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第 1 はじめに 

１ はじめに 

 大飯原子力発電所が津波に対して安全であるとする被告関西電力の主張は、新

規制基準に基づき過去の津波の調査、地震やその他の要因による津波水位の算定

等を行い、基準津波を策定し、当該基準津波に対して施設の安全性を確認したと

いうことを根拠とする。 

 そうすると、新規制基準自体に合理性がない場合はもちろん、過去の津波調査

に誤りや不十分さがある場合、地震やその他の要因による津波水位の算定に誤り

や不十分さがある場合、もしくは重畳津波の検討に誤りや不十分さがある場合、

被告関西電力が策定した基準津波そのものが不合理であるということになるし、

基準津波を超過する津波に対して安全裕度がない場合には安全上重要な設備が

浸水する危険性があり、炉心損傷の具体的危険があると結論されることになる。 

 この点、原告らが訴状において主張し、福井地裁判決も同様の立場に立ってい

るように、本件原子力発電所における「万が一」の危険性が認められる場合、同

発電所の運転の差し止めが認められる（訴状３３頁以下、福井地裁判決４０頁）。

万が一の危険性があるかどうかの観点は、訴訟のあらゆる場面に妥当し、過去の

地震や津波の調査に関していえば、存在が明確に否定できない地震・津波は、本

件訴訟においては存在したという前提で判断されなければならず、またその規

模・被害状況も考え得る最大のものが前提とならなければならない。このような

考え方は、正に福井地裁判決と軌を一にするものといえよう。 

 一旦事故が生ずれば、広範囲の土地の放射能汚染を含む極めて甚大かつ半永久

的な被害をもたらす原子力発電所の危険性を対象とする司法審査においては、あ

らゆる事象を安全側に捉え、万が一の危険の有無を保守的に判断しなければなら

ない。 
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２ 福島第一原発事故の教訓 

 本書面は、大飯原発の津波に対する安全裕度に関する書面である。 

 福島第一事故の主要な原因の一つは津波による浸水であった。事故当時、東京

電力は、土木学会が平成１４年に策定した津波シミュレーションモデル「津波評

価技術 2002」にもとづき福島第一原発に対する津波想定を O.P1.+5.7m と保安院

に報告し、津波対策として非常用海水ポンプの高さを O.P.+6.1m に嵩上げした。

その後、平成２０年ころ、被告東電は、貞観津波（８６９年）の波源モデル（後

述）を使用すれば O.P.+9.2m の津波2が生ずることを会社内部で試算していたが、

古地震である貞観津波については「（情報が少なく）さらなる調査が必要」とし

て必要な津波対策を先延ばしにした（甲３-91、92：国会事故調）。東日本震災時、

福島第一原発に押し寄せた津波は、O.P.+約 11.5m から+約 15.5m であったとさ

れる（甲９２−１９「政府事故調中間報告」）。福島第一原発第１乃至４号機の敷

地高は O.P.+10m であることから主要エリアは浸水し、全交流電源喪失、炉心損

傷に至った。福島第一原発事故は、古地震による津波被害の危険性が指摘されて

いたにもかかわらず電気事業者がその対策を懈怠している間に生じたものであ

る。 

 福島第一原発事故は津波対策に関し２つの教訓を示している。ひとつ目は、津

波高を試算するモデルの精度は低く、保守的に安全裕度を考慮すればその２倍の

裕度を考慮すべきことである（いわゆる「倍半分」。詳細は後述）。そしてふたつ

目は、「万が一」の事故（平成４年１０月２９日最判参照）を防ぐためには、古

地震、古津波であってもその可能性を否定せず対策に反映させなくてはいけない

ということである。 

 福島第一原発事故後、新規制基準が成立し、「実用発電用原子炉及びその附属

                                            
1 O.P.：標高を表す基準値であり小名浜港工事基準面をさす。大飯原子力発電所で

は、T.P.: Tokyo Peil：東京湾平均海面を使用する。 
2 パラメータスタディ（後述）を行えばこれより２、３割津波高が増加する可能性

があると指摘されている。 
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施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第５条が「津波による損傷」を

規制した。被告関電は、平成２５年４月１８日、大飯原子力発電所第３、第４号

機が新規制基準に適合している旨の報告書を提出し、（甲 203「大飯発電所３、

４号機新規制基準適合性確認結果について（報告）」）同報告書「3.1.2.1 自然現

象に対する設計上の考慮」「3.1.2.1.1 地震・津波（地震随伴事象を含む）」にて、

津波高に対する報告を行い、安全性を確認したとする。その後、被告関電は平成

26 年 12 月 19 日、第 176 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、

及び、平成 27 年 3 月 13 日第 206 回同審査会合にて津波に関する追加の報告を

行った。 

 本書面は、以上の被告関電の報告書及びそれをブラッシュアップした審査会合

資料を引用しつつ、大飯原発第 3、4 号機が津波に対し安全裕度が低いこと、す

なわち具体的危険性が存在することについて述べる。 

 

３ 本書面の骨子 
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第 2 津波について 

１ 津波のメカニズム 

（１）津波発生のメカニズム 

 津波を引き起こすのは、基本的には海底地形の変化3である。 

 地震により、海底が隆起すると、その上の海水がもち上げられて、水面も隆起

する。隆起した海水は、直後に重力によって一気にくずれ、波となって四方へ伝

わる。 

 これが津波発生のメカニズムである。 

（２）津波の速さ 

 津波の伝わる速度は水深の平方根に比例する。したがって、底の深い沖合に比

べ、沿岸部での津波のスピードはぐっと遅くなる。この現象は「津波はジェット

機並の速さで陸地に近づき、新幹線並みの速度で海岸を襲う。」と表現されてい

る。 

（３）津波の高さ 

 一方、津波の高さは、水深が浅い場所ほど高くなる性質を有する。 

 すなわち、津波のスピードは浅瀬に向かうにつれて急激に落ちるため、後から

来た波が前の波に追いつき、次から次へと重なった波が一度に押し寄せる結果、

波高が高くなるのである。 

 そのため、津波が浅瀬に設置されている防波堤に達すると、大量の海水がせき

止められるが、後ろから来た速い波が次々重なっていき、防波堤を越える高さに

達するのである。そして、いったん防波堤を越えた海水は、一気に陸地になだれ

込むことになる。 

 従って、もし仮に波高５m の津波を防波堤でせき止めようと思ったら、防波堤

の高さは５m では不十分であり、より高くしなければならないのである。 

                                            
3 地すべり等によっても津波は発生する。 
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（４）津波に関する用語 

本書面で使用する、津波の高さに関する用語を説明する。 

①津波波高： 検潮所や沖合の波高計で計測された津波の高さ。気象庁発表の津

波観測記録はこの値が用いられる。 

②浸 水 高： 陸上での津波高さを表す。建物に残った水跡や付着したゴミなど

で測定されることが多い。現地盤を基準とした値は浸水深と言われ

るのが一般的である。 

③遡 上 高： 陸上で最も高い位置に到達した箇所の高さのこと。 

④痕 跡 高： 津波の発生後、建物や樹木、斜面上などに残された変色部や漂着

物までの高さ 

 
［甲 210：気象庁 HP］ 

 

２ 津波に対する規制 

 津波については、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則」第５条が規制しているが、その詳細は「規則の解釈」に委

ねられている（丙６）。また、発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の基準津

波策定に係る審査において、規則及び解釈の趣旨を反映させた「基準津波及び耐

津波設計方針に係る審査ガイド」（丙２７）が用いられる。  

 

 解釈のうち、特に重要な部分を以下に引用する。 
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   ［ 規 則 ］ 

(津波による損傷の防止) 

 第５条 設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大き

な影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対して

安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。  

 

［ 規則の解釈 ］ 

第５条 

２ 上記 1 の「基準津波」の策定に当たっては、以下の方針によること。 

五 基準津波による遡上津波は、敷地周辺における津波堆積物等の地質学

的証拠及び歴史記録等から推定される津波高及び浸水域を上回ってい

ること。また、行政機関により敷地又はその周辺の津波が評価されてい

る場合には、波源設定の考え方及び解析条件等の相違点に着目して内容

を精査した上で、安全側の評価を実施するとの観点から必要な科学的・

技術的知見を基準津波の策定に反映すること。 

七 津波の調査においては、必要な調査範囲を地震動評価における調査よ

りも十分に広く設定した上で、調査地域の地形・地質条件に応じ、既存

文献の調査、変動地形学的調査、地質調査及び地球物理学的調査等の特

性を活かし、これらを適切に組み合わせた調査を行うこと。また、津波

の発生要因に係る調査及び波源モデルの設定に必要な調査、敷地周辺に

襲来した可能性のある津波に係る調査、津波の伝播経路に係る調査及び

砂移動の評価に必要な調査を行うこと。 

八 基準津波の策定に当たって行う調査及び評価は、最新の科学的・技術

的知見を踏まえること。また、既往の資料等について、調査範囲の広さ

を踏まえた上で、それらの充足度及び精度に対する十分な考慮を行い、
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参照すること。なお、既往の資料と異なる見解を採用した場合には、そ

