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【本文】 

 本準備書面においては，被告準備書面（１６）第２章のうち第１～第８（１

０３頁～３０９頁）についての反論を行う。被告準備書面（１６）第２章第１

～第８は，地震に対する安全性，とりわけ基準地震動の策定問題に関する部分

であるところ，この問題については，近時，レシピの改訂や有力な地震学者の

意見表明等によって，重要な知見が得られている。これらに基づく主張は別な

機会に譲り，本準備書面においては，被告の上記準備書面のうち，重要な点に

ついての反論に止めることとする。 

 

第１ 被告準備書面（１６）第２章第１（はじめに）について 

特段の意見はない。 
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第２ 被告準備書面（１６）第２章第２（高浜３，４号機における地震動に対

する安全性の確保）について 

１「１ はじめに」（同準備書面１０４頁）に対し 

(1) 被告は，地震に対する安全確保対策の基本的な考え方として，「耐震

重要施設」も「重大事故等対処施設」も，基準地震動（による地震力）

に対する耐震安全性を備えるようにしていると主張する。 

(2) ここに被告の安全に対する考え方の根本的な誤りがある。その理由は

次のとおりである。 

ア 「耐震重要施設」は，「設計基準対象施設」の一部である（設置許可

基準規則第３条第１項）から，「運転時の異常な過渡変化又は設計基準

事故の発生を防止し，又はこれらの拡大を防止するために必要となる

もの」であり（設置許可基準規則第２条第２項第７号），深層防護の第

３層までの機能を果たすための設備，すなわち，過酷事故（重大事故）

の発生を防止するための設備である。これに対し，「重大事故等対処施

設」は，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故に対処するた

めの機能を有する施設」であり（設置許可基準規則第２条第２項第１

１号），深層防護の第４層の機能を果たすための設備なのである。 

イ 「耐震重要施設」は，基準地震動に対しても安全機能が損なわれな

いことが求められている。言い換えれば，基準地震動を超える地震動

に襲われたときには，安全機能を損なわれることが想定されており，

その場合には，過酷事故（重大事故）に発展する。その段階で機能す

ることが期待されているのが「重大事故等対処施設」である。という

ことは，「重大事故等対処施設」は，「耐震重要施設」以上の耐震安全

性を持たなければならないはずである。「重大事故等対処施設」が「耐

震重要施設」と同レベルの耐震安全性しか有さず，「耐震重要施設」が

機能を喪失したときに，同時に機能を喪失したのでは，期待されてい

る役割を果たすことができないのである。 

ウ 「重大事故等対処施設」に「耐震重要施設」と同レベルの耐震安全

性しか求めていないのは，新規制基準の重大な欠陥の一つである。し

かし，本件各原発の安全性に責任を持つ被告は，新規制基準の内容に

かかわらず，本件各原発の「重大事故等対処施設」の耐震安全性を独
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自に高めるべきであった。しかるに，被告は，本訴において，原発の

地震に対する安全確保対策の基本的な考え方として，「耐震重要施設」

と「重大事故等対処施設」の耐震安全性のレベルが同一である旨堂々

と述べているのだから，その問題意識すら有していないのではないか

と思われる。 

 

２「２ 基準地震動の策定手順の概要」（同準備書面１０５～１０７頁）に対

し 

特段の意見はない。 

 

３「３ 高浜３，４号機における基準地震動の策定」（同準備書面１０７～１

１０頁）に対し 

特段の意見はない。 

 

第３ 被告準備書面（１６）第２章第３（地震動評価に影響を与える地域特性

の評価）について 

  被告は，高浜発電所について，「震源特性」「伝播特性」「地盤の増幅特性（サ

イト特性）」を適切に評価した旨主張する。 

 １ 震源特性について（同準備書面１１５～１２２頁） 

(1) 断層の長さ 

被告は，活断層を詳細に調査した上で，断層の長さを保守的に評価し

たと主張する（同準備書面１１６頁）が，この問題点については，別に

述べる。 

(2) 断層の傾き 

被告は，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層，上林川断層の傾きについて

は，これらが横ずれ断層である（もっとも被告は，縦ずれ成分があるこ

とも認めている。甲Ａ第１０号証７０頁）ことから，９０度であると評

価した旨主張している（同準備書面１１６～１２０頁）。なるほど，横ず

れ断層の傾きは，原理的には鉛直になる可能性が高いということはいえ

るのかもしれない。しかし，断層傾斜角が決まる要素は応力のかかり方

だけではないし，現実に発生している横ずれ断層（縦ずれ成分がある横
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ずれ断層を含む。）が起こした地震で，断層傾斜角が９０度でなかった事

例は枚挙にいとまがない。 

記憶に新しい地震についていえば，熊本地震の本震（２０１６年４月

１６日１時２５分，Ｍ７．３）の震源断層は，正断層成分を含む右横ず

れ断層である（甲全第３２６号証）が，傾斜角は，東京大学地震研究所

の解析では７５度，防災科学研究所の解析では６５度，京都大学防災研

究所の解析では，日奈久断層帯北部に沿った部分で７２度，布田川断層

帯に沿った部分で６５度とされている（甲全第３２７号証の１～３）。 

また，２０１６年１０月２１日鳥取県中部の地震の震源断層は左横ず

れ断層とされているが，その震源断層の傾斜角について，国土地理院は，

７３度と解析している（甲全第３２８号証）。 

なお，被告は，基準地震動策定方法としての断層モデルにおいて，地

震モーメントを断層面積から計算する入倉・三宅（２００１）の式を使

用しているため，角度が９０度から小さくなればなるほど，断層面積が

大きくなり，必然的に地震モーメントも，基準地震動も大きくなること

に留意されたい。 

(3) 断層の幅 

ア 被告は，若狭地域の地震発生層は，上端深さが４ｋｍ（保守的に３

ｋｍと評価），下端深さが１８ｋｍとした旨主張する（同準備書面１２

０～１２２頁）。 

イ しかし，地震発生層の深さを正確に把握することは容易でない。上

端深さでさえ，４ｋｍを主張する被告と３ｋｍを主張する原子力規制

委員会との間で激しい議論があり，最終的に，被告が原子力規制委員

会の意見を受け入れて３ｋｍとしたものである。 

まして，下端深さを正確に把握することは困難を極めている。纐纈

一起東大教授は，日本地震学会の２０１６年度秋季大会で，「震源断層

を特定した地震の強震動予測の手法」と題する講演で，活断層の地震

の地震動予測には，予測した断層面積に基づいて地震動を予測する(ｱ)

の方法1ではなく，活断層長さに基づいて地震動を予測する(ｲ)の方法2

                                            
1 強震動予測レシピ（甲全第２９２号証の 1.1.1(ｱ)（３頁以下）に記載されてい

る。 
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を採用するべきであると提言したが，その主たる理由は，震源断層の

幅を正確に把握することが難しいことにあった。熊本地震の震源付近

の地震発生層の下端深さが１５ｋｍと考えられていたが，熊本地震で

は，１６ｋｍまでが震源断層として活動したのである（甲全第３２９

号証）。 

(4) 以上のように，被告がした震源特性の設定が十分保守的であるなど

という根拠は何もない。 

 

２ 伝播特性について（同準備書面１２２～１２４頁） 

(1) 被告は，佐藤智美ほかの「若狭湾周辺の地殻内地震の記録を用いたス

ペクトルインバージョン解析」（日本地震学会２００７年秋季大会講演予

稿集２８６頁）からＱ値を定めたと主張するだけで，その根拠となった

上記論文を証拠提出しない。 

(2) 上記論文は，「若狭湾付近で発生した２０個の中小の内陸地殻内地震

の地震記録をもとに同地域のＱ値について研究した論文」であるとのこ

とであるが（同準備書面１２３頁末行～１２４頁初行），２０個の地震記

録にどれだけのバラツキがあったのか，１つの地震の記録でも観測地点

によってバラツキがあったのではないか，多数のデータから，どのよう

な手法でＱ値を「５０ｆ１．１」と定めたのか，その手法が妥当なのかどう

か，バラツキを考慮する必要がないのか，原告に対しても，裁判所に対

しても，何の説明もなされていない。 

 

３ 地盤の増幅特性（サイト特性）について（同準備書面１２４～１３０頁） 

(1) 被告は，浅部地盤の速度構造について，ＰＳ検層，試掘坑弾性波探査

及び反射法地震探査，深部地盤の速度構造について，地震波干渉法，微

動アレイ観測等の方法により，局所的に地震波の集中をもたらすような

特異な構造がないことを確認した旨主張する。 

(2) 東京電力株式会社は，柏崎刈羽原発敷地について，２００７年中越沖

                                                                                                                                
2 強震動予測レシピ（甲全第２９２号証の 1.1.1(ｲ)（５頁以下）に記載されてい

る。 
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地震が起きる前に，同じ地震で，解放基盤表面における推定波（基準地

