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第１ 被告関西電力準備書面（２２）への反論 

１ 被告関西電力が反論しようとしている原告らの主張の概要 

準備書面（２２）において被告関西電力は，以下の原告の主張（原告第５６

準備書面）について反論をしようとしている（２２頁以下）。その反論はい

ずれも誤った理解・解釈によるものであり，特段新たに再反論することでも

ないが，念のためその主張の非合理性を指摘する。 

 

① 地下構造モデル策定のために実施した反射法地震探査等の各調査に関し，

その調査結果を恣意的に解釈し，速度の落ち込みや破砕帯の存在等を無視

して解放基盤表面を設定した上で，本件発電所敷地内の地下構造が水平成

層構造であると根拠なく評価しており，三次元地震探査は行っておらず，

当該調査に関する被告の評価については原子力規制委員会において十分審

査されていない。 

② 観測位相速度が単調に増加していないにもかかわらず，理論位相速度が

単調増加する速度構造モデルを根拠なく策定しており，また，インバージ

ョンモデルから表層部分を取り除いたＳ波速度２．２ｋｍ／ｓの層はＥ．

Ｌ．－３６．５ｍであり，Ｅ．Ｌ．０ｍに設置される本件発電所の原子炉

建屋はＳ波速度２．２ｋｍ／ｓの層から３６．５ｍも浮いて，Ｓ波速度０．

５ｋｍ／ｓの表層内に設置されていることになる。 

③ 地下構造モデル（地震動評価モデル）の第１層の減衰定数の設定方法等

について，被告が具体的に説明していない。 

 

２ ①に関して 

(1) 被告関西電力の主張 

被告関西電力は，「地質調査により，本件発電所敷地の地下に，火成岩（深

成岩）として硬岩に分類され，一般的な弾性波速度も軟岩と比して高く，岩

級区分もＣＭ級以上に分類される堅硬な岩盤が，著しい高低差がなく，ほぼ

水平に広がっていることを確認するとともに，物理探査により，かかる堅硬

な岩盤の細部に若干の速度低下が認められる部分はあるものの，概ね深度に

応じて速度が漸増しており，地震動を顕著に増幅させるような特異な構造も



4 

 

認められないことを確認したことから，本件発電所敷地の地下構造を，地震

動評価上，水平成層構造とみなしている。」（２３～２４頁）と主張している

ところ，地質調査で「堅硬な岩盤が，著しい高低差がなく，ほぼ水平に広が

っていることを確認」したとして，原子炉建屋付近の「図表１地質断面図（地

層区分）」と「図表４岩石の弾性波速度」を示している。 

該当部分は次のとおり。 

 

「図表１地質断面図（地層区分）」 

 

 

「図表４岩石の弾性波速度」の深成岩表示部分 

 

(2) 岩盤を構成する岩石の種類と地層 

上記地質断面図において，下層の黄緑色表示のＤｓは輝緑岩，上層の桃色

表示のＱｄは細粒石英閃緑岩とされ，被告関西電力は，図表４を示して「一
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般的な弾性波速度も，輝緑岩が約４．５ｋｍ／ｓ，細粒石英閃緑岩が約４．

０ｋｍ／ｓ～約４．５ｋｍ／ｓ」であると説明し，下層ほど速度が大きくな

っていると印象づけようとしている。 

しかし，被告関西電力のこの説明は正しくない。 

上記図表４は「物理探査ハンドブック増補改訂版」を引用したとしている

が，その物理探査ハンドブックは，服部・杉本（１９７５）「岩石のＰ波伝

播速度に関する統計的研究－Ⅰ」（甲５１３）にさらに依拠している。そこ

で，原典の服部・杉本（１９７５）の元データを次に示す。 

 

     平均値 最大 最小 (km/s) 

  閃緑岩  4.35±0.16 5.85   2.64 

  輝緑岩  4.30±0.27 4.91   3.42 

  （甲５１３・６頁・表-２ Ｐ波速度の岩種別統計値より） 

 