の根拠を明示すること。 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」

を満たすために、基準津波に対する設計基準対象施設の設計に当たって

は、以下の方針によること。 

四 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する

こと。そのため、非常用海水冷却系については、基準津波による水位の

低下に対して海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な海水が確保

できる設計であること。また、基準津波による水位変動に伴う砂の移

動・堆積及び漂流物に対して取水口及び取水路の通水性が確保でき、か

つ取水口からの砂の混入に対して海水ポンプが機能保持できる設計で

あること。 

 

３ 津波高の試算方法 

（１）津波評価技術２００２策定に至る経緯 

 津波高の具体的な計算方法として、実務上、土木学会策定の「津波評価技術」

という津波高シミュレーションが利用されている。「津波評価技術」以前におい

ては、平成９年３月策定の「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」（農

林水産省ほか３省庁）、及び、「地域防災計画における津波対策強化の手引き」（以

下、「手引き」という。農林水産省ほか６省庁）が存在する。同「手引き」の発

表以前においては、原子力発電所において既往最大の歴史津波および活断層から

想定される最も影響の大きい津波を対象に設計津波を想定していたが、「手引き」

は、「現在の知見により想定し得る最大規模の地震津波を検討し、既往最大津波

との比較検討を行った上で、常に安全側の発想から沿岸津波水位のより大きい方

を対象津波として選定するものとする。」とされた。 

以上の事情のもと、平成１１年、原子力発電所の津波に対する設計の信頼性向
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上を目的として、土木学会原子力土木委員会の中に津波評価部会が立ち上がり、

平成１４年２月、同部会が、津波の波源や数値計算に関する知見、及び、技術進

歩の成果をとりまとめ、原子力施設の設計津波の標準的な設定方法である「原子

力発電所の津波評価技術」（以下「津波評価技術」という。）を公表した（甲 204：

「原子力発電所の津波評価技術」）。 

津波評価技術は、土木学会の規格ではあるが、現在、津波高試算方法として実

務上利用されている。 

 

（２）津波評価技術の津波試算の方法 

「津波評価技術」は原子力発電所の設計津波水位4の標準的な設定手法を示し

たものである。 

「津波評価技術」は、「現在の知見により想定し得る最大規模の地震津波を

検討し、既往最大津波との比較検討を行った上で、常に安全側の発想から沿岸

津波水位のより大きい方を対象津波として選定するものとする」とする「手引

き」の設計思想を反映させるため、「既往津波」（過去に、日本沿岸に被害をも

たらした津波）を参考にして、「想定津波」（将来発生することを否定できない

地震に伴う津波）を設定する。そして、「想定津波」の不確定性（誤差）を、

数値計算（パラメータスタディ）により反映させて、「評価地点に最も大きな

影響を与える津波」（設計想定津波）を選定する。最後に、「設計想定津波」に、

潮位条件を足しあわせ、数値計算により評価地点における「設計津波水位」を

評価する。 

                                            
4「津波評価技術」は、［設計津波水位］を「設計に使用する津波水位を指し、設計

想定津波の計算結果に適切な潮位条件を足し合わせたもの」と定義する。 
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（３）具体的な評価方法 

ア 既往津波の再現と再現性の確認（①） 

文献調査等に基づき、評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考えられる既

往津波を評価対象として選定し、痕跡高の吟味を行う。沿岸における既往津波

①

②

③

④
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の痕跡高をよく説明できるように、当該津波の原因となる断層運動（地震）の

断層パラメータを設定し、既往津波の断層モデルを設定する。 

 

[甲 204 1-20] 

 

津波計算において、断層モデルは、以下の静的断層パラメータで記述される。 

(ⅰ) 基準点位置(N、E)、(ⅱ) 断層長さ L、(ⅲ) 断層幅 W、(ⅳ) すべり量 D、

(ⅴ) 断層面上縁深さ d、(ⅵ) 走向θ、(ⅶ) 傾斜角δ、（ⅷ） すべり角λ 

 

L、W、D は、地震モーメント M0 と次式で関連付けられる。 

M0=μLWD (「μ」は震源付近の媒質の剛性率) 

 

イ 断層の設定方法（②） 

 大飯原発が立地する日本海南西部では、地震地対構造論上プレート境界面が形

成されていないとされている。そこで日本海南西部においては、北海道西方沖〜

新潟県西方沖（日本海東縁部）に発生する地震（ⅰ）、及び、既存の海域活断層

の長さに応じた地震（ⅱ）を元に、津波予測を行うものとしている。 

（ⅰ）日本海東縁部に想定される地震のモーメントマグニチュード 

 日本海東縁部については明確なプレート境界面は形成されていないと考え
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られているが、北海道西方沖～新潟県西方沖にかけて、M7.5 クラスの地震

とこれに伴う津波が空間的にほぼ連続して発生していることを考慮し、海域

活断層に想定される地震に伴う津波の評価とは別に地震地体構造の知見を踏

まえた想定津波を評価する。 

 既往最大の津波の痕跡高を説明できる断層モデルに基づくモーメントマグ

ニチュードをもとに、想定津波を起こす地震のモーメントマグニチュードと

してこれと同等以上の値を設定する（甲 204−１−３４、３５「津波評価技術」）。 

 
【甲 204 1−60 津波評価技術資料編 「黒く塗った活動域全体で、1993 年北

海道南西沖地震津波が最大であり、Mw7.8 である。」と記載】 
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【甲 204 1−61 頁津波評価技術本編参考資料３基準断層モデルの設定方法－

日本海東縁部－】 

 

（ⅱ）海域活断層に想定される地震のモーメントマグニチュード 

 「津波評価技術」は西南日本周辺海域においては、海域活断層による津波

が沿岸で最大規模と評価している。そこで、この地域については活断層調査

に基づき断層パラメータを設定し、原則として、評価する海域活断層の長さ

に基づき適切なスケーリング則5を適用して最大モーメントマグニチュード

を設定する（甲 204−１−３６乃至３８「津波評価技術」）。 

 この海域については、他の海域と異なり、「既往津波の痕跡高を説明できる

断層モデル」がないことから、「文献調査」「堆積物調査」等により、海域活

断層の存在を推測する必要がある。 

                                            
5断層長 L、幅 W、すべり量 D の比率が地震の規模に拘わらずほぼ一定で相似、と

する法則。量の概算を行う際に用いる。 
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【甲 204 1−62 本編参考資料４基準断層モデルの設定方法－海域活断層－】 

 

ウ 設計想定津波の確定（③） 

想定津波の波源（津波の発生源）の不確定性（誤差）を設計津波水位に反

映させるため、基準断層モデルの諸条件（パラメータ）を合理的範囲内で変

化させた数値計算を多数実施し(パラメータスタディ)、その結果得られる想

定津波群の波源の中から評価地点に最も影響を与える波源を選定する。 



 18 

 

【甲 204１−15「津波評価技術」 図表を加工】 

 

エ 設計津波水位の算定（④） 

 以上より得られた設計想定津波に、適切な潮位条件を足し合わせて、設計

津波水位を求める。 

 

４ 津波に対する安全裕度は「倍半分」である 

（１）津波に対する安全裕度は「倍半分」である 

 それでは、「津波評価技術」は確立された津波シミュレーションといえるか。 

 ここで福島第一原発事故当時、東京電力は、土木学会が平成１４年に策定した

津波シミュレーションモデル「津波評価技術 2002」にもとづき津波想定を

O.P.+5.7m として保安院に報告し、津波対策として非常用海水ポンプの高さを

O.P.+6.1m に嵩上げした。しかし実際に到来した津波は、O.P.+11.5m を超える
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津波であったとされている。 

 事故後、政府事故調等により「津波評価技術」策定時に大した議論もなく工学

的な安全裕度（補正係数）を「1.0」としたことが判明した。すなわち、津波予

測精度が低い場合、予測を超える津波高の津波が発生する可能性があるため工学

的に安全裕度をとるべきであるが「津波評価技術」はこれを考慮していていない。

そして安全裕度については、福島第一原発事故後に問題となったにも関わらず、

修正されずに現在の津波予測がなされているのである。 

 ここで、津波の精度は現在でも「倍半分」であること。すなわち、工学的には

試算の「２倍」の安全裕度を取る必要が有ることを述べる。 

 