震動はすべての号機について４５０ガルだった）が，６号機で５３９ガ

ル，１号機で１６９９ガルという甚だしい相違をもたらす（甲全第３３

０号証）原因となるサイト特性があることを把握していなかった。中部

電力株式会社は，２００９年駿河湾地震が起きる前に，浜岡原発敷地に

おいて，同じ地震で，原子炉建屋基礎版上の地震動が，１号機で１１０

ガル，５号機では４３９ガルという甚だしい相違をもたらす（甲全第１

６１号証）原因となるサイト特性があることを把握していなかった。 

それぞれの激しい相違をもたらした原因は，柏崎刈羽原発では，褶曲

構造（サイト特性）であり（甲全第３３０号証），浜岡原発では，低速度

層（サイト特性）だったとされている（甲全第１６１号証）。東京電力株

式会社も中部電力株式会社も，詳細にサイト特性の調査をしていたはず

であるが，現実には，上記各地震が起こるまで，そのことを把握してい

なかったのである。 

(3) 被告は，新規制基準においては，中越沖地震や駿河湾地震の知見を踏

まえ，「地層の傾斜，断層及び褶曲構造等の地質構造や，地震波の速度構

造等の地下構造の詳細な評価が新たに求められることになった」（被告準

備書面（１６）１３５頁初行～２行目）から，把握できなかったサイト

特性によって原発を想定外の地震動が襲う中越沖地震や駿河湾地震のよ

うな事態は生じないと主張したいようであるが，問題は，褶曲構造や低

速度層の存否を正確に把握できているかだけではなく，予測を超える地

震動をもたらすようなサイト特性が，褶曲構造や低速度層だけなのかと

いうことである。熊本地震でも，短時間のうちに２度にわたって震度７

の地震動が一地域を襲うという想定外の事態が生じたように，まだまだ

私たちは，地震のメカニズムを学んでいる段階である。「理解した」との

慢心は，大きな後悔を招くことを心しなければならない。 

 

第４  被告準備書面（１６）第２章第４（震源となる断層の評価）について 

１ 地表地震断層を調査することによって震源断層を正確に把握できるか 

(1) 被告は，相変わらず，若狭地域は「地表地震断層を調査することによ

り震源断層を把握することができる地域である」旨主張している（被告
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準備書面（１６）１３９頁末尾２行，１６１頁１～９行目）。そして，そ

の証拠として引用しているのは，乙全第１１６号証，同第１１７号証で

ある。 

(2) 乙全第１１６号証は，岡田篤正京都大学名誉教授の「山陰地方の活断

層の諸特徴」と題する論文であり，「中部や近畿地方では，累積変位量の

大きな明瞭な活断層が密に発達している」と書かれている。乙全第１１

７号証は，被告が，原子力規制委員会の審査会合に，大飯発電所及び高

浜発電所の「震源を特定せず策定する地震動」についてのコメントに対

する回答として提出した文書であるが，その９頁に，２０００年鳥取県

西部地震の震源断層が未知の断層であり，地震発生後も地表地震断層が

一部しか現れなかった理由について，「山陰地域は，発現時期の若い活断

層が分布する地域であること，活断層が未成熟であること」等が書かれ

た，岡田篤正京都大学名誉教授の上記論文及び垣見俊弘元地質調査所長

の論文が引用されている。 

    一般的に，近畿地方の方が山陰地方よりも活断層が成熟していると言

うことができても，これはあくまで相対的な評価に過ぎない。問題は，

その成熟しているとされる中部地方や近畿地方において，地表地震断層

を調査することによって震源断層の長さを正確に把握できるのかという

問題である。例えば，兵庫県南部地震の震源断層は，地表に達したのは

淡路島だけであり，震度７の揺れをもたらした神戸では地表に変位，変

形をもたらさなかった（甲全第３３１号証）。若狭地域において，地表地

震断層の長さと震源断層の長さが一致するなどというのは，被告の願望

にすぎず，何ら立証されていないのである。 

(3) この点に関連して，遠田晋次東北大学教授の「活断層研究と内陸地震

の長期予測：阪神淡路大震災以降」と題する論文（甲全第３３２号証）

を紹介する。ここで，遠田教授は，兵庫県南部地震で神戸側には地表に

断層変位が現れなかったことから，地形地質情報が直接に震源断層の予

測に利用できないという悲観的な側面が示されたこと，その後の１５年

間，地表に明瞭な地震断層を伴わない，もしくは震源断層との対応関係

が不明確な地震断層を伴うＭ７前後の内陸被害地震が続発したこと（２

０００年鳥取県西部地震Ｍ７．３，２００４年新潟県中越地震Ｍ６．８，
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２００５年福岡県北西沖地震Ｍ７．０，２００７年能登半島地震Ｍ６．

９，２００７年新潟県中越沖地震Ｍ６．８，２００８年岩手・宮城内陸

地震Ｍ７．２）から，内陸地震のマグニチュードと地表地震断層の出現

率との関係を再検討したのである。その結果，１９２３年以降，気象庁

地震カタログでＭ６．５以上の内陸地震は３０個発生している（震源域

が陸域にない地震を除く）が，このうち地震断層を生じたのは１１個で

あり，その中でも，震源断層と地震断層の長さが対応すると思われるも

のは５個に過ぎず【したがって，地震断層（引用者注 地表地震断層の

こと）が生じたが，その長さが震源断層よりも短かかった事例が６個と

いうことになる。】，Ｍ７．０以上の地震に限っても４４％に過ぎないと

いう結果になったのである（同号証３０７頁）。更に，遠田教授は，地震

学者の間に，日本列島の活断層は活動度によりＡ級（１０００年に１度），

Ｂ級（１万年に１度），Ｃ級（１０万年に一度）に分けられるが，このう

ち多くのＣ級活断層が未発見であるとの見解があること，２０１０年ハ

イチ地震（Ｍｗ７．０）でも地表に痕跡を残さなかったことを紹介して

いる（同号証３０８～３０９頁）。 

    日本全域のうち若狭地域だけは特別であり，地表地震断層と震源断層

の長さが一致するなどというのは，被告の願望にすぎないことは明らか

ではないだろうか。 

 

２ ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ断層の評価 

(1) 被告は，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ断層の南東端をＣ－２Ｇ測線，北西端を

Ｃ－５８Ｇ測線と評価したが，これは，海上音波探査により，この測線

上で，後期更新世以降に堆積したと考えられる地層（Ｂ層）に変位，変

形がないことが確認できたからであるという（被告準備書面（１６）１

４５～１４８頁）。 

(2) 被告が証拠とする乙Ｂ第３８号証の１７８頁の図をみると，Ｃ－５８

Ｇ測線上において，被告がＢ層の下面であると主張する橙色の線は，標

高マイナス１５０～１７０ｍ程度，海底面からはせいぜいマイナス４０

ｍ程度に位置することがわかる。 

(3) 仮に，Ｃ－５８Ｇ測線上においてＢ層に変位，変形がないとしても，
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そのことから言えるのは，Ｂ層が形成された後期更新世以降，Ｃ－５８

Ｇ測線上のＢ層に変位，変形を与えるような地震が発生していないとい

うことだけである。兵庫県南部地震における神戸側のように，地下深く

の震源断層が活動した場合（甲全第３３１号証１９頁の最上段左側に，

兵庫県南部地震の震源断層が図示されている。），高々地表から数百メー

トルの地層には変位変形を与えないであろう。Ｃ－５８Ｇ測線のＢ層に

変位変形がないからといって，震源断層がその更に北西に続いていない

などと断じることはできない。 

(4) ちなみに，海上音波調査では，大陸棚上の海底下数十メートル程度の

地層の構造を明らかにするためには，数 kHz 程度の高い周波数の音源を

用いる探査装置（ソノブローブ，ジオパルス，ユニブームなど）が使わ

れるが，大陸斜面より深い海域あるいは海底下数百メートル以上の海底

下の構造を明らかにするためには数百 Hz以下の低い周波数の音源（スパ

ーカー，ウォーターガン，エアガン等）が用いられる（甲全第３３５号

証の３３頁左段）。そして，高い周波数（波長が短い）の音波を用いれ

ば精度と分解能の高いデータが得られるが，低周波（波長が長い）の場

合は，分解能が低下するのである（同号証３２頁右段）。そして，最も

低周波であるエアガンでも，可探深度は，５０～２０００メートルにす

ぎない（甲全第３３６号証の１，２）。 

そうすると，海上音波探査によって，地表又は地表近くに全部又は一

部の痕跡を残した断層の全部又は一部を把握することはできても，地表

や地表近くに全く痕跡を残さない震源断層の存在を把握することはでき

ないし，地表や地表近くに一部しか痕跡を残さない震源断層の長さを正

確に把握することはできないということである。 

 

３ 熊川断層の評価 

   被告は，熊川断層についても，変動地形やリニアメントを調査してその

長さを適切に評価した旨主張している（被告準備書面（１６）１４９～１

５１頁）。 

   しかし，変動地形やリニアメントを正確に把握しても，地表や地表近く

に一部しか痕跡を残さない震源断層の長さを正確に把握することはできな
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い。 

 

４ ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の連動問題について 

(1) 被告は，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂと熊川断層は連動しないが，保守的な評

価という観点から，連動するものとの条件設定をしたと主張する（被告

準備書面（１６）１５１～１５８頁）。 

(2) ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の３連動問題についての原子力規制

委員会の議論を振り返る。 

ア ３連動問題についての議論は，平成２５年１月１６日の「大飯発電

所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合」の第３回評価会合で始ま

った。 

イ 甲全第１９１号証は，被告が平成２５年１１月１日に，原子力規制

委員会に対し，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の３連動問題について

自らの見解をまとめて提出したものの一部である。ここで，被告は，

３連動を認めるべきであるとの意見を整理している。これによると，

渡辺満久東洋大学教授及び中田高広島大学教授は，「熊川断層の北西へ

の延長部に活断層の存在を示す構造を確認した」と主張し（同号証２

５頁），中田高広島大学教授は，「双児崎にリニアメントが判読され」，

「北東側低下の左横ずれ断層と調和的である」と主張し（同号証２６

頁），渡辺満久東洋大学教授は，「小浜湾の西側のみ段丘が認められる

が，東側には全く認められ」ず，これは，「西側隆起のＦＯ－Ａ断層の

特徴と調和的なので，熊川断層からＦＯ－Ａ・ＦＯ－Ｂ断層は繋がっ

ているとみるべき」と主張し（同号証２７頁），岡村眞高知大学教授は，

「震源断層としては，確認できる海底活断層よりも少なくとも５～１

０km は延長すると考えるべきであり，ＦＯ－Ａ，ＦＯ－Ｂと熊川断層

は，全て同様の運動センスを示しており，一連の断層帯と考えられる」

と主張し（同号証２８頁），島﨑邦彦原子力規制委員会委員長代理は，

ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層は，「濃尾地震のパターンによく似た形」

であり，「北でずれて，南でずれて，真ん中だけが頑張っているという

ことはあり得」ないとして，「これは万一ではないですね。やはり３連

動ありきでご議論いただきたいと思っています。」と主張していた（同
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号証２９頁）。ここで，島﨑氏が，「万一ではない」と言っていること