被告関西電力は，原典の服部・杉本（１９７５）が閃緑岩について（４．

３５±０．１６）ｋｍ／ｓとしているのを４．０～４．５ｋｍ／ｓと，輝緑

岩について（４．３０±０．２７）ｋｍ／ｓとしているのを４．５ｋｍ／ｓ

と，いずれも正確に引用していない。むしろ恣意的「引用」というべきであ

る。服部・杉本（１９７５）に基づき，被告関西電力のいうように「一般的

な弾性波速度」で正しく説明するなら，同被告の主張とは逆に，下層の方が

速度は小さいのである。 

また，図表１地質断面図（地層区分）において，細粒石英閃緑岩と輝緑岩

の境界は，４号炉直下では標高－１００～－１２０ｍ，３号炉直下では標高

－５０～－７０ｍと約５０ｍの違いがある。断面図の縦横比は１：１である

ので，地層は約２０度以上傾斜していることになる。２０度「以上」という

のは，地質断面の測線Ｃ－Ｃ’が最大傾斜の方位とは限らないからである。 

被告関西電力の示す図表は，同被告の主張とは反対に，「地質調査の結果，

地層に傾斜があり，下層ほど速度は小さい」ことを示している。 

(3) 岩級分類による岩級 

被告関西電力は，「岩級区分もＣＭ級以上に分類される堅硬な岩盤が，著
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しい高低差がなく，ほぼ水平に広がっていることを確認」したと主張し（２

３頁），図表６を示している（１８頁）。 

 

【図表６ 地質断面図（岩級区分）】 

 

この図表６では，地表近くの一部と断層破砕帯に沿ったやや脆弱なＣＭ級

（黄色表示）の分布を除き，標高－２００ｍの深部までＣＭ級より堅硬なＣ

Ｈ級（水色表示）が一様に広がっていると彩色表示されている。 

しかし，原告第６７準備書面で詳述したとおり，被告関西電力が自ら行っ

たボーリング調査結果の元データは，標高約－３００ｍの深さまでＣＭ級と

ＣＨ級とが交互に現われ，標高－２７０ｍの深部においても厚さ１６ｍに及

ぶＣＭ層が存在すること，標高０～－１５０ｍの深さでは，ＣＭ層は全体の

３７％（約５５ｍ厚）に達すること，３・４号炉の北西側から，炉心直下，

南東側へＣＭ級以下の岩盤の割合が３１．３％，３３．１％，４７．７％と

系統的に増加し，岩盤が脆弱になっていること等を示している。「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」は事実ではない。そ

して，これらの点について規制委員会では議論がされていない。 

(4) 物理探査結果の歪曲 

ア 被告関西電力の主張 
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被告関西電力は，「原告らの主張はいずれも，風化や変質を受け，ある