（２）「津波評価技術」の補正係数は「１.０」である 

 「津波評価技術」の補正係数は「１.０」とされている。これは何を意味するか。 

 ここで、想定を上回る津波の可能性を考慮（自然現象の不確定性を考慮）する

ためには、［想定津波水位］に一定の係数［補正係数］を掛けあわせて津波水位

の評価を行う。補正係数が大きければ、設計津波水位に余裕がある（＝より安全

である）ということになる。他方、補正係数を「１.０」とすることは、数値補正

を行わないことを意味する。この意味で、「津波評価技術」は安全裕度が緩和さ

れたシミュレーションモデルである。 

 「津波評価技術」策定のための第６回津波評価部会では、「津波評価技術」の

補正係数を「１.０」と設定することが妥当か否かについての議論がなされたが、

首藤主査より、「現段階ではとりあえず 1.0 としておき、将来的に見直す余地を

残しておきたい」との発言がなされ、結果的に補正係数を「１．０」と決定した。

その後、津波評価部会は、「補正係数」を修正しないまま、福島第一原発事故に

至った。 

 当時津波評価部会委員であった東北大学今村文彦教授は、政府事故調のヒアリ

ングに対し、「安全率は危機管理上重要で１以上が必要との意識はあったが、一
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連の検討の最後の時点での課題だったので、深くは議論せずそれぞれ持ち帰った

ということだと思う。」と回答している。（以上、甲９２−３７９〜３８１：政府

事故調中間報告） 

 この意味で、「津波評価技術」は安全裕度が緩和されたシミュレーションモデル

であり、「保守的」な設計想定津波が得られるように配慮されているとはいえな

い。 

 

（３）４省庁報告書及び７省庁手引きにおける裕度の取り扱い 

 前述したように、平成５年北海道南西沖地震津波発生を契機に関係省庁により

津波対策の再検討が行われ、一般の海岸施設の防災対策のために、平成９年３月

に「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」(農林水産省等４省庁作成)、

及び、「地域防災計画における津波対策強化の手引き」（７省庁作成、以下「７省

庁手引き」という）が公表された。７省庁手引きは津波高シミュレーションの嚆

矢である。 

 同報告書の調査委員は通産省顧問である首藤伸夫東北大教授及び阿部勝征東

大教授が参加しており、同報告書の「精度は倍半分」（２倍の誤差があり得る）

と発言していた。これは安全裕度として「２倍」までは考慮すべきという意味で

ある。平成９７年６月、通産省は上記顧問の発言を受けて、電気事業連合会に対

し、数値解析の２倍の津波高さを評価した場合、その津波により原子力発電所が

どうなるか、さらにその対策として何が考えられるかを提示するよう指示した

（甲３２−４４：国会事故調参考資料）。 

 平成 9 年 7 月２５日付電気事業連合会津波対応 WG 名義の「『太平洋沿岸部地

震津波防災計画手法調査』への対応について」（甲 206）と題する資料には、「数

値解析結果の２倍値」についての報告がなされている。 

  すなわち、７省庁手引きにおいては、２倍の裕度が妥当とされていた。 
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（４）溢水勉強会における保安院の指摘 

 平成１８年１月、保安院、及び、原子力安全基盤機構は、内部溢水及び外部溢

水に関する原子力施設の設計上の脆弱性の問題を検討する「溢水勉強会」を立ち

上げた。平成１８年６月２９日付の溢水勉強会の配布資料（甲 207：「内部溢水

及び外部溢水の今後の検討方針（案）」、同資料には署名がないが、記載内容から

保安院作成のものと考えられる）においては、 

 

「１.外部溢水（想定外津波）について 

 これまで、代表プラント（１F−５及び HT−２）において、現地調査を実施

し、敷地高さ＋１m の場合の影響を確認した。 

 今後は 

 ①土木学会手法による津波評価の保守性 

  土木学会手法による津波高さ評価がどの程度の保守性を有しているか確

認する。 

  ・評価手法、解析モデル、潮位・台風などの影響の重ねあわせ 

  ・既往最大津波高さとの比較 

  … 

 ⑤影響防止対策の検討 

・電力は、想定外津波対策については津波 PSA による評価結果を待ちた

いとのことであるが、津波 PSA 表か手法の確率には長期を要すること

から、当面、土木学会評価手法による津波高さの１．５倍程度（例え

ば、一律の設定ではなく、電力が地域特性を考慮して独自に設定する。）

を想定し、必要な対策を検討し、順次措置を講じていくこととする

（AM 対策との位置づけ）。」 

との記載がある。 
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 以上より、保安院は「津波評価技術」について「潮位・台風などの影響の重ね

あわせ」等を考慮する必要があり、これらの要素については「津波評価技術」が

十分な保守性を有しているかについて検証の必要性を示している。さらに、これ

らの不確実性を考慮して裕度を１.５倍に設定し対策を講じることを指示してい

る。 

 

（５）政府事故調査委員によるヒアリング結果 

 政府事故調査委員会は、報告書作成のために収集した関係者に対するヒアリン

グを非公開としていたが、その後の世論により順次公開した。ヒアリング結果よ

り、「津波評価技術」作成に関与した関係者も安全裕度（補正係数）については

「倍半分」との認識があったことを示している。 

ア 東北大学大学院工学研究科今村文彦教授のヒアリング結果 

 東北大学大学院工学研究科今村文彦教授は津波評価技術策定時に土木学会津

波評価部会の部会員であった。平成２３年８月１９日、同人は、政府事故調事務

局のヒアリングに対し、補正係数については津波評価部会にて議論を行わなかっ

たこと、及び、議論すべきだった補正係数の案として「１.５」、及び『従来の土

木構造物並び』で「３.０」を指摘している（甲 208−３、４：聴取結果書（政府

事故調査報告書の原聴取内容で公開されたもの））。 

 同人の聴き取り結果からは、津波評価技術策定時において、安全裕度を従来の

土木構造物と同じように考えれば「３.０」倍まで考慮すべきだったことがわかる。 

 

 イ 元原子力安全保安院統括安全審査官高島賢二氏のヒアリング結果 

 平成２４年４月１１日、政府事故調事務局は、津波評価技術策定当時（平成１

４年）原子力安全保安院統括安全審査官であった高島賢二氏に対しヒアリングを

行った（甲 209：聴取結果書（公開された政府事故調査報告書の原聴取内容））。 

 このヒアリングにおいて、同人は、「自分は、津波評価技術の議論がずっと以
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前から■（ママ）先生6にはお世話になっており、津波の計算は非常に難しく■

（ママ）を含むものであり、極端な場合は■（ママ）が倍または半分あるものと

認識していた。」と述べている。 

 高島賢二氏のヒアリングの結果からは、被告国の規制担当者自身が、津波高の

予測精度は「倍半分」、すなわち２倍の誤差があることを当然の事実として認識

していたということがわかる。 

  

 （６）気象庁が津波の予測精度を「倍半分」と公表していること 

 気象庁は HP において、一般市民向けの津波の解説ページ「津波について」を

設けている（甲 210：気象庁 HP7）。同解説ページは、Q&A 形式を採用しており、

「津波の高さ○m と予報される場合、どこの地点で言うのですか？例えば、海岸

線ですか。内陸部 100m 地点等のことですか。」との問いに対し 

「津波情報の中で発表している「予想される津波の高さ」は、海岸線での

値であり、津波予報区における平均的な値です。場所によっては予想され

た高さよりも高い津波が押し寄せることがあり、その旨を津波情報に記載

することでお伝えしています。また、現在の津波予測技術では、「予想さ

れる津波の高さ」の予想精度は、1／2～２倍程度です。 

 なお、「津波の高さ」とは、津波がない場合の潮位（平常潮位）から、津

波によって海面が上昇したその高さの差を言います。 

 さらに、海岸から内陸へ津波がかけ上がる高さを「遡上高（そじょうこ

う）」と呼んでいますが、「遡上高」は気象庁から発表される「予想される

津波の高さ」と同程度から、高い場合には４倍程度までになることが知ら

                                            
6 ここで挙げられた氏名非開示の学者は、当時通産省顧問であり、４省庁報告、津

波評価技術の策定にも関わった、首藤伸夫東北大教授、または阿部勝征東大名誉教

授と考えられる。 
7 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq26.html 
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れています。・・」 

と回答している。 

 すなわち、被告国の機関である気象庁は、現在でも津波予測の精度は「倍半分」

すなわち予測値の２倍程度を考慮すべきとの見解を示している。 

 

５ 小括 

 以上より、津波高さの予測の精度は、平成１４年の津波評価技術策定時におい

て２倍の誤差を含むものとして認識されていた。また、津波評価技術は、現在で

も新規制基準において適用されており、以上の認識は現在でも有効である。 

 したがって、津波高を「保守的」に判断するには、「津波評価技術」によって

得た津波高の「２.０」倍を考慮しなくてはならない。 
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第３ 大飯原発の構造（具体的危険性を生じる津波高さ） 

