンモ

デルの第１層を削って第２層（すなわちＳ波速度 2.2㎞/s、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、すなわち標高－５０メートル程

度以深に存在するのである。 

これは、いったいどう理解すればよいのだろうか。本当に原子炉建

屋直下には、Ｐ波速度４km/s を超える岩盤が存在するのであれば、

その岩盤は、原子炉建屋位置からＡ測線及びＢ測線位置まで急角度

で降下していることになる。 

 

第６ 「第３ 『「原告らの主張に対する被告の反論部分」について』とい

う原告らの主張について」に対し 

１ この項は、議論の繰り返しが多いため、被告が高浜原発地下構造と柏崎

刈羽原発地下構造について縦横比の異なる図面を比較させた手法の評価

も含め、次の２，３を除き、裁判所の判断に委ねる。 

 

２ 基盤の起伏による地震波の集中について 

(1) 被告は、高浜原発敷地地下には、地震波を特定の場所に集中させる

ような構造は存在しないと主張する（被告準備書面(55)１１頁初行～

７行目）ので検討する。 

(2) 前頁の屈折法解析結果の図面によれば、基盤と目されるＰ波速度

4.0 ㎞/s 以上の青色の層は、各所で波打って沈降していることが分か

る。特に３、４号炉に近いＢ測線の８００ｍ～１０００ｍ付近では、幅

１５０ｍ以上にわたって標高－７０ｍ付近まで沈降している。赤松博

士が、Ｂ測線の６００ｍ～１３００ｍの速度層の境界を読み取って境

界線を記入した図が下記のとおりである。 
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(3) これに基づき、赤松博士は、基盤の起伏による波線の集中を基盤層

と表層の２層モデル（基盤層を４km/s、表層を３㎞/sとする。）で、地

震波が鉛直下方から入射する場合、鉛直から＋３０度で入射する場合、

鉛直から－３０度で入射する場合の３通りにわけて、波線集中を計算

された。その結果が、次の３つのグラフである。それぞれの上段のグラ

フは、波線の集中度を、下段のグラフは波線の屈折を表している。 
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これによると、いずれの場合も、基盤沈降部の上部付近で波線が２～

３倍に集中することが分かる。振幅増幅が３倍に達すれば、波動エネル

ギーは９倍に達する。したがって、「若干の速度低下部分が点在してい

るからといって、そのような特異な構造に当たらない」（被告準備書面

(55)１１頁５～６頁）という被告の評価は誤りである。 

 

３ 被告は、原告が被告による基準地震動評価モデルの策定手法（インバー

ジョンモデルから第１層を除外して基準地震動評価モデルを策定したこ



 

26 

 

と）を批判したことについて、原告を批判し、インバージョンモデル第２

層（すなわち標高＋２ｍ）の速度構造（Ｐ波速度 4.2㎞/s、S波速度 2.2

㎞/s）を試掘坑弾性波探査及びＰＳ検層等の物理探査によって把握して

いると主張する（被告準備書面(55)１４頁初行～５行目）。 

被告は、ここでも高浜原発原子炉建屋の基礎の標高（＋２ｍ）の速度構

造は、Ｐ波速度 4.2㎞/s、S波速度 2.2㎞/sであると主張している。 

それでは、被告は、 

(1) 上記（第５の３(2)イ）で述べたように、屈折法解析結果によれば、

Ａ、Ｂ測線上では、Ｐ波速度が 4.0 ㎞/s を超える地層は、標高－５０

ｍ以深に存在することをどのように説明するのだろうか。 

(2) 原告ら準備書面(37)で述べたように、４号炉直下のＦ－Ｃ断層破砕

帯内におけるＰ波速度は、3.1 ㎞/s まで落ち込むことをどのように説

明するのだろうか。 

(3) 上記（第５の３(1)イ）で述べたように、ＰＳ検層の結果、標高－５

メートル付近でも、更にそれより深い地点でも、何か所もの低速度層が

認められることをどう説明するのだろうか。 

 