いは亀裂，節理及び破砕帯等が存在する岩盤であれば存在し得る程度の細

部における若干の速度低下を殊更に強調して指摘しているに過ぎず（自然

の岩盤である以上，風化，変質，亀裂，節理及び破砕帯等が全く存在しな

い完全なる均質な岩盤など，存在し得ない。），被告の上記評価の合理性を

何ら否定すべきものではない。なお，原告らは屈折法解析，単点微動観測，

はぎとり法解析等の結果から，解放基盤表面のＳ波速度，Ｐ波速度の設定

に問題があるとするが，既に被告準備書面(17)で述べたとおり，原告らは

それぞれの調査の目的を理解することなく，データを断片的に取り上げて，

批判をしている。例えば，原告らは，はぎとり法解析について，独自の解

釈をして，本件発電所の解放基盤表面のＰ波速度は４．６ｋｍ／ｓにはな

らないと主張する（原告ら第５６準備書面７～８頁）。しかし，上記のと

おり，被告はＰＳ検層等の結果により，敷地浅部の速度構造や原子炉建屋

直下では解放基盤表面の上に軟らかい表層部分が存在しないことを直接確

認している。」（２４頁）と主張する。 

これが物理探査結果を歪曲した虚偽の主張であること，原告は「データ

を断片的に取り上げて，批判している」のではなく，逆に被告関西電力が

殆ど全てのデータを無視して地盤構造モデルを独自に恣意的に作り出して

いると批判していること，を明らかにする。 

イ 反射法地震探査の屈折法解析 

被告関西電力は，「屈折法解析結果により，表層から５０ｍ程度で弾性

波速度４ｋｍ／ｓ以上となる」とし，追加のはぎとり法解析で「やや深部

を伝わる平均的な最下層速度は，約４．５ｋｍ／ｓ程度であった」と報告

している（丙１９６，５７，６０頁）が，肝心の「やや深部」がどの程度

の深さなのかは明示しようとしない。 

ところが，次図に示すように，３号炉，４号炉に近接する距離程８００

ｍ付近の地表面の標高は３０～４０ｍであるから，「表層から５０ｍ程度」

の深さ，すなわち，標高－２０～－１０ｍで速度は２．０～２．５ｋｍ／

ｓでしかなく，「４ｋｍ／ｓ以上」ではない。「表層から５０ｍ程度で弾性

波速度４ｋｍ／ｓ以上」「やや深部…約４．５ｋｍ／２程度」との被告関
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西電力の主張は，いずれも事実に反している。 

また，被告関西電力が自ら報告しているように，解放基盤とする建屋基

礎岩盤では，「試掘坑内の平均速度法による弾性波試験結果は，第３．５．

１１４図に示すようにＰ波速度は３．０ｋｍ／ｓ～５．２ｋｍ／ｓで平均

値４．３ｋｍ／ｓ，変動係数７．０％である」（丙１７８・添付書類六 地

盤構造に関する図面，６－３－１２８頁）。被告関西電力は，この点をも

無視して解放基盤（標高０ｍ）の速度を４．６ｋｍ／ｓとしているのであ

り，自己矛盾である。 

 

反射法地震探査屈折法解析による速度断面. 

黄色破線：はぎとり法解析による最下層（Vp=4.5km/s層）の上面位置 

（平成２６年３月５日第８９回審査会合 資料３ 「大飯発電所の地盤モデルの評

価について」５７頁の一部を引用，加筆） 

 

ウ ＰＳ検層結果 

被告関西電力は，「被告はＰＳ検層等の結果により，敷地浅部の速度構

造や原子炉建屋直下では解放基盤表面の上に軟らかい表層部分が存在しな

いことを直接確認している」（２４頁）と述べ，４本のボーリング孔にお

けるＳ波速度の分布図を提示して「ごく表層部において風化の影響等によ

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」（丙１９６・７頁）として解放

基盤のＳ波速度を２．２ｋｍ／ｓとしている。 
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しかし，４本のＰＳ検層結果の内２本は建設前の技術レベルの低いダウ

ンホール方式による結果であり，基準地震動の見直しのために実施したフ

ローティング方式による結果は，次図に示すように，標高－６０ｍまで２．

０ｋｍ／ｓ未満であったり，標高－１００～－１２０ｍに２．０ｋｍ／ｓ

の低速度層があったりする。また，ボーリング孔の位置によって浅部の速

度は大きく変化する。被告関西電力は建設前の信頼度の低いデータに固執

して速度を大きく見せかけ，より信頼性の高い見直し調査の結果が示す小

さい値を意図的に無視しているのである。 

 

ＰＳ検層結果 （甲４２２の図１，２を引用。丙１９６・７頁より） 

 

エ 単点微動観測の結果 

被告関西電力は，地下構造調査結果の可視化と称して反射法地震探査屈
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折法解析結果の速度断面に単点微動解析結果の速度構造境界の図を重ね，

「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」としている（丙１９６・５８頁）。該当頁を下に

引用する。 

 

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 

（丙１９６・５８頁を引用，加筆） 

 

図には，標高０ｍの位置を水色直線で，原子炉建屋付近の位置を茶色楕

円で示した。単点微動観測の第２層（紺色）上面は概ね標高０ｍ付近にあ

る。 

凡例に示されるように，この層のＰ波速度は３．７ｋｍ／ｓである。Ｐ

波速度断面図では，標高０ｍ付近は黄色と黄緑色との境界付近，すなわち

Ｐ波速度２．０～２．５ｋｍ／ｓである。 

被告関西電力は，このように実際には１．５～１．９倍もの違いがある

のに，これを「概ね整合」と強弁し，しかも，基準地震動策定のための地

盤モデルでは，そのいずれともかけ離れた値である４．６ｋｍ／ｓを設定
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したのである。 