 それでは、大飯原発（第３、第４号機）の構造上、具体的危険を生じる津波高

は何メートルか。 

 この点、原子力発電所施設の冷却系の要である海水ポンプが停止すれば冷却系

が維持できなくなるため、海水ポンプ施設の高さまで津波が到達する「万が一」

の可能性があれば具体的危険性を肯定できる。また、津波の引波により海水ポン

プ施設の取水が不可能な程度に津波水位が低下すれば冷却系が維持できなくな

るため、これを下回る水位の低下の可能性があれば具体的危険性が肯定できる。 

 ここで「大飯発電所３、４号機新規制基準適合性確認結果について（報告）」（甲

203—38〜40）によれば、 

「また、重要な安全機能を有する屋外設備である 3、4 号機海水ポンプに

ついては、３、４号機海水ポンプ室前面の基準津波による設計津波高さ 

T.P.+2.54m に対して、周辺地盤ならびに前面壁が T.P.+5.0m であること

から、地上部からは浸水しないが、津波に対する信頼性向上の観点から防

護壁(高さ T.P.+6.0m)を設置している。」 

「非常用海水冷却系については、基準津波による設計津波高さ(3、4 号機

海水ポンプ室前面 T.P.-1.84m)に対して、海水ポンプの機能維持水位は 

T.P.-2.62m であるため、冷却に必要な海水が確保できる。」 

との記載がある。 

 その後、３、４号機海水ポンプ室については、津波に対する裕度が小さいこと

が判明したため、T.P.+8.0m の防護壁を施設する予定とのことである（被告関電

準備書面（2）29 頁）。 

 したがって、押し波で T.P.+8.0 を上回る津波、引き波で T.P.-2.628を下回る

                                            
8 関電作成の報告書（甲 203）によれば、第 3,4 号炉海水ポンプの取水可能レベル

は T.P.−２．６２ｍである。その他の関電作成資料においては、取水可能レベルを

T.P.−３.１m と表示するものもあるが、本書面では「T.P.−２．６２ｍ」を前提とし

て論ずる。 
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津波が発生する可能性が「万が一」にも存在すれば具体的な危険性が認められる。 

 

【甲 203−添付１-２-１-１-７［大飯発電所３、４号機新規制基準適合性確認結果に

ついて（報告）］】 

  

取水設備断面図（３・４号機海水ポンプ室周辺）

海水ポンプ取水可能レベルT.P.-2.62m

海水ポンプ電動機据付レベルT.P.+4.65m

▽基準津波高さによる設計津波高さ(上昇)T.P.+2.54m

▼T.P.+4.65m

▼T.P.-2.62m

敷地レベル
T.P.+5.00m

取水路波除堤
（消波ブロック）

小浜湾

T.P.+2.50m

前面壁T.P.+5.00m

防護壁T.P.+6.00m

▽基準津波高さによる設計津波高さ(下降)T.P.-1.84m

T.P.-5.10m
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第４ 被告関電の津波高試算 

１ 被告関電の津波高試算 

 被告東電は、「津波評価技術」を使用し若狭湾沿岸の海域活断層及び地すべり

等に基づく津波高を下記の通り報告している。 

 

２ 海域活断層 

  被告関西電力は、海域活断層として「大陸棚外縁〜B〜野坂断層」「FO-A〜

FO-B〜熊川断層」を選択し、３、４号炉の海水ポンプ室前面の津波水位を上昇

値 T.P.+２.７、下降値 T.P.−１.７と試算した。 

 

 

【甲 211 「平成 27 年 3 月 13 日 第 206 回原子力発電所の新規制基準適合性に係

る審査会合 資料３－５－１ 大飯発電所 津波評価について」３３、３４頁より抜

粋】 
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３ 陸上地すべりの評価 

 被告関西電力は、「陸上地すべり」の可能性のあるエリアとして下記のエリア

を選択し、３、４号炉の海水ポンプ室前面の津波水位を上昇値 T.P.+２.２、下降

値 T.P.−１.２と試算した。 

 

 

【甲 211「平成 27 年 3 月 13 日 第 206 回原子力発電所の新規制基準適合性に係

る審査会合 資料 3−5−1 大飯発電所 津波評価について」74、89 頁より抜粋】 
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４ 若狭海丘列付近断層（福井県モデル） 

 ここで、福井県（行政庁）は、「若狭海丘列付近活断層」9を影響力のある波源

モデルとして選択した。そのため、被告関電は、「若狭海丘列付近活断層」を評

価に繰り入れ、３、４号炉の海水ポンプ室前面の津波水位を上昇値 T.P.+３.２、

下降値 T.P.−２.９と試算した。 

 

 

【甲 211「平成 27 年 3 月 13 日 第 206 回原子力発電所の新規制基準適合性に係

る審査会合 資料 3−5−1 大飯発電所 津波評価について」97 頁より抜粋】 

 

５ 海底地すべりによる津波評価 

 被告関西電力は、「海底地すべり」の可能性のあるエリアとして下記のエリア

を選択し、３、４号炉の海水ポンプ室前面の津波水位を上昇値 T.P.+４.２、下降

値 T.P.−２.７と試算した。 

                                            
9 関電は、「若狭海丘列付近断層」９３ｋｍ（福井県の評価）を、最大３８ｋｍと小

さく評価していた（甲 203）。 
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【甲 211 「平成 27 年 3 月 13 日 第 206 回原子力発電所の新規制基準適合性に係

る審査会合 資料 3−1−3 大飯発電所 津波評価について」40、68 頁より抜粋】 

 

６ 重畳適用（津波の組み合わせ） 

 被告関電は、地震と地すべりが同時に生じた場合を組み合わせて評価している。  

 組み合わせのパターンは、①若狭海丘列付近断層と隠岐トラフの海底地すべり

の組み合わせと、②FO-A、FO-B、熊川断層との陸上地すべりの組み合わせであ

る。 
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 これらの組み合わせの結果、①若狭海丘列付近断層と隠岐トラフの海底地すべ

りの組み合わせが最も大きい影響力を有し、３、４号炉の海水ポンプ室前面の津

波水位を上昇値 T.P.+６.２、下降値 T.P.−４.６と試算した。「若狭海丘列付近断

層」は「隠岐トラフ」に隣接するため（下図参照）、位置的にこれらが連動する

可能性は高くこの２つの組み合わせを考慮することは合理的である。 

 他方、被告関電は、３、４号炉の海水ポンプ室前面の津波水位を上昇値 T.P.+

６.２ｍ、下降値 T.P.−４.６ｍという数値を試算した後、「同時計算（一体計算）」

の結果、最大水位上昇値を T.P.+５.９m、最大水位下降値を T.P.-３.４mとした。 

 しかし、「津波評価技術」には「一体計算」の試算方法について記載はない。

また、「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド」（丙２７）は、「3.5.1 基

準津波の選定方針」にて、「(1)基準津波は、発生要因を考慮した波源モデルに基

づき、津波の伝播の影響等を踏まえた津波を複数作成して検討した上で、安全側

の評価となるよう、想定される津波の中で施設に最も大きな影響を与えるものと

して策定されていることを確認する。」「(2)数値計算に当たっては、基準津波の

断層モデルに係る不確定性を合理的な範囲で考慮したパラメータスタディを行

い、これらの想定津波群による水位の中から敷地に最も影響を与える上昇水位及

び下降水位を求め、これらの津波水位波形が選定されていることを確認する。」

として保守的に基準津波を設定すべきことを述べている。すなわち、被告関電が

行ったような、津波水位を低く見積もる数値操作を行うことは予定していないの

であり、被告関電の「一体計算」は不合理である。 
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図表① 若狭海丘列付近断層と隠岐トラフの海底地すべりの組み合わせ 

 

 

【甲 211「平成 27 年 3 月 13 日 第 206 回原子力発電所の新規制基準適合性に係

る審査会合 資料 3−5−1 大飯発電所 津波評価について」119、122 頁より抜粋】 
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図表② FO-A、FO-B、熊川断層と陸上地すべりの組み合わせ 

 
【甲 211「平成 27 年 3 月 13 日 第 206 回原子力発電所の新規制基準適合性に係

る審査会合 資料３－５－１ 大飯発電所 津波評価について」１２４、１２６頁よ

り抜粋】 

 

７ 小括 

 以上より、被告関電の試算によれば、「若狭海丘列付近断層」（地震）と隠岐ト

ラフ（エリア B）の海底地すべりの組み合わせ（重畳）が、３、４号炉の海水ポ

ンプ室前面にて最も高い水位上昇値「T.P.+６.２」と下降値「T.P.−４.６」を示す

結果となった10。 

 
                                            
10「一体計算」を行うことが不合理であることは上述のとおりである。 
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【甲 211「平成 27 年 3 月 13 日 第 206 回原子力発電所の新規制基準適合性に係

る審査会合 資料 3-5-1 大飯発電所 津波評価について」128、129 頁より抜粋】 
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第５ 被告関電の津波高試算方法の問題① 