に御留意いただきたい。同氏は，被告に対し，安全側の評価として３

連動を前提とすることを求めたのではなく，原則的な評価として３連

動を前提とするよう求めたのである。 

ウ 被告は，これらの主張に懸命に反駁し，平成２５年１２月１８日に

開催された原子力規制委員会の「原子力発電所の新規制基準適合性に

係る審査会合」の第５９回審査会合でも，あくまで基本ケースは３連

動を前提とせず，保守的な条件設定として３連動を考慮するという方

針であり，原子力規制委員会に対して，その方針を受け入れるように

求めていた（甲全第３３３号証）。しかし，原子力規制委員会の了解を

受けることができず，方針を転換し，平成２６年５月９日に開催され

た第１１１回審査会合で，基本ケースとして３連動を評価することを

表明したのである（甲全第３３４号証）。 

エ 被告は，原子力規制委員会「原子力発電所の新規制基準適合性に係

る審査会合」における議論を詳細に引用し，「専門家から連動性を示す

地質構造が見られないことについて一定の理解が示された」と総括し

ている（被告準備書面（１６）１６４～１７１頁）が，被告も引用し

ているように，被告が調査結果を出し尽くした「第５９回審査会合」

においても，原子力規制庁安全規制管理官（地震・津波安全対策担当）

の小林勝氏は，「結果的にそこはまだ平行線だというふうに私は思って

います」と明言していたのである（被告準備書面（１６）１７０頁下

から１２～９行目）。結局，被告は，原子力規制委員会を説得すること

ができず，３連動を認めざるを得なかったというのが正当な評価であ

る。 

 

５ 上林川断層の評価 

(1) 被告は，上林川断層については，北東端を京都府と福井県の県境付近，

南東端を福知山市付近で，長さを３９．５ｋｍと適切に評価したと主張

する（被告準備書面（１６）１５８頁）。 

(2) しかし，被告の上記評価はとても受け入れることはできない。その理

由は次のとおりである。 
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ア 原告ら準備書面（２０）６～７頁で記載したように，堆積，海洋，

防災，社会地質学の専門家である志岐常正京大名誉教授の論文「現代

文明災害の典型，原発事故災害とそのリスク－地震，津波問題に関す

る盲点を中心に」（甲全第２６６号証）では，大飯原発が位置する半島

の西側には，西南の上林川断層が延びてきているはずである旨が記載

されている。これは，上林川断層の北東端の位置について，被告の主

張に強い疑問を投げかけるものである。 

イ 原告ら準備書面（２０）７～８頁で記載したように，固体地球物理

学・測地学を専門とする竹本修三京大名誉教授（甲全第２６７号証の

１）も，上林川断層が海岸域まで伸びている可能性があるという志岐

名誉教授の意見と軌を一にして，上林川断層の北東部に断層面を延長

させてモデル計算を行うべきだと主張しておられ（甲全第２６７号証

の２），亀高正男ほかによる「京都府北部，上林川断層の横ずれインバ

ージョン」と題する論文（甲全第２６８号証の１）によれば，地質断

層としての上林川断層は，おおい町笹谷付近まで追跡できることが明

らかにされている。この論文は，県境から北東側は，「地質断層」，す

なわち，後期更新世以後の活動が確認できない断層であると評価して

いるが，被告としては，これを十分調査するべきである。しかし，被

告の主張によっても，これを調査したことは全くうかがわれない。 

 

 ６ 地震発生層の上端深さについて 

(1) 被告は，地震発生層の上端深さを３ｋｍとしたことについても，「原

子力規制委員会の審査を受けている被告の判断として保守的に考慮した

ものである」と主張する（被告準備書面（１６）１７１頁下から４～２

行目）。 

(2) これに対する反論は，島﨑原子力規制委員会委員長代理（当時）の報

告（甲全第２３０号証）を引用するだけで十分である。なお，被告は，

上端深さを地下３．７ｋｍと評価した上で基本ケースの上端深さを３．

０ｋｍとしたことを保守的な評価と主張するようである（被告準備書面

（１６）１７４頁１～５行目）が，そもそも地震発生層の上端深さの設

定は，収集したデータからの推定にすぎず，それ自体不確かさがあるも
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のであって，端数を切る程度のことは，当然の措置であり，これをあえ

て「保守的評価」などというべきものではない。 

 

第５ 被告準備書面（１６）第２章第５（敷地ごとに震源を特定して策定する

地震動）について 

１ 応答スペクトルに基づく地震動評価について 

(1) 耐専式について 

   ア 原告は，現実の地震動の観測記録は耐専式によって導かれる地震動

の前後で大幅にばらついていると主張し，その根拠として，甲全第５

４号証（原子力安全・保安院作成に係る「日本原燃株式会社加工事業

許可申請（ＭＯＸ燃料加工施設）に係る検討用地震の応答スペクトル

に基づく地震動評価について」）及び甲全第５５号証（岩盤における設

計用地震動評価手法（耐専スペクトル）について）を引用した（原告

準備書面（１０）２２～２３頁）。これに対し，被告は，甲全第５４号

証については，これをもって「耐専式の信頼性を論ずるのは誤りであ

る」などと論難している（被告準備書面（１６）１９６～１９７頁）

が，甲全第５５号証には，触れるところがない。是非，甲全第５５号

証についても，コメントをいただきたい。 

   イ 被告が耐専式のばらつきを考慮しなくてよいと主張する根拠は，結

局次のとおりである。 

(ｱ) 次のとおり保守的な条件を設定している。 

ａ ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の３連動を前提にした。 

ｂ 地震発生層の上端深さを３ｋｍにした。 

ｃ アスペリティを敷地近傍に配置した。 

ｄ 内陸補正係数を用いなかった。 

(ｲ) 次のとおり，不確かさを考慮している。 

ａ アスペリティが敷地近傍正方形一塊配置 

ｂ アスペリティが敷地近傍長方形一塊配置 

ｃ 断層傾斜角７５度 

(ｳ) 各ケースを包絡させて基準地震動Ｓｓ－１を策定した。 

(ｴ) 震源特性，伝播特性，サイト特性について，特異な地域性がない。 
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   ウ 原告の反論 

(ｱ) 被告が，震源特性，伝播特性，サイト特性について特異な地域性

がないと決めつけている（イの(ｴ)）ことに対する批判は，第３でし

た。地震動を予測するについて，認識論的バラツキ及び偶然的バラ

ツキを考慮すべきことは，地震学者の中では普遍的認識であること

は，後述する。被告の決めつけは，地震学者の常識をはみ出してい

る。 

(ｲ) そうであれば，被告は，イ(ｱ)のａ～ｄの保守的評価（もっとも，

ａ，ｂについては保守的な設定とは評価できないことは，第４の４，

６で述べた。）や，(ｲ)の不確かさの考慮とは別に，減衰のバラツキ

を考慮しなければならないのである。また，(ｲ)の不確かさは，重畳

させなければいけないのである。数値的にみても，上記イ(ｱ)の保守

的評価をした程度のことで，標準偏差ですら２倍～２分の１倍であ

り，時には５倍以上にもなる耐専式のバラツキ（甲全第５５号証２

９頁の表を参照されたい。）を包摂することは到底できていない。 

(2) 松田式について 

ア 被告は，「断層の長さから松田式を用いて求められる地震の規模をも

とに，耐専式によって評価することが妥当と判断した」と主張し（被

告準備書面（１６）２０２頁１１～１２行目），バラツキを考慮する必

要がない旨主張するが，その根拠は次のとおりである。 

(ｱ) 平成１５年に気象庁が再評価したマグニチュードを前提に被告

が再検証したところ，松田式によって算出された震源断層の長さと

現実の震源断層の長さはよく整合していることが判った（被告準備

書面（１６）２００～２０２頁）。 

(ｲ) 若狭地域では，地表地震断層の長さと震源断層の長さが一致する。 

イ 上記アの(ｱ)に対し 

被告の再検証の結果（被告準備書面（１６）２０１頁の【図表３４】

によっても，松田式による平均値より大幅に規模の大きな地震が存在

している。断層の長さが１２km 程度の二つの地震（●で表示されてい

る。）のマグニチュードが一つは６．８，一つは７となっていることが

判る。松田式では断層の長さ１２キロメートルの地震の規模は，マグ
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ニチュード６．５であるから，いずれも松田式によって算出される値