オ 小括 

以上のとおり，原告は「データを断片的に取り上げて，批判をしている」

のではなく，被告関西電力が調査結果の殆ど全てを無視し，解放基盤のＰ

波速度を４．６ｋｍ／ｓ，Ｓ波速度を２．２ｋｍ／ｓであると詐称し，基

準地震動計算用の地盤モデルを堅硬であるように捏造していることを批判

するのである。 

被告関西電力の準備書面（２２）における反論は，まったく正鵠を射て

いない。 

(5) 反射法地震探査結果の恣意的表示 

ア 被告関西電力の主張 

被告関西電力は，「原告らは，原子力発電所における地震動の増幅事例

として，柏崎刈羽原子力発電所の事例を示している（原告ら第３４準備書

面１１～２１頁）。被告は，かかる原告らの主張を受け，被告準備書面（１

７）２９～３０頁において，本件発電所敷地には柏崎刈羽原子力発電所で

見られるような特異な構造が認められない旨反論したところではあるが，

この点の被告の評価について念のため詳しく説明することが裁判所の理解

に資すると考え，以下，この増幅事例と比較した本件発電所の地下構造に

関する被告の評価を述べる」（２４～２５頁）として，柏崎刈羽原子力発

電所と大飯原発の反射記録断面を示し，「反射法地震探査の結果を評価す

るにあたっては，以上のような特徴を考慮した上で，地震動を顕著に増幅

させ得るような大きな畝り（柏崎刈羽原子力発電所において見られるよう

な大きな畝り）が存在するか否かに着目する必要がある。この点，本件発

電所の反射法地震探査の結果に関して原告らが指摘する畝り等が，地震動

を顕著に増幅させ得るような大きな畝りでないことは明らかであり，また，

特定の場所に地震波を集中させ得るような特異な形状はなく，原告らの主

張は，被告の主張に対する有意な反論ではない」（２６頁）と主張してい

る。 

イ 反射断面図 

以下に両地点の反射断面図を引用する。柏崎刈羽原発の記録には赤線で
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褶曲が書き込まれ，一見して大飯原発サイトには柏崎刈羽のような大きな

うねりは無いかのような印象を与えている。 

しかし，実は，図の縦横比が両者で大きく異なっている。前者は１：１，

後者は１：４なのである。大飯の断面図の縦方向は１／４に縮められ，う

ねりは１／４に縮小して表示される。これでは対比は不可能である。 

そこで，次頁に，大飯サイトの測線Ａ－Ａの断面図を柏崎刈羽と同じく

１：１にして示す。大飯サイトの地下構造のうねりは，柏崎刈羽サイトの

それにも増して顕著であることが明瞭に示されている。 

ウ 被告関西電力が反論を避けていること 

被告関西電力は，反射法地震探査の専門家である物理探査学会元理事の

田村八洲夫氏と同学会元会長の芦田譲京都大学名誉教授が「断層に特徴的

な回折波が存在する」と指摘したこと（甲４２３）に何ら回答していない。

もちろん，規制委員会でもかかる「特徴的な解析波」については検討され

ていない。当該指摘には沈黙したまま，「念のため詳しく説明することが

裁判所の理解に資すると考え」て，直接比較できない図を示し，間違った

理解に誘導しようとしているのである。 
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大飯原発サイトの縦横比１：１にした反射断面（Ａ－Ａ’測線） 

赤枠は田村八洲夫氏の指摘する回折波（甲４２３） 

３ ②に関して 

(1) 被告関西電力の主張の概要 

被告関西電力は，地下構造モデルにつき，次の３点について反論をしよう

としている。 

 

ⓐ 地盤を一次元モデルで近似し，位相速度の逆解析において，速度が深さ

と共に単調に増加することを前提条件とすることの是非 

ⓑ ＰＳ検層で検出された低速度層を地下構造モデルに組み入れる必要性の

有無 

Ⓒ 位相速度の逆解析において，解放基盤の速度をＶｐ＝４．６ｋｍ／ｓ，

Ｖｓ＝２．２ｋｍ／ｓとすることを前提条件として解析することの是非 
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ここに「位相速度の逆解析」とは，微動アレイ観測で求まった表面波の位