１ 活断層、及び古地震（津波）を適切に評価していないこと 

 関電側準備書面（２）によれば、被告関電は、大飯発電所に影響を及ぼす日本

海側の津波について、以下のような認識であると考えられる。 

① 福島第一原発の事故は、海・陸のプレート境界で起こった超巨大地震に起

因しており、この際に発生した巨大津波が被害を大きくした。しかし、若

狭湾の原発群は、海・陸のプレート境界から遠く、海溝型地震による津波

影響は、考慮しなくてもよい。 

② 「理科年表」によれば、日本海側で 10m を超える津波は、1741 年 8 月 29

日の北海道から佐渡に至る地震で 15m、1983 年 5 月 26 日の日本海中部地

震で 10m 超、1993 年 7 月 12 日の北海道南西沖地震で 10m 超が知られて

いる。しかし、これらの例はいずれも日本海東北部のユーラシアプレート

及び北米プレートの境界に近いところで起こっており、プレートの境界か

ら遠い日本海西南部では、このような津波は認められていない。 

③ 日本海東北部のプレート境界は、海・陸のプレート境界ではなく、陸・陸

のプレート境界なので、一方のプレートの下に他方のプレートが潜り込む

と言うことはない。そこで、太平洋側のように超巨大な海溝型地震は起き

ないと考えられる。 

④ 2014（平成２６）年 8 月 26 日に行われた「日本海における大規模地震に

関する調査検討会」第 8 回会合の公式見解によれば、若狭湾に近い福井県

坂井市で 7.7m、京都府伊根町で 7.2m の最大津波が予測され、大飯発電所

では 2.8m 津波の到来が予測される。 

 以上の認識に基づき、関電側は、新規制基準を踏まえた大飯発電所の津波対策

として、安全の上にも安全性を考えて、本件発電所における主要な建屋の敷地高

さ T.P.＋9.3m としているほか、海水ポンプ室についても T.P.＋8m の津波まで耐

えうる対策を講じているため、何らの危険はないとしている。 
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 しかしながら、被告関電の主張には以下の問題点がある。 

 

２ 阿部の式を用いることの問題 

（１）被告関西電力の主張 

被告関西電力は、敷地周辺の海底活断層について、阿部に示される簡易予測

式を用いて発電所敷地に到達する推定津波高さを検討したとする（準備書面

（２）１２頁）。 

（２）阿部の式を用いることの著しい不合理性 

阿部による津波高の予測は、津波マグニチュードＭｔの決定式と地震断層パ

ラメータの相似則に基づいて、津波の伝搬距離Δ（ｋｍ）付近での区間平均高

（海岸全域を２０ｋｍ～４０ｋｍ程度の範囲に区切って、その一つの区間内で

のすべての津波高を平均した値）を近似したものであるから、例えば震源から

の距離が概ね同一である一定の海岸線のある区間において到来するであろう

津波の平均的な高さを求めることが可能となる。 

しかし、同予測は、①あくまでも予測であって実測値とは乖離がある上、②

到来する津波の平均値を求めるものであって最大値を予測するものでもない

し、より重要なことに、③津波の高さに大きな影響を与える海底地形や海岸地

形、地震のメカニズムなどの重要な要素を捨象したものであるという問題があ

る。 

①について、２０世紀に発生したもののうち一定規模以上の津波を見ると、

以下のように、阿部の式に基づいて予測された最大津波高（各区間の平均高を

比較して最大の値を取ったもの）と、実測された津波高との間には乖離が見ら

れる。 

予測最大平均高が実測最大平均高を上回ったもの（実際に発生した津波の平

均高の方が低かったもの）もあるが、逆に実測最大平均高が予測最大平均高を

上回ったもの（予測された平均高よりも高い津波が発生したもの）もあり、１
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９９３年北海道南西沖地震においては、予測最大平均高が５．６メートルであ

ったのに対し、実測最大平均高はそれを１メートル以上上回る７．７メートル

であった。 

予測最大平均項を１メートル以上上回る津波が発生したり、逆に２メートル

近く下回る津波しか発生しなかったこともあるということは、阿部の式による

平均高の予測では振れ幅が大きすぎ、実際に発生する津波規模の算定において

根拠とはなり難いことを如実に示している。阿部の式による予測には根本的に

信頼性の疑義があり、正確に規模を予測することはできないというべきである。 

 

 

【甲２０５−１，２】 

 

②について、平均高は上記のとおり一定区間における津波高の平均値を取っ

たものであるから、当然、当該区間における最大の津波高を示すものではなく、

実際にはそれよりも大きな津波が生じ得、現に繰り返し観測されてきた。 

例えば、上記図表に示した津波では、実測最大高が予測最大平均高や実測最

大平均高を大幅に上回っている。１９６８年に発生した日向灘地震における津

波では実測最大平均高１．９メートルに対し、実際の最大高は３メートル超と
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である。１９８３年の日本海中部地震でも、秋田県において２．３メートルか

ら最大で１３．８メートルの津波が（丙４・１５頁目〔右上「１３」〕におい

ても、秋田県内で１０メートルを超え最大１４メートル近くの津波の痕跡のあ

ることが示されている。）観測されているが、区間内の１５４個の測定値をも

とにした実測最大平均高は上記のように７．５メートルにすぎず、最大高を６

メートル以上下回るものであった。しかも、予測最大平均高に至ってはそれよ

りもさらに低い７．１メートルにすぎない。もちろん１９３３年の三陸地震や

１９９３年の北海道南西沖地震でも、予測最大平均高と実測最大高との乖離は

著しく大きい。 

津波の高さは地形条件などによって大きく変わり得るものであり、東日本大

震災において発生した津波にも非常に大きなばらつきがある（下図。原告第２

準備書面２７頁に同じ）ように、津波高に大きなばらつきが発生することは通

常のことであるということからすると、平均高を予測するにすぎない阿部の式

によっては、発生する津波がどの程度の規模のものであるかを適切に導くこと

はできないのであり、原子力発電所という一旦事故が発生すれば極めて甚大な

被害を引き起こす施設における津波予測手法として重大な問題があるのであ

る。 
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③について、①②のように、阿部の式が実際の測定値との間に大きな乖離が

あったり、一定区間における平均値を導くものにすぎないのは、津波の高さに

大きな影響を与える海底地形や海岸地形、地震のメカニズムなどの要素を捨象

しているからである。津波高はこれらの諸要素によって大きく変動し、さらに

は地盤沈降・隆起の有無、土砂崩れの有無、遡上の有無などによって全く違っ

た値となるが、これらの要素をすべて適切に数値化し、信頼性あるパラメータ

として入力することは極めて困難であるし、そもそもそれらの自然条件を全て

適切に条件付けした計算式を策定することは凡そ不可能である。計算式は、必

然的に諸要素を取捨選択し、あるいは仮定的条件を設定して策定せざるを得な

いものであり、地震発生やその規模を予測することがおよそ不可能であること

と同様に、発生する津波の規模を完璧に予測することもまた不可能である。 

 

（３）被告関西電力が算出した地震による津波水位の不合理性 

なお、被告関西電力は、日本海東縁部の断層についてモーメントマグニチ

ュード７．８５の波源モデルを設定している（関電準備書面（２）１６頁）と

ころ、この点についても地震の平均像をもとにしており原子力発電所における

地震予測方法として極めて不合理であるという問題があるが、この点について

は地震に関する事項であるので、別書面で詳論することとする。 

 

（４）小括 

以上のとおり、阿部の式はあくまでも平均的な津波の高さを求める式である

から、原子力発電所に到来する可能性のある津波高の予測に用いるには著しく

不適切である。よって、このような式によって算出した地震による津波水位を

前提に策定された基準津波そのものが不合理である。 
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３ 1026 年の「万寿津波」（古津波）について 

 加藤芳郎論文（甲 212）は、1026 年の「万寿津波」の場合、島根県の益田周

辺で地震の被害はほとんど記録に残されていないのにもかかわらず、20m を超え

る津波がこの地域を襲ったという文書記録が、正徹物語、石見八重葎、横田物語、

安田村発展史などに残されていると指摘する。この指摘によれば、プレート境界

から遠い日本海西南部において 20m を超える津波が襲ったということになり日

本海西南部では「超巨大な海溝型地震は起きない」（上記③）とする被告関電の

主張は根底から覆される。 

 このように、地震によらずに 20m 超の津波が発生するメカニズムはまだ、定

説がないが、産業技術総合研究所の岡村行信教授11は、海底の堆積性斜面崩壊に

よる津波の可能性すなわち海底地すべりによる津波発生の可能性を指摘してお

り、大地震が起こりにくい場所でも、大規模な斜面崩壊が起こり津波を発生させ

るメカニズムを提示している。（甲 213：「日本海の津波波源」12岡村行信）。 

 同人は、このような海底の大規模斜面崩壊の例として、島根沖のほか、鳥取沖

や若狭湾沖を示している（甲 213−１２「下図参照」）。同人が例として挙げる若

狭湾沖は、被告関西電力準備書面（2）18 ページの[図表 7 検討対象とした海底

地すべり地形] に示されているエリア A、エリア B、エリア C を含む長さ 200km

程度の広大な大規模斜面崩壊を想定しているものと考えられる。 

                                            
11岡村行信：産業技術総合研究所 活断層・地震研究センター長 
 産総研は日本の堆積物調査における中心的機関である。岡村氏は東日本東北大震

災以前より貞観津波の存在を主張していた。 
12 同資料は、平成 25 年 2 月 13 日、国土交通省「第 2 回 日本海における大規模地

震に関する調査検討会」にて岡村氏が配布したものである。 
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/daikibojishinchousa/dai02kai/dai02k
ai_siryou2.pdf 
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【甲 213−１２：「日本海の津波波源」】 