よりも大幅に大きい。わずか１４地震で２つもこのような地震が存在

するのであれば，とても，「良く整合している」などとはいえない。 

ウ 上記アの(ｲ)に対し 

     若狭地域では，地表地震断層の長さと震源断層の長さが一致するな

どという根拠がないことは，第４の１で詳述した。 

エ よって，松田式のバラツキを考慮しないのは不合理であるし，「経験

式が有するばらつきを考慮すること」を求めている基準地震動ガイド

に違反している。被告は，地震調査委員会の「地表に見えている断層

の長さは，複数回の地震による痕跡がつながってできたものである可

能性もあれば，地中の震源断層の一部が現れている可能性もあり，断

層の長さから求められる地震の規模の推定値には大きな不確実性が含

まれると考えられる」の指摘を引用しながら，「高浜発電所の敷地周辺

地域については・・・地表に現れた活断層の明瞭な痕跡を調査するこ

とで活断層を把握できると考えられている」として，地震調査委員会

の上記指定が当てはまらない旨主張する（被告準備書面（１６）２０

４頁）が，地震調査委員会は，上記の指摘が当てはまらない地域があ

る等とは述べていない。被告の主張は，ご都合主義であるとしか言い

ようがない。 

 

２ 断層モデルを用いた手法に基づく地震動評価について 

(1) スケーリング則のばらつきの考慮について 

   ア 原告らは，スケーリング側によるばらつき，とりわけ断層面積から

地震モーメントを算出する入倉・三宅（２００１）の式のばらつきを

考慮すべきと主張してきた（原告ら準備書面（２）３２～４８頁等）。

これに対し，被告は，強震動予測レシピでは，多数のパラメータがパ

ラメータ間の関係式を用いて設定されていると述べた上，「一連の評価

手法という特徴や各パラメータ間の相関関係を無視して，各パラメー

タを個々に取り上げたり，特定のパラメータの大小のみに着目したり

して，その有効性・信頼性を論じるのは適切でない」と主張し（被告

準備書面（１６）２２０頁９～１２行目），入倉・三宅（２００１）の
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式の１０倍にも及ぶ基礎データのバラツキの問題を無視しようとして

いる。 

   イ 被告の主張は，地震モーメントを，多くのパラメータの一つとして

位置付けて，その大小をパラメータ相互の相関関係の中に埋没させよ

うとするものである。 

 地震モーメントは，断層モデルによる強地震予測計算のスタートと

なる数値であり，計算過程で使用される他のパラメータと異なり，基

準地震動の策定に決定的な意味を持っている。基準地震動の大小に重

大な影響を与えるのは，「短周期レベルＡ」であるが，「短周期レベル

Ａ」は，地震モーメントの関数であって【乙全第１７号証付録３－９

頁の１行目の（１１）の式，Ａ＝２．４６×１０１０×（Ｍｏ×１０７）

１／３】，地震モーメントの３分の１乗に比例するのである。 

このように，被告の主張は，個々のパラメータの持つ重要性の大小

をあえて無視して入倉・三宅（２００１）の式が抱える問題を覆い隠

すものでしかない。 

ウ 被告は，準備書面(7)でも上記アと同様の主張をし，「（原告らは）ア

スペリティ面積比が半分になれば，アスペリティの応力降下量が２倍

になり，地震動も２倍になるとの主張をしている」と原告らの主張の

趣旨を取り違えて述べた（被告準備書面（７）１４６頁）が，これに

対して原告らが準備書面（１０）で「アスペリティの面積が２分の１

になれば，アスペリティの応力降下量は２倍になるが，他方でアスペ

リティ面積の１／２乗で地震動が小さくなるので，地震動は，１．４

１倍になる。」と詳しく主張したことに対しては，無視を決め込んでい

る。 

エ 強震動予測レシピは，「震源断層を特定した地震を想定した場合の強

震動を高精度に予測するための『誰がやっても同じ答えが得られる標

準的な方法論』を確立することを目指す」ものである（乙全第１７号

証１頁）から，最も可能性の高い強震動を算出しようとするためのも

のである。これに対し，原発の基準地震動は，それより大きな地震動

は原則として有り得ない極限的な地震動を策定することが求められて

いる。そのことは，原発が基準地震動を超える揺れに襲われれば，当
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該原発の安全性は保たれる保証はなく，過酷事故に直結する可能性が

高いことから明らかである。そうすると，強震動予測レシピの手法を

そのまま原発の基準地震動の算定に用いること自体に根本的な誤りが

あるというべきである。 

例えば，被告は，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層におけるアスペリ

ティ面積の震源断層面積に対する割合は，レシピで示されている２

２％を採用したと堂々と述べる（被告準備書面（１６）２２２頁下か

ら２行目～２２３頁初行）。しかし，レシピ（甲全第２９２号証１０頁）

を見れば，内陸地震によるアスペリティ総面積の占める割合について

は，somerville et al，１９９９の「平均２２％」という研究成果と，

宮腰・他，２００１の「１５％～２７％」という研究報告があり，地

震調査委員会は，これを踏まえて，レシピでは，長大断層について２

２％を採用したことが判る。そして，レシピでは，上記の研究報告を

「参照しておく必要がある。」との注意書きが付されている。 

そうであれば，より慎重に基準地震動を策定すべき立場にある被告

としては，宮腰・他，２００１による「１５％」を採用するべきもの

である。レシピにしたがって平均値である２２％を採用してよいと開

き直ること自体が，原発のような危険物を取り扱う事業者としての心

構えを疑わせる。 

(2) 入倉・三宅（２００１）の式の採用問題 

入倉・三宅（２００１）の式を採用することが地震動の過小評価につ

ながることは，原告ら準備書面（１３）の第１の３（２），同（２２）の

第１「島﨑邦彦東大名誉教授の問題提起について」で詳述したので繰り

返さない。本件各原発については，少なくとも，改めて武村式等を用い

て基準地震動を見直すのでなければ，運転を許されてよいはずがない。 

(3) 平均応力降下量の設定問題 

被告が，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の平均応力降下量を「３．１

ＭＰａ」としていることの問題点については，原告ら準備書面（１３）

の第１の３（３），原告ら準備書面（２２）の第２「強震動予測レシピの

改訂について」で詳述したので繰り返さない（なお，上記改訂レシピは，

平成２８年１２月９日に修正されたが，修正後のレシピに基づく主張は，
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別途行う。）。本件各原発の基準地震動については，この点の見直しも不

可避である。 

    なお，原告らが準備書面（１３）の７頁で，「地震モーメントが４倍に

なれば，平均応力降下量も４倍になり，アスペリティの応力降下量も４

倍になる」と記載した部分は，被告のご指摘（被告準備書面（１６）２

３３頁８行目～２３４頁４行目）どおり，間違いであったので訂正する。

正しくは，「地震モーメントが４倍になれば，平均応力降下量もアスペリ

ティの応力降下量も１．４１倍になる」である。もっとも，４倍を１．

４１倍に訂正しても，アスペリティの応力降下量の重要性，それに直結

する地震モーメントの重要性については訂正する必要はない。 

 

３ 不確かさの考慮について 

(1) 現在の人類のすべての英知を結集しても，これから起こる地震の地震

動を正確に予測することはできない。そのため，新規制基準は，「敷地ご

とに震源を特定して策定する地震動」の策定に際し，不確かさやデータ

のバラツキを考慮すべきことについて，次のとおり，詳細に定めている。 

ア 設置許可基準解釈 

(ｱ) 選定した検討用地震ごとに「不確かさを考慮して」・・・策定す

ることを求めている【（別記２）第４条第５項二】。 

(ｲ) 基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさ（震源断層の長さ，

地震発生層の上端深さ・下端深さ，断層傾斜角，アスペリティの位

置・大きさ，応力降下量，破壊開始点等の不確かさ，並びにそれら

に係る考え方及び解釈の違いによる不確かさ）について・・・必要

に応じて不確かさを組み合わせるなど適切な手法を用いて考慮する

ことを求めている【（別記２）第４条第５項二⑤】。 

イ 基準地震動ガイド 

(ｱ) 経験式を用いて地震規模を設定する場合に，「経験式は平均値と

しての地震規模を与えるものである」ことを指摘し，経験式が有す

るばらつきを考慮することを求めている（Ⅰ 3.2.3(2)）。 

(ｲ) 応答スペクトルに基づく地震動の評価過程の不確かさについて，

適切な手法を用いて考慮することを求め，「用いる距離減衰式の特徴



22 

 

や適用性，地盤特性」に対する考慮を求めている（Ⅰ 3.3.3(1)）。 

(ｳ) 断層モデルを用いた手法による地震動の評価過程に伴う不確か

さについて 

ａ 適切な手法を用いて考慮することを求め，震源モデルの不確か

さについては，支配的なパラメータについて分析し，その結果を

地震動評価に反映させることを求めている（Ⅰ 3.3.3(2)①）。 

ｂ 必要に応じて不確かさを組み合わせるなど，適切な手法を用い

て考慮されていること，震源特性，伝播特性，サイト特性におけ

る各種の不確実さの要因を偶然的不確実さと認識論的不確実さに

分類し，適切に分析することを求めている（Ⅰ 3.3.3(2)②）。 

(2) 被告がした不確かさの考慮は，被告の主張（被告準備書面（１６）２

３９～２４３頁）によれば，次のとおりである。 

   ア 基本ケースで保守的な設定をした（断層の長さ，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－

Ｂ～熊川断層の３連動，地震発生層の上端深さ） 

   イ 応答スペクトルに基づく地震動評価において 

(ｱ) アスペリティを一塊に集めるケースの想定 

(ｲ) 断層傾斜角７５度ケースの想定 

   ウ 断層モデルを用いた手法に基づく地震動評価において 

(ｱ) アスペリティを発電所敷地により近い位置に設定 

(ｲ) 破壊開始点を震源断層面又はアスペリティの下端に複数配置 

(ｳ) 短周期の地震動レベルを１．５倍とする。 

(ｴ) 断層傾斜角７５度ケースの想定 

(ｵ) アスペリティを一塊に集めるケースの想定 

(ｶ) すべり角 

(ｷ) 破壊伝播速度 

  なお，偶然的不確かさである(ｱ)と(ｲ)のみ重畳的に考慮 

(3) 原告の主張 

ア 「経験式が有するばらつき」に対する考慮 

まず，被告は，(1)イ(ｱ)の「経験式が有するばらつき」に対する考

慮を全くしていない。この点に対する被告の弁解は，わかりやすく言

葉を足すと，「『経験式が有するばらつき』は，各地震が発生した地域
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の地域性が現れたものであり，データのばらつきは，地震の『標準的・