相速度から一次元の速度構造モデルを推定することであり，実際の三次元構

造に一次元の水平成層構造を強制的に押しつける計算手法であること，及び，

計算に先立ち押しつける一次元モデルの許容範囲を初期条件として与えてい

ること，すなわち，あらかじめ欲しい構造モデルを初期条件として与えてい

ること，に注意する必要がある。前記の３点は，被告関西電力が，前もって

欲しい構造となるように，観測事実を無視して初期条件を与えたことについ

ての論争点である。 

次表は，被告関西電力が設定した逆解析における速度構造モデルの初期条

件である。第１層～第１６層のＰ波速度（Ｖｐ），Ｓ波速度（Ｖｓ），密度を

与え，各層の厚さだけを探索して，モデルの理論位相速度と観測位相速度と

がなるべく一致するように厚さを決める。第１層は土質地盤として解析結果

から除外することを前提としており，第２層が解放基盤である。解放基盤の

速度は，Ｖｐ＝４．６ｋｍ／ｓ（表の４．８ｋｍ／ｓは誤記），Ｖｓ＝２．

２ｋｍ／ｓは基準地震動見直し前の地盤モデルの値を踏襲，第２層以下の速

度値は０．１ｋｍ／ｓ刻みで単調に増加させている。 

このように単調に増加すると仮定することは正しいのであろうか。 
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位相速度の逆解析における初期条件（丙１９６，１０６頁を引用） 

 

(2) 一次元モデルとすること，および速度が深さと共に単調に増加することを

前提条件とすることの是非（上記ⓐ） 

ア 被告関西電力は，「被告は，各調査結果を踏まえて，本件発電所敷地の

地下構造を，地震動評価上，水平成層構造とみなせると評価し，かかる評

価に基づき一次元の地下構造モデルを策定した。その上で，この地下構造

モデルの理論位相速度を観測位相速度と比較したところ，両者が良く一致

しており，策定した地下構造モデルが本件発電所の地盤の速度構造を精度

良く評価していることが確認できた」と主張している（３１頁）。 

しかし，原告第５６準備書面で既に述べたように，全ての物理探査結果

が共通して類似の傾向の速度値，物性値の場所による違いを示している。

すなわち， 

 

（ア）ＰＳ検層結果における標高－６０ｍまでのＳ波速度のボーリング位

置による変化 

（イ）試掘坑屈折法弾性波探査によるＶｐ，Ｖｓの３号炉近傍と４号炉近
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傍での違い 

（ウ）試掘坑坑間弾性波探査（平均速度法）におけるＶｐの顕著な地域性 

（エ）反射法地震探査反射断面にみられる地層のうねりと断層構造を示唆

する回折波 

（オ）反射法地震探査屈折法解析における低速度帯の顕著な落ち込み 

（カ）単点微動観測（Ｈ／Ｖスペクトル）による基盤深さの地域性 

 

など，全てが敷地に存在する断層破砕帯の分布に関連して類似の傾向を示

しているのである。しかも，規制委員会の審査会合では，これらの調査結

果の生データを示すだけで，詳細な分析結果に基づいた審査は行われてい

ない。 

イ さらに，被告関西電力は，ボーリング孔における地質調査結果を引用し

て，断層破砕帯の存在には一切触れずに誤った解釈に導く作為的な図を提

示し，地盤構造モデルの合理性を主張したのであるが，元データのボーリ

ング柱状図は， 

 

（キ）岩級区分，ＲＱＤ，最大コア長の分布の地域性が上記物理探査の地

域性と整合していること 

 

を示しているにもかかわらず，これも隠蔽したままである。原発建設前に

ボーリング柱状図を作成しただけで，その分析を行わずに（あるいは，分

析結果を隠蔽して）規制委員会の審査を終えている。 

ウ 被告関西電力は，「地震動評価上，水平成層構造とみなせると評価し」

と主張しているが，全ての物理探査とボーリング孔地質調査が三次元不均

質構造を示しているのであるから，それでもなお「地震動評価上，水平成

層構造とみなせる」具体的で説得力のある根拠を示さなければならない。

しかし，被告関西電力はその根拠を示していない。 

三次元構造の的確な把握の必要なことは論を待たないであろう。 

エ 一次元モデルを策定する上で，速度が深さと共に単調に増加することを

前提条件とすることの非合理性について述べる。 
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被告関西電力は，「原告らは・・・，理論位相速度について，観測位相