第７ 「第４ 『その他の主張（三次元の反射法地震探査の必要性）』とい

う原告らの主張について」に対し 

１ 被告は、三次元の反射法地震探査等の「三次元探査」は、地下構造の調

査における探査手法の一つであり、強震動予測のための三次元地下構造

モデルを設定するに当たっては、各種調査結果を組み合わせて評価する

ものとされており、三次元探査を用いなければならないとする知見は認

められないから、三次元の反射法地震探査等の「三次元探査」を実施しな

いで策定した地下構造モデルはそれだけで信頼性に欠けるとする原告ら

の主張は理由がない旨主張する（被告準備書面(55)１４～１５頁）。 

２ この点についての原告らの反論は、原告ら準備書面(58)８～１０頁に

記載した内容で十分であり、これ以上に付け加える必要はない。被告は、

高浜原発敷地が水平成層構造であることを立証しておらず、その立証の

ために必要な「多方向から到来する複数の地震観測記録等を用いた波動

伝播分析」もしていない。したがって、被告は、高浜原発敷地地盤の三次

元的把握が必要であるのに、三次元での反射法地震探査をしておらず、他

の方法で三次元的把握を行った旨の立証もしていないのである。 

 

第３章 美浜原発について（被告準備書面(56)に対する反論） 

第１ 「第２ 『地質調査結果に対する被告主張について』という原告らの
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主張について」に対し 

１ 美浜原発地下の特異な構造の有無について 

(1) 被告は、「同種の岩石であったとしても、風化や変質を受け、あるい

は亀裂、節理及び破砕帯が存在する場合には、それらが存在しない場合

に比して堅硬度合いは若干弱くなり、結果としてその部分の弾性波速

度が低下すること、そのため・・・細部においては他の部分に比して弾

性波速度が若干低下している部分が生じること」を（「若干」などとい

う形容詞をつけながらも）一般論としては認めながら（被告準備書面

(56)４頁下から９～３行目）、美浜原発敷地では、「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ことを確認

した」と述べ（同頁下から２行目～末行）、自らが策定した地下構造モ

デルを正当化している。 

(2) 本当に、上記「特異な構造」がないのか。そこで、美浜原発３号炉

岩級区分図（乙Ｃ第３５号証 10 頁）を示す。水色がＣＨ級、黄緑色が

ＣＭ級、橙色がＣＬ級、ピンク色がＤ級の各岩盤を表している。 

 

この図によれば、３号炉原子炉建屋の直下にＢ破砕帯に沿って、厚さ

約３０メートルに及ぶ帯状のＣＬ級岩盤が存在し、その深さは標高－
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１５０メートルまで及んでいる。また、タービン建屋基礎には、Ｃ破砕

帯、Ｄ破砕帯、Ｅ破砕帯が接着交差しており、標高－３０～５０メート

ルの深さまでＣＬ級の層が厚く分布している。地表近くではＤ級の層

も存在している。ところが、被告のこの地盤の評価は、「概ねＣＭ級以

上の岩盤が基礎直下より確認されている。」というものである。この評

価は、被告が不都合なものは敢えて見ないことにしているものとしか

理解できない。 

(3) 念のため、赤松博士は、ＣＨ級岩盤を伝わってきた地震波が、ＣＭ

級岩盤、ＣＬ級岩盤、Ｄ級岩盤に入射するときに、振幅がどの程度増幅

するかを計算した。振幅は、岩盤境界において、インピーダンス（密度

と速度の積）の比に逆比例して増減する。岩級ごとの密度は設置変更許

可申請書（乙Ｃ第２９号証）の 6-1-200頁に、岩級ごとのＳ波速度は、

同申請書 6-1-198 頁にそれぞれ記載されている。その結果は次のとお

りである（甲Ｃ第１６号証２頁）。 

 

     これによると、ＣＨ級岩盤から入射するＳ波は、ＣＭ級岩盤では１.

０９倍に、ＣＬ級岩盤では１.４１倍に、Ｄ級岩盤では１.７２倍に増幅

することがわかる。そうすると、美浜原発地下は、「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」が認められないどころ

か、はっきりと認められるのである。 

 

２ R.Q.D.値の評価について 

(1) 被告は、R.Q.D.値の価値を貶め、「美浜発電所敷地の地質の評価に当

たっては、岩盤分類の考え方を主たる評価基準として利用し、R.Q.D.は

参考数値として扱うに留めている」と主張する（被告準備書面(56)５頁

下から２行目～６頁初行）。 
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(2) この点についての反論は、繰返さない。原告ら準備書面(80)第３の

２を参照していただきたい。ちなみに、被告は、美浜原発について、他

の場所では、「R.Q.D.が小さい深度及び孔径が大きい深度、つまり割れ

目が多く、地質的に脆弱な深度において、Ｖｐと密度の低下が確認され

た。」と、R.Q.D.値と弾性波速度を関連づけて評価している（乙Ｃ第３

５号証 42頁）のであって、被告の態度は、二枚舌であり、場当たり的

である。 

 