平均的な姿』に各地域の地域性が反映された結果であるところ，高浜

原発の敷地周辺には，地震の『標準的・平均的な姿』から乖離するよ

うな要素はないから，『経験式が有するばらつき』を考慮する必要がな

い。」というものと解せられる（被告準備書面（１６）２４８頁）。 

     しかし，基準地震動ガイドは，地域によって，「経験式が有するばら

つき」を考慮しないことを容認していない。そのことは，地域性の把

握に限界があること，地震動の予測能力に限界があること等から当然

のことである。被告の姿勢は，傲慢であるというほかない。 

イ 基本ケースの設定が「不確かさの考慮」に当たるか 

被告は，基本ケースの保守的な設定自体が「不確かさの考慮」であ

る旨主張する。しかし，基本ケースを保守的に設定することは当然の

ことである。基準地震動ガイドが求めているのは，設定した基本ケー

スに基づいて基準地震動を設定する過程における「不確かさの考慮」

である。例えば，基本ケースで断層の長さを保守的に設定しても，な

お，実際には設定以上の長さである可能性があることに対する考慮を

求めているのである。被告が保守的な設定であると主張する点（断層

の長さ，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の３連動，地震発生層の上端

深さ）が保守的と評価できないことは既に述べた（第４の１，４，６）

が，仮に，それが保守的と評価できる側面があったとしても，それは，

基準地震動ガイドが求める「不確かさの考慮」には当たらない。 

ウ 不確かさの重畳について 

(ｱ) 被告が重畳させている不確かさは，被告が「偶然的な不確かさ」

と主張する(2)ウの(ｱ)(ｲ)のみである。仮に，被告のその分類が正し

いとしても，「認識論的な不確かさ」を重畳させない正当な理由はな

い。被告が，「認識論的な不確かさ」を重畳させないのは，「事前の

詳細な調査や地震に関する過去のデータによる経験則等から地震発

生前におおよそ把握できる」というのが理由である（被告準備書面

（１６）２４２頁下から１１～５行目）。要するに，認識論的不確か

さは，それが現実化する可能性が小さいと言いたいものと思われる。

しかし，被告が認識論的不確かさと分類する項目には，次の(ｲ)～(ｴ)
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のとおり，その可能性が小さいなどと到底言えないものが存在する。 

(ｲ) 短周期レベル１．５倍 

短周期レベルを１．５倍とする取扱いの要否が問題になったのは，

直接的には，平成１９年中越沖地震において，短周期レベルがその

地震発生様式の地震の平均よりも約１．５倍大きかったと解析され

たからである。しかし，この現象は，平成１９年中越沖地震だけで

見られたものではなく，平成１７年宮城沖地震でも，平成１９年能

登半島地震でも見られたものなのである（被告準備書面（７）３６

頁）。基準地震動ガイドが，「アスペリティの応力降下量（短周期レ

ベル）については，新潟県中越沖地震を踏まえて設定されているこ

とを確認する。」とわざわざ明記した【Ⅰ 3.3.2(4)①2】のも，短

周期レベルを１．５倍とする取扱いの必要性を強く認識しているか

らとしか考えられない。 

そうであれば，若狭地方の地震で，短周期レベルが平均よりも大

きくなる可能性が小さいなどと言うことは到底できない。 

(ｳ) 断層傾斜角７５度 

      横ずれ断層でも，傾斜角が９０度ではなく，断層が傾斜していた

例が多数あることは既に述べた（第３の１(2)）。まして，ＦＯ－Ａ

～ＦＯ－Ｂ～熊川断層は，縦ずれ成分がある（第３の１(2)）のだか

ら，断層傾斜角が９０度でない可能性が小さいなどという根拠は全

くない。 

(ｴ) すべり角，破壊伝播速度 

      これらについては，基本ケースの数値（すべり角零度，Ｖｒ＝０．

７２β）がどの程度の確実性を持つのかについて，何ら示されてい

ない。 

(ｵ) 以上を要するに，被告が認識論的不確かさと分類した要素につい

ても重畳させるべきなのであって，これをしない被告の手法は，基

準地震動ガイドが求める不確かさの考慮の水準には達していないと

いう外はない。 

エ 基準地震動は，包絡線で定めなければならない。 

    (ｱ) 原告らが基準地震動は包絡線で定めなければならないと主張し
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た（原告ら準備書面（１０）２４頁）のに対し，被告は，被告が作

成した基準地震動Ｓｓ－１～Ｓｓ－７の各応答スペクトルの大きさ

は十分なものになっており，これらの応答スペクトルを更に包絡す

るような応答スペクトルを作成する必要はないと主張する（被告準

備書面（１６）２５５頁）。 

(ｲ) しかし，基準地震動Ｓｓ－１～Ｓｓ－７は，すべて被告が設定し

た一定の条件下において解放基盤表面に到達すると予測される地震

動であるところ，現実の地震動は，被告の設定した条件通りに発生

するものではない。仮に被告が設定した条件や計算方法が予測方法

として適切であったとしても，現実の地震は，その近似値の条件下

で発生し，近似値の地震動を生じさせる。したがって，原発事業者

が，真剣に耐震安全性について考えているのであれば，基準地震動

は，Ｓｓ－１～Ｓｓ－７を包絡した線で定めるのが当然である。 

 

４ 改めて，バラツキ，不確かさ問題について 

   過去の地震動データのばらつき，地震動を予測するパラメータの不確か

さは，基準地震動予測における重要問題である。これについて，原告らは，

準備書面（１３）３～５頁，準備書面（１４）８～１２頁，２１～２４頁，

準備書面（１６）８～１４頁でも述べているが，更に敷衍する。 

(1) 「ばらつき」と「不確かさ」の関係 

  「地震動のばらつき」とは，人が地震動を決定づけると認識している

パラメータに基づいて観測記録を整理しても，地震動が一定の範囲に収

れんしない現象であり，「ばらつき」には，より正確なモデル化や新しい

知見・データを追加することで低減可能なばらつき【パラメータの認識

が正確にできていないこと（認識論的不確かさ）に起因する】と，新し

い知見・データが追加されても低減不可能なばらつき【人が未だ認識で

きていない地震動に影響を与えるパラメータが存在すること（偶然的不

確かさ）に起因する】がある。被告の主張は，この偶然的不確かさを「ア

スペリティの位置」と「破壊開始点」しか見ておらず，極めて軽視して

いることが顕著な特徴である。 

(2) たとえば，長沢啓行大阪府立大学名誉教授がいわれる「偶然変動によ
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るバラツキ」（甲全第１９８号証２３頁左段等），纐纈一起東大教授のい

われる「地震後判明したパラメータを用いても生じる倍半分程度の誤差」

（甲全第２００号証の１第２項第５段落）がこれである。 

(3) この点に関連して，東京工業大学教授の翠川三郎氏と大成建設株式会

社技術センター主任研究員内山泰生氏の「距離減衰式における地震間の

ばらつきを偶然的・認識論的不確定性に分離する試み」と題する論文（甲

全第３３７号証）を紹介する。 

    ここで，翠川教授らは，距離減衰式における地震間のばらつきについ

て，偶然的不確定性と認識論的不確定性に分離した上で，偶然的不確定

性の標準偏差を求めたところ，距離減衰式における地震間のばらつきの

標準偏差に比べ，最大加速度においてその６０％程度，最大速度でその

８０％程度になると結論付けている。バラツキの原因として，偶然的不

確かさが大きな要素を占めていることが判る。若狭地域の地域性を把握

している旨の被告の主張に対して，原告らは強く異議を唱えるが，仮に

被告が地域性を把握していても「偶然的不確かさ」に起因するばらつき

を考慮しなくてはならないのである。これを考慮しない被告の主張が不

当であることは明らかである。 

 

第６ 被告準備書面（１６）第２章第６（震源を特定せず策定する地震動）に

ついて 

 １ １６倍問題について 

(1) 被告は，「新規制基準における『震源を特定せず策定する地震動』の

考え方は，昭和５６年耐震設計審査指針（甲全第１９４号証）の『直下

地震』の考え方をそのまま引き継いだものではなく（被告準備書面（１

６）２６６頁８～１０行目），地震ガイドは，『震源を特定せず策定する

地震動』の策定にあたり，震源の位置も規模も推定できない地震として

Ｍｗ６．５『未満』の地震の観測記録を収集することを求めているので

あって，原告らのいうように，地震の規模をＭｗ６．５という一定値に

する（Ｍｗ６．５より小さいものはＭｗ６．５に引き上げる）ことを求

めているものではない」（同準備書面２６８頁６～１０行目）と主張する。

そして，被告は，地震ガイドに例示された１６地震のうち，Ｍｗ６．５
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未満の１４地震の中から，Ｍｗ５．７の北海道留萌支庁南部地震を選択