 

 被告関電は、準備書面（2）の１７～１９ページで「海底地すべりよる津波」

の影響を見積もる際に、3 つのエリア（A～C）に分けて検討し、それぞれの海域

で独自の海底地すべりが生じたとして、その影響は高々４.７m としている。し

かし、これらのエリアが同時に動いたとすると、[図表 8 ]から見ても、大飯発電

所では、10m を超える最大水位上昇が予想されることになる。このことから考え

ても、「万寿津波」13に関する文献の信頼性についての検証が重要である。 

                                            
13 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈」第 5 条(津波による損傷の防止) ２は以下のとおり他の地域の津波の発生

についても検討することを規定する 
四 他の地域において発生した大規模な津波の沖合での水位変化が観測されている

場合は、津波の発生機構、テクトニクス的背景の類似性及び観測された海域にお

ける地形の影響を考慮した上で、必要に応じ基準津波への影響について検討する

こと。  
七 津波の調査においては、必要な調査範囲を地震動評価における調査よりも十分

に広く設定した上で、調査地域の地形・地質条件に応じ、 既存文献の調査、変動
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 被告関電は、大飯原発の再稼働（申請）を停止し、1026 年の「万寿の津波」

の記述の信憑性、及び、上記 3 つのエリア（A～C）が同時に地すべりを起こし

た場合の試算について明確なエビデンスが得られるまで調査し、結果如何によっ

ては津波対策を根本的に見直す必要がある。被告関電は、貞観津波の知見を得な

がら原子炉の運転を続けることにより福島第一原発事故を招いた東京電力と同

じ過ちを繰り返してはならない。 

 

４ 海域活断層で起こる地震による津波について－山田断層の取り扱い 

（１）被告関電は山田断層（活断層）を評価していない 

 被告関電は、準備書面（2）13 ページ [ 図表 4 敷地周辺の海域活断層 ]にお

いて⑱郷村断層を取上げるが、この地震と共役断層14である山田断層を採用して

いない。 

 この点、被告関電は、郷村断層は海域まで延びている部分を含めて３４km の

郷村断層帯として扱ったが、山田断層は海域まで達していないため採用しなかっ

たと考えられる。しかし、山田断層は、その先端が宮津湾（海域）に達している

ため、この断層の東南端まで破壊した地震が起きたときには、当然に津波が発生

するものと考えられる。 

  

（２）山田断層は、郷村断層よりも発生確率が高く大きな津波被害をもたらす 

 また、地震調査研究推進本部15の「山田断層帯の長期評価について」（甲 214）

                                                                                                                                    
地形学的調査、地質調査及び地球物理学的調査等の特性を活かし、これらを適切に

組み合わせた調査を行うこと。 また、津波の発生要因に係る調査及び波源モデル

の設定に必要な調査、敷地周辺に襲来した可能性のある津波に係る調査、津波の伝

播経 路に係る調査及び砂移動の評価に必要な調査を行うこと。   
として、「他の地域の津波」、「必要な調査範囲を地震動評価における調査よりも十分

に広」い範囲を評価対象とする。 
14 共役断層：同じ応力によって生じた隣接する断層、いわゆる共軛関係にある断層。 
15 政府の行政施策に直結すべき地震に関する調査研究の責任体制を明らかにし、一

元的に推進するため、地震防災対策特別措置法に基づき総理府に設置（現・文部科
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は山田断層について「山田断層帯主部は、京都府宮津市北部から与謝郡野田川町

（現・与謝野町）を経て、兵庫県出石郡但東町（現・豊岡市）に至る断層帯です。

断層帯の長さは約 33km で、ほぼ北東－南西方向に延びており、右横ずれを主体

として、北西側が相対的に隆起する成分を伴う断層です。」と報告する 

 したがって、大飯発電所からの相対的な位置を考えると、郷村断層帯が動いた

場合よりも、大飯原発に距離的に近い山田断層の東北端が動いて北西側が相対的

に隆起した場合の方が、高浜や大飯発電所への影響の方が大きいと考えられる。 

 さらに郷村断層と山田断層を含む山田断層帯は、1927（昭和 2）年の北丹後地

震で見つかった共役断層である。地震調査研究推進本部の山田断層帯の説明（甲

214−１）によれば、郷村断層帯の最新活動時期は 1927 年の北丹後地震とされて

いるのに対して、山田断層帯主部の最新活動時期は、約 3 千 3 百年前以前であっ

たと推定されている。従って、この地域で次に活動する活断層としては、郷村断

層よりも山田断層の方が先である可能性が高い。それにもかかわらず、被告関電

が「敷地周辺の海域活断層で起こる地震による津波」に関して、郷村断層を検討

し、他方、地震調査研究推進本部地震調査委員会による明確なエビデンスが示さ

れている山田断層に対する評価を行わないことは考慮すべき事項を考慮してい

ない瑕疵があるのであり、山田断層を検討調査しないまま稼働申請を行うことは

許されない。 

                                                                                                                                    
学省）された政府の特別の機関。 
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【甲 214：山田断層帯の長期評価について】 

 

５ 陸上地すべりによる津波に関して 

 準備書面（2）13 ページ の [図表４ 敷地周辺の海域活断層] のなかには、大
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飯発電所に最も近い活断層として、⑨FO-A～FO-B～熊川断層も含まれており、

14 ページの [図表 5 簡易予測式による推定津波高さ一欄] にはこれらの活断層

が連動して動いた場合の大飯発電所の推定津波高さは 4.17m と記載されている。 

 一方で、19～20 ページの「陸上地すべりよる津波」についての記述のなかで

は、大飯発電所に近い No.17 及び No.18 の地点で地すべりによる土砂が海面に

すべり落ちる際の海面の挙動がどう伝わるかを計算して、津波水位を算出してい

る。その結果、No.17 では 2.2m、No.18 では 0.8m の水位変化がありうるとさ

れている（20 ページ [図表 10 ]）。 

 しかし、上記の２つを独立に論じるのは誤りである。その理由は、 FO-A～

FO-B～熊川断層が連動して動くような場合には、地すべり地域の No.17 及び

No.18 の地点も震源域に含まれると考えられる。そうなると No.17 及び No.18

地点が同時に、さらにはもっと広い範囲が同時に地震動の揺れで斜面崩壊を起し、

大量の土砂が海面にすべり落ちることになる。地すべり地域を保守的に評価する

ならば、FO-A～FO-B～熊川断層の動きによる津波に加えて、既に検討されてい

る No.17 及び No.18 の局所的な地すべり地域だけでなく、それらを含む広範囲

な陸域の斜面崩壊による水位変化も考慮しなければならない。また、FO-A～

FO-B～熊川断層が連動して動くことを想定した場合、ほぼ９０度ずれていて共

役関係をなす FO-C 断層などの短い断層帯も副次的に動く可能性も考えられる。 

 関西電力が、津波水位評価にあたり、このようなケースを排除したことは、考

慮すべき事項を考慮していない評価方法の瑕疵であり、広範囲な陸域の斜面崩壊

による水位変化を検討調査しないまま稼働申請を行うことは許されない。 

 

６ 被告関電の津波堆積物調査の問題点 

（１）被告関電の主張 

 被告関電は、日本原子力発電株式会社、及び独立行政法人日本原子力研究開

発機構とともに若狭湾沿岸の三方五湖等の堆積物調査を実施した結果「約１万
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年前以降に本件発電所の安全性に影響を与えるような津波の痕跡は認められ

なかった」（被告準備書面（２）１１頁）として、若狭湾における津波の危険

性を否定する 

 しかし、そもそも津波堆積物調査により津波堆積物が発見される確率は小さ

く、津波堆積物が発見されなかったことから端的に「津波の不存在」を立証で

きるわけではない。 

 この点、審査ガイド「3.3.1(5)」節（丙２７）も「津波堆積物の調査は、調

査範囲や場所に限界もあり、調査を行っても津波堆積物が確認されない場合が

あること。また、津波堆積物調査から得られる津波堆積物の分布域及び分布高

度は、実際の浸水域及び浸水高・遡上高より小さいこと」に留意することを注

意的に規定している。 

 また、原子力安全・保安院における聴取会の岡村行信委員らは、被告関電の

引用するプレスリリース（丙５号証）記載の各調査内容に関して、当該堆積物

調査が質・量ともに極めて不十分であり、「天正地震の痕跡はない」等とする

被告らの結論に対し強い批判を加えている。以下詳述する。 

 