３ 三次元探査の必要性 

(1) 原告らは、「低速度層の幅、拡がり、形状、形成の原因等を正確に把

握しなければ、『地震波を原子炉建屋等の特定の場所に集中させるよう

な特異な構造』であるかは分からず、その調査のために三次元の反射法

地震探査をしなければならない旨主張した（原告ら準備書面(70)７頁）。 

(2) これに対し、被告は、「火成岩は・・・低速度部分が存在するとして

も、それは風化や変質を受け、あるいは亀裂、節理及び破砕帯が存在す

る箇所で部分的に生じるものであり・・・層状に広がっているものとは

考えられない。」と主張する（被告準備書面(55)６頁）。 

(3) 火成岩で低速度部分が生じる機転が被告主張のようなものである

としても、その結果形成された低速度層が、「層状に広がることはない」

というのは、如何なる科学的根拠に基づくものなのか。単なる被告の願

望に過ぎないのではないか、明らかにされたい。 

(4) ところで、上記第１の１(2)の岩級区分図に表示されたＢ破砕帯周

りの低速度層は、幅が約３０メートルに及び地下１５０メートルにも

達する（その下部にも続いていると思われるが、被告提出の図面には記

載がないのでわからない。）。また、Ｃ，Ｄ，Ｅ各破砕帯周囲の低速度層

は、破砕帯の交錯等によって広く拡がっている。これらを「層状に広が

っている」とは言わないのだろうか。「層状に広がっているか否か」の

判断基準を「速度変化を起こし得るか否か」として捉えるのであれば、

上記各破砕帯周囲の低速度層は、明らかに速度変化を起こし得るもの

である。 

(5) なお、被告は、設置許可基準規則の解釈別記２第４条５項４号②が

三次元の物理探査を義務付けていないから、三次元の物理探査を実施

する必要がない旨主張する（被告準備書面(56)６頁下から５行目～７

頁７行目）。 

しかし、設置許可基準の解釈別記２第４条５項４号は、①において、

地下構造が成層かつ均質と認められる場合を除いて三次元的な地下構
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造により検討することを求めており、その具体的手法を定めた②にお

いて、三次元の物理探査を義務付けないで、他の手法で三次元的に地下

構造を把握する余地を残したのである。 

したがって、被告は、三次元の物理探査をしなかったことが新規制基

準に違反していないと主張するのであれば、三次元の物理探査以外の

方法で美浜原発敷地を三次元的に把握できたことを立証しなければな

らない。しかし、その立証はなされていない。 

 

第２ 「第３ 『被告のまとめによる原告主張①について』という原告らの

主張について」に対し 

１ 被告の主張１について 

この問題は、もはや水掛け論であるから、原告らは、これ以上は主張し

ない。裁判所の判断に委ねる。 

 

２ 被告の主張２について 

この問題についても、原告らは、わざわざ４対１の縮尺の図面を用いた

ことから、被告のどのような意図、目的が推認できるのか、裁判所の判断

に委ねる。 

 

３ 被告の主張３について 

(1) 被告は、美浜原発敷地の反射法地震探査結果について、芦田教授が

指摘した逆断層の存在について、「原告らが指摘してきた部分に何らか

の地質構造が存在する可能性まで否定しているわけではない。」と弁解

しつつ、「原告らが指摘する反射面のずれはわずかなものに留まってお

り、特定の場所に地震波を集中させ得るような特異な構造ではないと

評価し、原子力規制委員会がその被告の評価を妥当であると認めてい

る」と主張する（被告準備書面(56)８頁）ので反論する。 

(2) 被告が原子力規制委員会に提出した資料中、反射法地震探査の結果

を記載した図（乙Ｃ第３５号証 35頁）に、赤松博士が橙枠を記載した

のが下記図である（甲Ｃ第１６号証１２頁図３）。 

     この橙枠部分をみていただきたい。測線位置４３０メートル付近か

ら５３０メートル付近において、深さ８００メートル付近まですべて

の反射層が食い違っている。食違い幅は５０メートル以上に及ぶ。５０

メートルもの反射層の食い違いが、なぜ、「僅かなもの」であり、「特異

な構造ではない」と評価できるのか、被告は、全く説明していない。 
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なお、確かに、原子力規制委員会の審査会合で、この点は指摘されて

いない。赤松博士は、美浜原発３号機にかかるすべての審査会合の議事

録をチェックされた。その結果、この食違いについて、被告担当者は原

子力規制委員会に対して説明していないこと、原子力規制委員会や原

子力規制庁からも指摘がなされなかったこと、すなわち、この食違いを

どう評価するかについて審査会合では何の議論もされなかったことが

わかった（甲Ｃ第１６号証４頁）。 

審査会合でこの点の議論がなされなかったのは、この食違いを無視

した被告の評価が妥当であるということを裏付けているのではなく、

原子力規制委員会の審査が杜撰であり、原子力規制委員が地盤問題に

ついて専門性を欠くことを裏付けているのである。 

 