し，その観測記録１１２７ガル（水平方向最大加速度）からの解析によ

って算出された基盤面の最大加速度５８５ガルを採用し，これを更に保

守的に評価して，高浜原発における「震源を特定せず策定する地震動」

を６２０ガルとした旨説明する（同準備書面２６２～２６４頁）。 

(2) 結局，被告の考え方によれば，基準地震動ガイドに例示された１６地

震のうち，電力会社が適切だと考えて選択した地震の観測記録を解析し

て，基盤面における加速度を算出し，原発敷地の地盤物性に応じて修正

しさえすれば，選択した地震の規模がＭｗ５．０であっても（上記１６

地震のうち，その規模が最も小さいのは，２０１１年和歌山県北部地震

のＭｗ５．０である。）構わないという帰結になる。被告は，それが地震

ガイドの趣旨であり，原告らの主張は，地震ガイドを理解せずに独自の

解釈を述べるものだと主張するのである（同準備書面２６６頁６～７行

目，同２６８頁１１～１２行目）。 

(3) 確かに基準地震動ガイドの表現は明確さを欠いており，それが被告が

主張するような事業者に都合のいい解釈を招く原因になっている。しか

し，基準地震動ガイドは，新規制基準における「基準地震動」概念の重

要性，新規制基準が「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」に加

えて「震源を特定せず策定する地震動」の策定を事業者に求めた趣旨に

鑑み，合理的に解釈されなければならない。 

    「震源を特定せず策定する地震動」の考え方の系譜については，原告

ら準備書面（１４）１４～１７頁で記載した。改めてポイントだけを述

べると，昭和５６年耐震設計審査指針（甲全第１９４号証）は，基準地

震動の策定にあたって「マグニチュード６．５の直下地震」の想定を求

めていた（解説部分の３の(3)）。そこで，事業者は，原発の直下で適当

だと思う深さにマグニチュード６．５の地震を引き起こす震源断層（松

田式により長さ１０ｋｍ）を想定し，経験式に基づいて解放基盤表面加

速度を計算していた。しかし，平成１８年耐震設計審査指針（甲全第１

４号証）は，「震源を特定せず策定する地震動」という概念を採用し，未

知の活断層の活動による観測記録に基づいて地震動を策定することとし

た。これは，従前のように，震源の場所（原発の直下）と断層の長さ（松
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田式により１０ｋｍ）以外は何の特定もない仮想の震源断層に基づく地

震動を策定するよりも，未知の震源断層の活動による観測記録に基づい

て地震動を策定する方が適切であるという考え方に基づくものである。

すなわち，地震動の策定方法は変わったが，「震源を特定して策定する地

震動」以外に未知の活断層に基づく地震動を想定する必要があるという

考え方，すなわち，詳細な調査をしても震源断層を把握できないことが

有り得るから，把握できていない震源断層が原発敷地近傍に存在するこ

とを想定してその活動に備える必要があるという考え方には何の変更も

ないのである。したがって，観測記録に基づいて策定する地震動は，原

発近傍の未知の活断層の活動による地震動として想定できる最強のもの

でなければならないことは自明である。 

そして，新規制基準における「震源を特定せず策定する地震動」を，

平成１８年耐震設計審査指針における「震源を特定せず策定する地震動」

と比較すると，「事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域におい

て発生し，地表付近に一部の痕跡が確認された地震」についても考慮を

求めたことと，収集対象となる１６地震を例示したこと等を除き，基本

的に変更がない。 

そうであれば，事業者としては，新規制基準下においても，原発敷地

近傍の未知の震源断層の活動によって原発敷地にもたらされる最大の地

震動を想定しなければならないところ，その地震動の想定は，把握でき

ない最大級の震源断層が原発敷地の近傍に存在することを想定して初め

てなしうるのである。そして，新規制基準では，把握できない（震源の

位置も規模も推定できない）地震の規模について「Ｍｗ６．５未満の地

震」とされた（基準地震動ガイド 4.2.1【解説】(1)）。原告らとしては，

「Ｍｗ６．５」という上限自体が過小であると考えるが，少なくとも，

事業者である被告は，新規制基準にしたがって基準地震動を策定したと

主張する以上，本件原発近傍にＭｗ６．５の地震を発生させる震源断層

が伏在していることを前提に，その活動に備えるべきであることは論を

俟たない（その場合の地震動の想定を，経験則に基づくのではなく，観

測記録に基づいて行うことを求めているのが新規制基準の趣旨なのであ

る。）。 
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(4) 被告は，原告らの主張が「地震ガイドを理解しない独自の解釈」であ

るなどと攻撃するが，自らの解釈が合理的である旨の主張は全くしてい

ない。 

 

 ２ １５００ガル～２０００ガル問題（２００４年留萌支庁南部地震の解析

記録）について 

(1) 原告らが，高浜原発の「震源を特定せず策定する地震動」を，２００

４年留萌支庁南部地震の観測記録に基づいて策定するのであれば，ＨＫ

Ｄ０２０地点の観測記録ではなく，地域地盤環境研究所作成が解析した

同地震による最大の地震動２０００ガルを前提とするべきであると主張

した（原告ら準備書面（１０）１１～１３頁，同（１３）１０～１１頁，

同（１４）２１頁）のに対し，被告は，地域地盤環境研究所の報告書（乙

全第１４５号証）は，「破壊開始点を変えた場合」の仮想的な検討事例の

一つにすぎない（被告準備書面（１６）２７１頁２～７行目），ＨＫＤ０

２０以外の地盤構造（速度構造）を調査することなく面的地震動評価を

行っている」（同準備書面２７１頁１３～１８行目），「同報告書で示され

たＨＫＤ０２０の地盤構造モデルは，現地での詳細な調査結果が反映さ

れたものではない」（同準備書面２７２頁１７～１９行目）等，上記報告

書に基づく解析結果の信用性に疑問を投げかけて，原告らの主張を論難

している。 

(2) 原告らの主張は，次の２つの主張から成り立っている。 

   ① 解析により，観測記録以上の地震動が生じたと考えられるのであれ

ば，「震源を特定せず策定する地震動」の策定にあたり，解析による地

震動が参照されるべきである。 

② 地域地盤環境研究所の上記報告書は，２００４年留萌支庁南部地震

による地震動の解析結果として参照されるべきである。 

(3) 被告の上記(1)の主張は，原告らの主張のうち，上記(2)の②を攻撃す

るものであるが，上記(2)の①に対しては，触れるところがない。この点

についての被告の主張を明らかにされたい。 

(4) 上記(2)①について 

観測記録に基づいて「震源を特定せず策定する地震動」を求める基準
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地震動ガイドの趣旨は，経験則による推定よりも現実の地震動を重視す

る趣旨であるから，現実に記録された「観測記録」に拘る理由はない。

地震計が設置されている場所は限られているのであり，当該地震によっ

て地震計が観測した値よりも他の場所でより強い地震動が生じたと推定

されるのであれば，その数値を用いるべきことは，新規制基準における

「基準地震動」概念の重要性や新規制基準が「敷地ごとに震源を特定し

て策定する地震動」に加えて「震源を特定せず策定する地震動」の策定

を事業者に求めた趣旨に鑑みれば，当然のことである。 

(5) 上記(2)②について 

    被告は，上記(1)のとおり，地域地盤環境研究所の報告書（乙全第１４

５号証）の結論の前提となる地盤構造モデルにケチをつけ，佐藤ほかの

報告書「物理探査・室内試験に基づく２００４年留萌支庁南部の地震に

よるＫ－ＮＥＴ港町観測点（ＨＫＤ０２０）の基盤地震動とサイト特性

評価」（乙全第１４３号証）の地盤構造モデルは，地域地盤環境研究所報

告書と異なる数値となっていると主張している（被告準備書面（１６）

２７２頁８～１１行目）。 

ところで，地域地盤環境研究所報告書は，「震源を特定せず策定する地

震動」を適切に評価するためには，「ＨＫＤ０２０は，留萌部地震におけ

る１観測点にすぎず，得られた地震動が震源近傍地震動を代表する（最

大を示す）ものであるかどうかを検証することが重要である」（乙全第１

４５号証２－１頁）との認識のもと，Ｋ－ＮＥＴ港町観測点（ＨＫＤ０

２０）を含む面的地震動評価を実施したものである。これに対し，佐藤

ほかの上記報告書は，２００４年留萌支庁南部地震で高加速度記録が観

測された要因としてサイト特性がどの程度寄与したのかを明らかにする

ことを目的とするものであって（乙全第１４３号証ⅱ頁），両報告書は作

成された目的が全く異なる。佐藤ほかの報告書は，観測点周辺の地域の

地震動がどうであったかについては，全く関心がなく，検討もしていな

い。したがって，ＨＫＤ０２０地点の地盤構造については，地域地盤環

境研究所報告書よりも佐藤ほかの報告書のほうが正確であるとしても，

ＨＫＤ０２０地点の周辺地域の地震動を解析した研究成果が地域地盤環

境研究所報告書以外に存在しないのであるから，この報告結果を尊重す
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べきことは当然である。 