（２）被告関電の津波堆積物調査 

 被告関西電力提出のプレスリリース(丙５)によれば、被告関電は、①平成２３

年１１月２１日、②平成２４年６月２１日、及び、③同年１２月１８日に、保安

院（又は原子力規制委員会）に対し「大規模な津波を示唆する痕跡はない」旨の

報告を行ったとする。 

 ①及び②は、原子力安全・保安院内に設置された「地震・津波に関する意見聴

取会」16に対する報告であり、第 8 回（平成 23 年 12 月 27 日）、第 9 回（平成

                                            
16 第１回平成２３年９月３０日〜第２３回平成２４年９月７日 
聴取会の議事録及び配布資料はインターネット上で閲覧可能である。 
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shing
ikai/800/26/800_26_index.html 
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24 年 1 月 25 日）、第１７回（平成 24 年 6 月 22 日）の聴取会にて審議された。

被告関電は、これらの報告に何らの問題がないかのような主張をするが、議事録

からは被告関電らの報告に問題があったため、委員らが数回に渡り追加の報告を

求めていたことが読み取れる。 

 

（３）専門委員からの指摘 

 以下、議事録17より専門委員の指摘を抜粋する。 

ア 第８回 地震・津波に関する意見聴取会（平成 23 年 12 月 27 日） 

 第 8 回聴取会においては「若狭湾沿岸における天正地震による津波堆積物調

査について」（甲 218）と題する配布資料が提出された。これは原子力安全・

保安院名義の資料であるが、関電ら電気事業者らの報告をその内容とする。当

該資料は津波堆積物調査の結果を以下の通り結論付ける。 

 ・三方五湖周辺で津波堆積物調査を実施。（全９箇所のうち、天正地震

評価用は４箇所）  

 ・天正地震の対象地層を含む表層１ｍ以浅には津波堆積物の指標となり

得る砂層は認められない。  

 ・久々子湖（KG11-2）では天正地震の対象地層に微量な有孔虫、貝形

虫及び海水性珪藻が確認されており、堆積環境が汽水～淡水域であっ

たことも要因として考えられるが、規模の小さい津波や高潮・暴浪に

よる海水が流入した可能性は否定できない。  

 ・久々子湖（KG11-5）、菅湖及び中山湿地では天正地震の対象地層に有

孔虫、貝形虫及び海水性珪藻は認められなかった。 

 

 しかし、岡村行信委員はこの資料に対して、津波堆積物ができる環境が整っ

ていないと津波堆積物の不存在による津波の不存在を証明できないこと、及び、

                                            
17 甲 215：第８回議事録、甲 216：第９回議事録 甲 217：第１７回議事録 
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同様に「有孔虫、貝形虫及び海水性珪藻」等の化石の不存在が津波の不存在を

簡単に証明できないことを指摘し、さらなる調査を要請した（甲 215-21,22）。 

「津波が来れば、必ず津波堆積物ができるとは限らないんですね。その津

波が来ているところでも残っていないところというのはいっぱいありま

す」「久々子湖も津波が来れば、本当に津波堆積物ができるような条件とい

うのはすべてそろっているんだということをまずは説明しないと、そこに

ないからといって、 津波が来ていないという話にはならない」「天正だ

けではなくて、ここにもう少し長い期間を見て、津波堆積物がないという

ことを言うのであれば、そういう津波堆積物が形成される条件というもの

が満たしているにもかかわらず、津波堆積物がないんだということを言う

必要があるでしょうと、その説明がないと見つからないということだけで

は、津波が来ていないということにはならないと思います。」 

 「コアで年代が示されているんですけれども、結構、上下が逆転してい

て、本当に信用できる年代なのかというのが、よく見ると疑わしいかなと

思うんですね。」 

 「もう一つは、化石の話は、先ほど山田先生からも紹介されたんですけ

ども、海生のもの、海から来たものはないということは、それは、見つ

からなかったということなんだけれども、津波が来なかったということに

なるかどうか、ちょっと入っただけであれば、検出できない可能性もあり

ますし、津波は、大体一瞬ですね。堆積速度は、多分こういうところは遅

いと思いますので、入っていたとしても、ごくわずかの層準で少し入って

いるくらいですから、検出限界みたいなものは当然あると思いますので、

なかなかないというのは、そういうふうに言っていくと、非常に証明する

のは難しいんですけれども、逆にないというのは、非常に慎重に言った方

がいいと思います。」 

 



 49 

イ 第９回 地震・津波に関する意見聴取会（平成 24 年 1 月 25 日） 

 この聴取会においては、「若狭沿岸における天正地震による津波堆積物調査

(現地調査の概要)」（甲 219）と題する資料が配布された。 

 「若狭沿岸における天正地震による津波堆積物調査(現地調査の概要)」は、平

成 24 年 1 月 10 日に同志社大学京田辺キャンパスで行われた現地調査の報告書

である。この報告書においては出席委員の「指摘事項」として、電気事業者が

「わざわざ海からの津波が侵入しにくい場所で」ボーリング調査を行っている

こと（調査場所が不適切かつ不十分であること）、津波堆積物調査が「現在当た

り前の技術（エックス線検査、CT スキャン）で確認されていないこと（調査方

法の不適切性）等が挙げられ、「天正地震はなかったと社会に対し説明するのは

難しい」と記載されている。 

 また、「講評」として、「今回の調査では、津波堆積物を否定するには不十分」

であり「大津波が無かったとするならば、補足的な調査を追加すべき。」とされ

た。 

 すなわち、この聴取会でも、電気事業者らの津波堆積物調査が不十分であり

再度の補充調査が要請されている。 

  

ウ 第１７回 地震・津波に関する意見聴取会（平成 24 年 6 月 22 日） 

 第１７回聴取会においては、被告関電らの報告書である「若狭湾沿岸におけ

る天正地震による津波について (コメント回答)」、及び「平成 23 年東北地方太

平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設への地震動及び津波の影響に関する

安全性評価のうち天正地震に関する津波堆積物追加調査結果について」と題す

る資料が配布された。 

 「若狭湾沿岸における天正地震による津波について (コメント回答)」は、被

告関電らが補充調査の結果の報告書であり「『古文書に記載されているような天

正地震による大規模な津波を示唆するものは無いと考えられる』とする従来の
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評価と整合的である」と報告している。これに対しては、「大規模な津波」につ

いて具体的に津波水位の指摘がないため存否についての評価ができないこと、

調査の対象となる層がそもそも天正地震の時代の層か否かが不明確であること、

天正以前の長い期間の調査が必要である旨が指摘された。 

 また、岡村委員は、「天正の話に焦点が集まり過ぎていて、それを否定できれ

ばもう安全だというような雰囲気にもなっているかと思うですけれども、それ

は 本質的ではないと思うのです。1 つは、長い期間の津波堆積物、ほかの場所

も含めて、広範囲、長い時間のものを調べるということと、それだけではなく

て、やはりソースの方もちゃんと検討するべきだと思うのです。…」と述べて、

天正地震の津波堆積物が発見できなかったとの一事をもって安全性であると評

価することに強い危惧を表明している。 

 また、「平成 23 年東北地方太平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設への

地震動及び津波の影響に関する安全性評価のうち天正地震に関する津波堆積物

追加調査結果について」と題する資料に対して、岡村委員は、天正地震の津波

堆積物の不存在を結論づけようとする保安院の説明に対し、「また、やはり天正

の津波が、大きなものはないという結論を出したいというお話だったのですが、

なかなか、そこのところを結論するのは、決着は難しいなという気はします。」

（36 頁）、「これでもうないのだとか、限られた地点で天正のものはなかったか

ら、天正の津波は大きくはなかったという結論まで行っていいのかというとこ

ろは、ちょっと行き過ぎかなという気がするということですね。どこまでやれ

ばいいのだというのはわからないけれども、これだけでこの特徴がわかったと

言ってしまうのもどうかなという気はします。」（39 頁）と述べ、「天正時代の

津波が大きくなかった」との結論を否定する。 

 また、今泉委員18は「一点集中で、そこを精度よく上げるという話は津波堆

                                            
18 今泉俊文東北大学理学研究科教授 地震調査委員会長期評価部会活断層分科会

主査 
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積物では絶対あり得ないことで、やはり数をたくさん取って、 それこそ群列ボ

ーリングではないけれども、列を成して、だって、波はそういうふうに入って

くるわけですから、波が入ってくることを想定した上で堆積物の痕跡を探す。1

点ぐらい探して見つからないから来なかったということの証明は難しいと思う

のですね。事実は、1 か所でもいいから、もし見つかった場合は、それまでの

考えが全部ひっくり返ってしまうと思います。…1か所でも見つかった場合は、

それまでの考えが全部飛んでしまう。そういうことを十分踏まえた上で、ちゃ

んと調査をやるべきだと思います。」と述べ、被告関電らによる調査が量的に不

十分であることを指摘した。 

 