第３ 「第４ 『被告のまとめによる原告主張②について』という原告らの

主張について」に対し 

１ 被告の主張１，２について 

被告は、地震ガイドやレシピの文言の一部だけを切り取って、三次元地

下構造モデルの策定を怠っていることを弁解しているに過ぎない。原告
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らの主張は、原告ら準備書面(70)の９～１０頁の記載で十分であり、付け

加える必要はない。 

 

２ 被告の主張３について 

(1) ここで被告は、「ＰＳ検層の調査結果に低速度部分が認められると

しても、それは亀裂、節理及び破砕帯等が存在する箇所で部分的に生じ

るものであって、地質調査等の各種調査結果を組み合わせて評価する

と低速度部分が面的（層状）に広がっているものとは考えられない」と

主張している（被告準備書面(55)１０頁下から５～２行目）。 

(2) 被告は、準備書面(46)２７頁７～１０行目で、ＰＳ検層で速度低下

があっても「速度低下が面的（層状）に一様に広がっていることを示す

ようなデータが得られるものではない。」と主張した。そこで、原告ら

は、準備書面(70)１０頁１０～１３行目において、被告のその見解に賛

同し、だからこそ、地下構造の三次元的な把握が必要であると指摘した。 

そうすると、被告は、（三次元的把握をしなくても）、「地質調査等の

各種調査結果を組み合わせて評価」すれば、「低速度部分が面的（層状）

に広がっているものとは考えられない」と主張してきたのである。 

(3) 被告がそのように主張するのであれば、どの調査結果とＰＳ検層結

果を組み合わせれば、「低速度部分が面的（層状）に広がっていない」

と判断できるのか、具体的に説明するべきであろう。 

 

第４ 「第５ 『被告のまとめによる原告主張③について』という原告らの

主張について」に対し 

   減衰定数については、被告は、原告らの主張に反論できないものと受け止

めておく。 

 

第５ 「第 6 『被告のまとめによる原告主張④について』という原告らの

主張について」に対し 

１ 地震観測記録の評価について、これ以上の応酬は繰り返しになるので

控えておく。 

 

２ 但し、繰り返しになるが、被告の評価の不当性を分かりやすく簡単に説

明することとする。 

(1) 被告が原子力規制委員会に提出した説明資料（乙Ｃ第３２号証の 25

～27 頁には、２０１４年長野県北部地震及び２０１４年滋賀県北部の

地震（Ｍ4.2）の際の美浜原発敷地の岩盤内における深度別速度応答ス
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ペクトル（標高－1067メートル、－527メートル、－200メートル、－

84メートルにおける地震動を、ＮＳ（北南）方向、ＥＷ（東西）方向、

ＵＤ（上下）方向に分解したもの）が示されている。 

(2) これについて、被告は、「各深度で増幅はほとんどみられなかった」

と評価している（乙Ｃ第３２号証 26、27 頁）。 

岩盤中を伝播する地震波は、伝播速度が遅くなれば振幅が大きくな

り、揺れの速度及び加速度が増幅する。「各深度で増幅がほとんど見ら

れなかった」ことは、標高－1067メートルから－84メートルにかけて

地震波の伝播速度の低下がほとんどないことを意味し、この範囲内に

おいてほぼ同質の岩盤が続いていることを示唆する。 

(3) このような評価でいいのだろうか。下記に、２０１４年滋賀県北部

の地震の際のＮＳ方向の応答スペクトル図に加筆したものを示す。 

  

これによれば、周期０．３秒（赤線で示した）における速度は、標高

－1067 メートルにおいて 0.017ｃｍ/s、－527 メートルにおいて 0.02

ｃｍ/s、－200 メートルにおいて 0.03ｃｍ/s、－84 メートルにおいて
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0.045ｃｍ/sであることがわかる（具体的な数値は、甲Ｃ第１６号証図

７）。地表に近づくほど速度は増しており、－84メートルにおける速度

（0.045ｃｍ/s）は、－1067 メートルにおける速度（0.017ｃｍ/s）の

約２.６倍である。２.６倍でも「増幅はほとんどみられなかった」とい

うのが被告の評価であり、この評価をそのまま受け入れるのが原子力

規制委員会の審査の実態なのである。 

被告のこの評価が妥当なのか、裁判所の判断に委ねたい。 

以上 