そもそも，地域地盤環境研究所報告書（乙全第１４５号証）を見れば，

どのような解析条件を設定しても，ＨＫＤ０２０地点は，最も地震動が

強かった地域からははずれており（同号証２－７頁，２－１１頁，２－

１２頁，２－１４頁，２－１５頁，２－１９頁，２－２１頁，２－２２

頁，２－２３頁，２－２７頁，２－２８頁，２－２９頁の地図を確認さ

れたい。），ＨＫＤ０２０地点で観測された１１２７ガルが最強の地震動

でないことは動かしがたいと思われる。そのことを無視しようとする被

告の姿勢は，原発という危険物の安全に責任を持つべき事業者としては

信じがたいという外はない。 

(6) なお，被告は，原告らの主張について，「そもそも『地震』の規模が

大きくなるとアスペリティのずれも大きくなり，地表地震断層は出やす

くなるのであるから，原告らの主張は，このような科学的知見や規制基

準の制定経緯，内容等を踏まえない，独自の見解にとどまる」と非難し

ている（被告準備書面（１６）２７３頁５～９行目）が，その言葉は，

そのままそっくり被告にお返ししたい。 

    Ｍｗ６．５以下の地震では震源断層が現れない可能性があるというの

は基準地震動ガイドに明記してあることである。原告らは，Ｍｗ６．５

の地震を想定すべきであり，Ｍｗ５．７の地震の観測記録を評価するの

であれば，せめてその最大地震動を評価すべきであると主張している。

原告らの主張する考慮をすれば，地表地震断層が出るという被告の主張

は，基準地震動ガイドの前提を全面的に覆すものである。 

 

３ １５００ガル～２０００ガル問題（原子力安全基盤機構報告書）につい

て 

(1) 原告らが，原子力安全基盤機構報告書（甲全第１８１号証，乙全第１

４６号証）に基づき，被告が策定した「震源を特定せず策定する地震動」

が過小であると主張した（原告ら準備書面（１３）１１頁，同（１４）

２１頁）ことに対し，被告は， 

① 原子力安全基盤機構報告書の解析の前提となる条件が，高浜原発の

条件とは異なる，例えば，アスペリティの上限深さを２ｋｍとしてい
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るが，高浜原発周辺では保守的にみても３ｋｍである。 

② 原子力安全基盤機構報告書では，最大加速度１３４０．６ガルの地

震動の年超過確率は１０－６よりも小さくなっていて，現実にはまず考

えられない。 

と主張する（被告準備書面（１６）２７３～２７４頁）。 

(2) しかし，着目すべきは，原子力安全基盤機構（２０１４年３月１日に

原子力規制庁と統合された）が，「震源を特定しにくい地震による地震動」

としてマグニチュード６．５で，１３４０．６ガルの地震動が生じる可

能性があることを算定したことである。被告は，その前提としてアスペ

リティの上限深さが２ｋｍとされていることを指摘するが，３ｋｍでも

１０９８．３ガルであり，高浜原発の基準地震動７００ガルをはるかに

超える（乙全第１４６号証２－１１９頁(2)の(a)の表をご参照）ことを

指摘しておこう。 

    被告は，年超過確率から，現実にはまず考えられない等と主張するが，

年超過確率の議論が全く問題にならないことは，後述する。 

 

４ 「震源を特定せず策定する地震動」の寄与度合いについて 

(1) 被告は，高浜原発の基準地震動の策定については，「敷地ごとに震源

を特定して策定する地震動」の検討用地震として長い活断層であるＦＯ

－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層を想定しているから，基準地震動の設定に当

たっては「震源を特定せず策定する地震動」による影響が相対的に小さ

くなると主張する（被告準備書面（１６）２７４頁下から２行目～２７

５頁６行目）。 

(2) しかし，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の等価震源距離は，大飯原発

では１１．０ｋｍ（甲Ａ第６号証３９頁），高浜原発では１８．６ｋｍも

ある（甲Ｂ第５号証４５頁）ところ，１１．０ｋｍや１８．６ｋｍも離

れたマグニチュード７．８の地震と直下のマグニチュード６．８（Ｍｗ

６．５はＭｊ６．８に相当する）の地震とでは，どちらの地震動が大き

いかは一概には言うことはできず，「震源を特定せず策定する地震動」の

影響が相対的に小さいなどとは到底いうことができない。 
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 ５ 甲全第５９号証について 

(1) 被告は，原告らが原子力安全基盤機構作成に係る「震源を特定せず策

定する地震動の設定に係る検討に関する報告書」（甲全第５９号証）に基

づき，加藤ほか（２００４）のスペクトルが過小であると述べた（原告

ら準備書面（２）５３～６０頁）のに対し，甲全第５９号証では，加藤

ほか（２００４）のスペクトルを超える確率は１０－４～１０－５に相当す

ること，超過するときの解析条件は発生する可能性が低いことを述べて

いるから，原告らの主張は失当である旨述べている（被告準備書面（１

６）２７５～２７６頁）。 

(2) 甲全第５９号証に被告が指摘する記載部分があることは認める（ⅱ

頁）。しかし，横ずれ断層（Ｍ６．５，Ｍ６．８，Ｍ７．１，Ｍ７．３），

逆断層（傾斜４５度：Ｍ６．５，Ｍ６．６，Ｍ６．７，Ｍ６．８，傾斜

３０・６０度：Ｍ６．５，Ｍ６．８）の断層モデル解析結果のグラフ（甲

全第５９号証２０頁）のうち，加藤ほか（２００４）の応答スペクトル

（グラフ中に赤線で示されている。）を超える多数の解析による地震動応

答スペクトルがどのような解析条件に基づくものであるかについては，

何の説明もない。また，付録の地震毎の解析記録を見れば，１９９７年

鹿児島北西部地震（横ずれ地震Ｍｊ６．６），２０００年鳥取県西部地震

（横ずれ断層Ｍｊ７．３），２００４年新潟県中越地震（逆断層Ｍｊ６．

８），２００４年新潟県中越地震の最大余震（逆断層Ｍｊ６．５）では，

多くの解析結果が加藤ほか（２００４）の応答スペクトルを上回ってい

るのであって，これらの解析条件が発生する可能性が低いなどとは考え

難い。 

 

第７ 被告準備書面（１６）第２章第７（基準地震動の年超過確率）について 

１ 被告の主張 

被告は，高浜３，４号機における基準地震動Ｓｓ－１の年超過確率は，

短周期側で１０－４～１０－５程度，長周期側で１０－５～１０－６程度である等

と主張する（被告準備書面（１６）２７８～２８０頁）。 

 

２ 原告らの主張 
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基準地震動の年超過確率については，原告ら準備書面（１４）１８～１

９頁，同（１６）１８～１９頁，同（１７）１３頁で述べた。地震学者自

身が，これは割り切りであり，科学的に意味のない数値であり，基準地震

動と超過確率を結び付けた方針そのものを改めるべきであり，超過確率の

議論は馬鹿げている等と述べていることが重視されなければならない（原

告ら準備書面（１４）１８～１９頁）。 

 

３ 年超過確率算定の手法 

年超過確率は，地震発生予測と強震動予測を同じ土俵に乗せて掛け合わ

せることによって行われる。被告が高浜３，４号機について上記の年超過

確率を算出した過程は，乙Ｂ第４１号証を見れば判る。これによれば，年

超過確率算定の過程の大要は次のとおりである。 

(1) 震源モデルの設定 

ア 詳細なロジックツリーを設定する主要活断層モデル（具体的には，

ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層，上林川断層） 

イ その他の主要活断層モデル 

ウ その他の活断層モデル 

エ 領域震源モデル 

(2) 地震動伝播モデルの設定 

耐専式を用い，バラツキについては，対数標準偏差を０．５３とし，

バラツキの打切り範囲を対数標準偏差の３倍とする。 

(3) 地震の年発生頻度の評価 

(4) なお，パラメータ（断層傾斜角，アスペリティ位置）の不確かさ，地

震の規模の評価方法（松田式，武村（１９９８）式，入倉・三宅（２０

０１）式）はロジックツリーに展開する。 

 

 ４ 被告の年超過確率の算定の手法の不合理性 

(1) そもそも，年超過確率は，被告が設定した活断層の長さ等のパラメー

タ，減衰式等が前提とされている。ロジックツリーに展開されている不

確かさも，地震の規模の評価方法を除けば，被告が基準地震動の策定の

際に考慮した範囲内の項目にすぎない。被告は，ほぼ同じ前提で基準地
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震動を策定したのだから，そのままであれば，基準地震動の超過確率は

ほぼゼロに等しくなるはずである。しかし，そうはなっていないのは，

被告がバラツキを考慮しているからである。しかし，バラツキについて

の対数標準偏差を０．５３としたことの根拠も正当性も説明されていな

い。 

(2) 高浜３，４号機に激しい地震動をもたらす可能性があるのは内陸地殻

内地震であるが，内陸地殻内地震は，プレート境界地震と異なり，その

発生間隔は一般に数千年に一度とされている。被告は，ＦＯ－Ａ～ＦＯ

－Ｂ～熊川断層の活動による地震の発生頻度は，「４．９６Ｅ－０５」，

すなわち，１０万年に４．９６回，上林川断層の活動による地震の発生

頻度は，「７．９７Ｅ－０５」，すなわち，１０万年に７．９７回として

いる（乙Ｂ第４１号証５，６頁）。 

(3) 被告は，震源モデルとして多数の断層を評価しているが，被告が「敷

地ごとに震源を特定して策定する地震動」の検討対象地震としてＦＯ－

Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層と上林川断層を選択したように，現実に高浜３，

４号機に基準地震動を超過する地震動をもたらす可能性があるのは，上

記両地震と近傍の伏在断層による地震（これは領域震源モデルで考慮さ

れている。）である。しかし，そもそもＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層や

上林川断層の発生確率が上記のように１０－４以下であり，更に基準地震

動を超過する揺れに襲われる確率はこれらの地震の発生確率よりも大幅

に小さくなるから，１０－５，１０－６という数字は，簡単に出てくること

になる。 

(4) しかし，そのことに大きな意味がないことは自明であろう。ＦＯ－Ａ

～ＦＯ－Ｂ～熊川断層も上林川断層も，歴史時代に活動した記録はなく，

前回の活動がいつだったかは分かっていない。仮に，その発生頻度につ

いて上記（２）の評価が正しいとしても，次の活動の日は，１万年後か

もしれないし，明日かもしれないのである。１０－４年に一度，１０－５年

に一度，１０－６年に一度などという数字を使っていかにも基準地震動を

超える地震動がその原発を襲う可能性が極めて低いかのように喧伝して

市民を安心させようとするのは妥当でない。上記２の地震学者たちの意

見は，正鵠を射ていると言わなければならない。 



36 

 