エ 「平成 23 年東北地方太平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設への地震

動及び津波の影響に関する安全性評価のうち完新世に関する津波堆積物調査

の結果について」 

 上記聴取会解散後の平成２４年１２月１８日、被告関西電力は、原子力規制

員会に対し、「ア」、「イ」、「ウ」の補充調査の報告書である「平成 23 年東北地

方太平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設への地震動及び津波の影響に関

する安全性評価のうち完新世に関する津波堆積物調査の結果について」（丙５参

照）を提出した。原子力規制委員会は同日付で HP19にて同書を公表し「当委員

会は、関西電力、日本原電及びＪＡＥＡより、報告された報告書について、そ

の妥当性等を厳正に確認していきます。」と述べている（甲 220）。 

 しかしながら、原子力規制委員会が同報告書を評価ないし審議した形跡は見

当たらない。したがって、同報告書が聴取会委員らの指摘する問題点を克服出

来たか否かについては明らかではない。仮に、岡村委員ら津波堆積物調査の専

門家の厳正中立な評価を経ていないのであれば、この報告書に基づいて津波の

                                                                                                                                    
 
19 http://www.nsr.go.jp/disclosure/law/law_document/h24fy/1218-3.html 
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不存在を主張することは認められない。 

 

（４）小括 

 被告関電の津波堆積物調査に対しては、地震・津波に関する意見聴取会におい

て、委員からその質・量双方の問題が指摘され、天正地震による津波の不存在に

ついてはエビデンスが不十分であるとの指摘がなされていた。また、被告関電が

最終報告書と位置づける「平成 23 年東北地方太平洋沖地震の知見等を踏まえた

原子力施設への地震動及び津波の影響に関する安全性評価のうち完新世に関す

る津波堆積物調査の結果について」については原子力規制委員会において議論が

なされた形跡がない。 

 したがって、被告関電による調査結果をもって、「約１万年前以降に本件発電

所の安全性に影響をあたえるような津波の痕跡は認められなかった」（被告準備

書面（２）１１頁）ということはできない。 

 

７ 小括 

 以上、被告関電は、津波高評価のために考慮すべき事項を考慮せず、また、そ

の判断過程にも瑕疵がある。したがって、大飯原発が津波に対して十分に安全で

あるとの被告関電の主張は認められない。 
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第６ 被告関電の津波高試算方法の問題② 

１ 安全裕度（補正係数）を考慮した津波高 

 被告関電が寄って立つ「津波評価技術」が安全裕度（補正係数）を考慮してい

ないという問題点は前述した。保守的に津波高を想定した場合、「倍半分」すな

わち２倍の水位上昇（下降）があるものとして対策を行わなくてはいけないし、

それを行わなかった東京電力は福島第一原発事故を招来したのである。 

 以下、被告関電の試算を「１.２」乃至「２.０」倍した場合、どのような津波

高となるか試算する。 

 ここで、被告関電は、気象庁舞鶴検潮所のデータを元に、水位上昇側では T.P+

０.４９m、水位下降側では T.P−０.０１m を使用しているため、水位上昇側にお

いて、［上昇時の津波水位 T.P.+Am］と［T.P+０.４９m］の差を[１．２]〜[２．

０]倍したうえ、T.P+０.４９m に加える。水位下降側では[T.P−０.０１m]と［下

降時の津波水位 T.P.+Bm］の差を[１．２]〜[２．０]倍し、T.P−０.０１m から引

くものとする。 

 [甲 211-128、129]より、関電試算における最大の水位上昇値及び下降値は「若

狭湾海丘列付近断層」の地震と隠岐トラフ海底地すべりが重畳した場合の［T.P.+

６.２］と［T.P.−４.６］である。 

 

２ 水位上昇側 

［T.P.+６.２］−［T.P.+０.４９m］＝５.７１ 

 この１.２倍は、６.８５２ｍ、１.５倍は、８.５６５ｍ、２.０倍は、１１.４

２ｍである。 

 これと［T.P+０.４９m］を足しあわせると、津波上昇側で T.P.+７.３４２ｍ

（「１．２」倍値、T.P.+９.０５５ｍ（「１.５」倍値）、T.P.+１１.９１ｍ（「２.

０」倍値）となる。 
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３ 水位下降側 

［T.P−０.０１m］−［T.P.−４．６］＝+４.５９ｍ 

 これの１.２倍は、５.５０８ｍ、１.５倍は、６.８８５m、２.０倍は、９.１８

ｍである。 

 これを［T.P−０.０１m］から引くと、津波下降側で、T.P.−５.５１８m（１.２

倍値）、T.P.−６.８９５m（１.５倍値）、T.P.−９.１９ｍ（２倍値）となる。 

 

 危険水位 1.0 倍 1.2 倍 1.5 倍 2.0 倍 

上昇側 T.P.+8.0 T.P.+６.２ T.P.+７.３４ T.P.+９.０５ T.P.+１１.９ 

下降側 T.P.-2.62 T.P.−４.６ T.P.−５.５１ T.P.−６.８９ T.P.−９.１９ 

 

 

４ 結論 

 関西電力の試算を前提としても、水位上昇時で１.５倍すれば海水ポンプ室前面

の T.P.+８m を上回る津波高となる。水位下降時では１.２倍の積をとらなくとも

取水口の位置 T.P.−２.６２ｍを下回る。 

ここで、被告関西電力は、地震に関し、クリフエッジとして基準地震動Ｓｓの

１.８倍を設定しており、基準地震動を超過した場合であっても安全性を確保で

きるよう余裕を持たせている。１.８倍では不十分であるという点は措くとして、

被告関西電力の立場によってもその程度の余裕は保持されなければならない。 

 しかるに津波に関して保持されている余裕は、地震の場合に被告関西電力が保

持させているとする余裕に比べても非常に余裕が小さい。さらに深刻なことに、

地震の場合、基準地震動を超える地震が発生したとしても、偶然の要素によって

設備が破壊されないということがあり得るかもしれない（実際に被告関西電力は、

そのような主張をしている）。しかし津波に関しては、例えば T.P.+８.０ｍを超

える津波が到来した場合、海水ポンプ室が浸水するため直ちに冷却機能に支障が
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生じ致命的な事態が発生する。余裕を持たせる必要性は、地震よりも津波の方が

より大きく、より重要になるのである。 

 以上より、大飯原子力発電所は津波に対して脆弱であり、津波による炉心損傷

の具体的危険がある。 
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第７ 福井県作成の「津波最大浸水深図」 

 平成２４年９月３日、福井県危機対策・防災課は「これまでに得られている津

波に関する調査結果をもとに、本県に影響を与える津波を考慮し、津波ハザード

マップの作成や防災訓練の実施等、市町が津波対策を実施する際に必要な基礎的

資料を提供すること」（甲 221：「福井県における津波シミュレーション結果につ

いて」）を目的として、浸水深を予測した「津波最大浸水深図」（甲 222、「津波

ハザードマップ」甲 223 参照）を作成した。 

 これは、①野坂、B 及び大陸棚外縁断層を波源として ２.８５ｍ、②越前堆列

付近断層を波源として２.２９ｍ、③若狭海丘列付近断層を波源として５.０１ｍ、

④佐渡島北方沖断層を波源として４.６７ｍとする津波高を踏まえ、「各市町に最

も影響のある波源を２つ選定し」「２つの波源の浸水区域のメッシュを重ね合わ

せた最大浸水深図を作成」したものである。すなわち、福井県の浸水深予測図は、

２つの地震による津波が同時に生じた場合を想定する非常に保守的なものと評

価できる。 

 そして、この浸水深予測図によれば、大飯原子力発電所第３、４号機海水ポン

プ室周辺は、部分的に１〜２ｍ程度浸水すると報告されている（下図参照）。 
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【甲 222：下図は上図を拡大し、３,４号炉海水ポンプ室付近の地図と重ねたもの】 

  

この図は、国土地理院の承認を得て、同院発行の 1/25,000 地形図を使用し、調整したものです。 
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第８ 結論 

 以上、大飯原発第３、４号機における津波の問題を論じてきた。 

 まず第１に被告関西電力は、必要な事項（活断層、古津波）について十分な検討

をしていない。このまま再稼働を許すことは、貞観津波のエビデンスを無視して津

波対策を行わないまま福島第一原発事故を招いた東電と同様の愚策である。 

 第２に、「津波評価技術」に代表される現代の津波予測はせいぜい「倍半分」程度

の精度しかない。ここで、安全裕度（補正係数）1.５とすれば、押し波により大飯

原発３、４号炉の海水ポンプ室が浸水することになる。 

 引き波に至っては、すでに海水ポンプの取水可能域を下回る結果が出ている。被

告関西電力は、被告関電準備書面（２）２９頁にて、「貯水堰」の設置にて引波対策

を行うとするが、「貯水堰」からの取水により冷却機能を保持できる時間は僅かに６

分間であり（甲 211−205）、十分な安全裕度がない。 

 第３に、福井県は、独自の試算により大飯原発３、４号炉の海水ポンプ室敷地付

近の浸水を予測している。ここで、規制される関西電力が提示する予測結果よりも、

福井県による予測結果のほうが中立的であることは言うまでもない。現に、関西電

力は、不可解なことに、福井県が最も大きい影響を与えると判断した「若狭海丘列

付近断層」を評価していなかった。 

 以上より、大飯原発は津波に対して脆弱であり、津波による炉心損傷の具体的危

険性を有する。 

以上 

 

 