 

第８ 被告準備書面（１６）第２章第８（高浜３，４号機の耐震安全性）につ

いて 

１ 被告の主張 

被告は高浜３，４号機の耐震安全性についてるる主張する（被告準備書

面（１６）２８６～３２９頁）が，原告らは，到底，その主張を信用する

ことができない。以下，項を改めて，いくつかのポイントについて，その

理由を述べる。 

 

２ 応答解析の手法について 

(1)  被告は，機器配管系について，解析モデルを構築し，この解析モデ

ルに水平２方向及び鉛直方向の方向ごと
．．

に基準地震動を入力して応答解

析を行って機器配管系に作用する地震力（荷重）を算出し，算出された

地震力を用いて応力解析を行って評価値を算出すると述べている（被告

準備書面（１６）２９３頁）。 

(2) しかし，現実に作用する地震力は，鉛直，東西，南北の各方向にだけ

作用するのではない。すべてが合成された斜め方向の地震力が作用する

はずである。そして合成された地震力は，一方向だけの地震力よりも強

くなることも自明である。被告は，何故，三方向が合成された地震力を

入力して応答解析をしないのか。この問題は，ＪＥＡＧ４６０１－１９

８７に沿うかどうかの問題ではない。周辺住民の生命，健康，生活に責

任を持っている原発事業者として，いかなる解析方法をとるべきかとい

う問題である。 

 

３ 被告が主張する安全余裕について 

被告は，安全余裕の存在を主張するが，被告の主張にかかる「安全余裕」

は，本来必要がない余分なものではなく，様々な不確実な要素を吸収する

ための「必要不可欠な安全代」である。この点は，原告ら準備書面（１４）

２０頁で記載したので，改めて参照していただきたい。 

 

４ 多度津工学試験センターでの原子力発電施設耐震信頼性実証試験につい
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て 

(1) 上記実証試験の結果は，新品の試験体の安全性を実証するものであり，

疲労，減肉，応力腐食割れ，中性子照射脆化等に晒されている実機の耐

震安全性を保証するものではない。そのことは，原告ら準備書面（１７）

１３～１４頁に記載した。 

(2) これに対し，被告は，中性子照射脆化について，健全性（脆性破壊が

起こらないこと）を確認している，配管類の減肉については，減肉が発

生する可能性のある箇所をもれなく抽出した上で，肉厚測定を行って減

肉傾向を管理し，必要な肉厚があることを確認するとともに，必要に応

じて配管類の取替えを行っている，応力腐食割れについて，応力腐食割

れの発生が懸念される箇所に対し，応力腐食割れ対策を実施済みである，

等と主張する（被告準備書面（１６）３２４～３２６頁）。 

    この主張に対しては，次の事実を指摘するだけで十分だろう。 

   ア 被告は，平成１６年８月９日美浜３号機で，二次系配管が破損し  

て大量の水が噴出し，作業員５名が死亡し，６名が負傷するという大

事故を起こした。原因は，復水配管の減肉であり，肉厚はわずか０．

４ｍｍにまで減っていたが，この配管は，被告の減肉管理リストから

漏れており，被告はその事実を把握していなかった（甲全第３３９号

証）。 

   イ 被告は，平成１９年９月３０日から始まった大飯２号機の定期検査

において，主給水隔離弁下流の配管曲がり部の厚さが必要最小厚さで

ある１５．７ｍｍを下回り，最薄部では１０．９ｍｍしかないことが

発見された（甲全第３４０号証）。アの事故を経験しても，被告の減肉

管理が不十分であることが明らかになったのである。 

   ウ 被告の原発で発生した応力腐食割れのトラブルは，２００１年から

２０１２年３月までの間だけでも，２２件に及ぶ（甲全第３４１号証）。

その後今日まで起こっていないのは，被告の原発がほとんど稼働して

いないからである。被告は，応力腐食割れを防ぐことができていない

のである。 

 

５ 平成１９年新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原発の損傷の評価 
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(1) 被告は，新潟県中越沖地震において柏崎刈羽原発の安全上重要な施設

に被害が見られなかったことから，原子力発電所の設計に大きな余裕が

あることが実例によっても示されたと主張する（被告準備書面（１６）

３０８～３０９頁）。 

(2) この主張にも，自然が与えた警告を真摯に受け止めない被告の考え方

が顕著に現れている。平成１９年新潟県中越沖地震で柏崎刈羽原発３号

機外部のタービン建屋変圧器で火災が発生し，２時間近く燃え続けたほ

か，破損・変形が１１２７件，ひび・剥離が９２０件，水漏れが５３１

件，油漏れが１８９件，設備停止・水位変動・警報発生が１５０件，伝

送不良・誤動作が８２件，電源喪失・地絡が３９件，汚染・放出が７件，

その他の不良が２２４件，以上の合計３２７０件の故障・損傷が発生し

たのである。特に，５号機では，燃料集合体の一つが脱落し，７号機は

制御棒が引き抜き不能になり，すべての号機でタービンの動翼に接触痕

が見つかる等，大事故につながりかねない事態が生じていた（甲全第３

４２号証）。 

中越沖地震のとき，柏崎刈羽原発が過酷事故を起こさなかったのは，

幸運に過ぎなかった。これは自然からの警告だったのである。東京電力

株式会社が，これを真摯に受け止めず，逆に原発の安全余裕が証明され

たなどと，本件における被告と同様の我田引水の解釈をして，原発の安

全対策を真摯に見直さなかったことが福島原発事故を招いたというべき

なのである。 

 

 ６ 外部電源の耐震性を引き上げるべきこと 

(1) 原告らが，非常用ディーゼル発電機は起動に失敗することがあるから，

外部電源の耐震性能を引き上げるべきであると主張した（原告ら準備書

面（１０）５～６頁）のに対し，被告は，原告が指摘した起動失敗の３

例のうち，２例は，高浜３，４号機の非常用ディーゼル発電機とは設計

構造が異なる非常用ディーゼル発電機に関するものであり，１例につい

ては，その失敗原因を防止するための対策をとったと主張している（被

告準備書面（１６）３１８～３１９頁）。 

(2) しかし，非常用ディーゼル発電機の事故例は，原告らが上記準備書面
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で指摘した例だけではない。日本の原発に限っても，１９７９年６月か

ら２０１６年６月までの間にトラブル等の情報が３０１件【そのうちト

ラブル情報（情報区分欄にＴと記載されているもの）が３０件】も発生

している（甲全第３３８号証の１）。被告が設置している原発で福島原発

事故後に発生したものに限っても，①２０１２年９月１０日非常用ディ

ーゼル発電機の空気冷却器の冷却用海水の漏洩（美浜３号機），②２０１

３年２月６日非常用ディーゼル発電機の過給機の損傷（美浜１号機），③

２０１３年８月１９日非常用ディーゼル発電機の燃料油の漏洩（配管減

肉による貫通穴）（大飯２号機），④２０１５年４月１３日非常用ディー

ゼル発電機室内の補助蒸気配管からの蒸気漏れ（配管フランジ部のパッ

キン損傷）（高浜２号機），⑤２０１６年１月２０日非常用ディーゼル発

電機の自動停止（冷却水補給用弁のフロートに腐食による穴が開いてい

た）（美浜３号機），以上の５件のトラブル等が発生しているのである（甲

全第３３８号証の２～６）。 

このような状況下で，事故時には外部電源に期待せず，非常用ディー

ゼル発電機とどれだけ機能するかわからない可搬型電源設備に安全を託

すという被告の考え方は，福島原発事故の教訓を全く学んでいないとい

うほかはない。 

 

７ 基準地震動の不合理性 

(1) そもそも，設計基準対象施設のうちもっとも強度の耐震性が求められ

る耐震重要施設でも，基準地震動による地震力に対して安全機能が損な

われるおそれがないことを求められるにとどまり（設置許可基準規則第

４条第３項），深層防護第４層の過酷事故対策を担う重大事故等対処施設

でも，基準地震動に対して，事故に対処するために必要な機能が損なわ

れる恐れがないことが求められているのみである（同規則第３９条第１

項，第３項，第４項）。すなわち，基準地震動を超える揺れに襲われれば，

耐震重要施設も重大事故等対処施設も機能が損なわれることを想定しな

ければならないのであって，耐震安全性の確保は，適切な基準地震動の

策定によって担保されているのである。 

(2) 高浜原発で被告が策定した基準地震動が不十分であることはすでに
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るる主張しているとおりである。したがって，被告の耐震安全性に関す

る主張は，その前提において，成り立たない。 

以上 