速度は単調に増加していない事実を無視しているなどと述べて，理論位相

速度と観測位相速度が完全に一致しなければならないかの如く主張する。

しかしながら，位相速度の観測は，自然現象を数値化するものである以上，

実際の自然現象を完全に再現して数値化することなど不可能であり，観測

に伴う若干の誤差が生じることは当然である」と主張して，低速度層の存

在を示唆する観測データの「うねり」を，単なる観測誤差にすり替えよう

としている。 

被告関西電力の観測データと逆解析結果を次図に引用する。 

 

 

観測位相速度（赤点）とモデルによる位相速度（黒線）（丙１９６，１１０頁） 

 

観測データ（赤点）とモデルによる理論曲線（黒線）とを比較すると，観

測データは，単にばらついているのではなく，一定の傾向を示している。す

なわち，周期０．７～２秒の範囲で理論曲線の周りにうねっているのであり，

ランダムに散らばっているのではないのである。観測誤差であれば，真の値

の周りにランダムに分布するはずである。観測値が周期の増加と共に単調に
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増加するのではなく「うねる」のは，速度の深さ分布に「うねり」があるこ

とを意味する。 

観測データの解析では，観測精度を誤差限界で示し，解析結果の信頼性を

評価する。解析の手続きを踏まずに観測誤差であると「うねり」を無視する

ことはしてはならない。被告関西電力は，観測データの「うねり」が逆解析

の結果に反映しないようにするために，初期条件として速度の単調増加を与

えたのである。 

前記(ア)，(キ)の調査結果は低速度層の存在を明瞭に示している。観測さ

れた位相速度の「うねり」がこれら調査結果の低速度層に関係しないと主張

するのであれば，逆解析で低速度層が検証できる初期条件を設定しなければ

ならない。逆解析に用いた山中（２００７）のハイブリッドヒューリスティ

ック探索は，速度値の探索も可能な解析方法であり，各層の速度値の探索範

囲をオーバーラップして与えることで低速度層の探索が可能である。よって，

逆解析で低速度層が検証できる初期条件を設定することは可能である。可能

であるのに，あえて行っていない。 

被告関西電力は，調査結果を無視して低速度層が出ないように恣意的に地

盤モデルを作成したということなのである。 

よって，各種物理探査の結果や「うねり」の存在，被告関西電力が具体的

根拠を示していないことからして，地盤を一次元モデルで近似し，位相速度

の逆解析において，速度が深さとともに単調に増加することを前提条件とす

ることは許されない。被告関西電力の置く前提は，誤りである。 

(3) ＰＳ検層で検出された低速度層を地下構造モデルに組み入れる必要性の有

無（上記ⓑ） 

被告関西電力は，「原告らは，ＰＳ検層の結果を取り上げて，被告の策定

した地下構造モデルを批判するが，ＰＳ検層の結果については，上記２で述

べたとおり，風化や変質を受け，あるいは亀裂，節理及び破砕帯等が存在す

る岩盤であれば存在し得る程度の細部における若干の速度低下を殊更に強調

して指摘しているに過ぎず，被告は当該調査結果を丁寧に示しながら新規制

基準への適合性に係る審査会合で被告の評価について説明し，原子力規制委

員会も，被告の評価を適切であると認めている。原子力規制委員会もＰＳ検
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層の結果に含まれる細部における若干の速度低下の存在等を認識した上で，

地下構造モデル策定にあたって考慮する必要がない（被告の評価の合理性を

否定すべき事情ではない）と認めている」と主張している。 

しかし，既に述べたように，被告関西電力は生データを示すのみで分析

して議論していない。分析結果は，既に述べたとおり，０１－１１孔では標

高－１００～－１３０ｍの厚さ３０ｍがＶｓ＝２．０２ｋｍ／ｓの逆転層（上

層より下層が低速度）であり，０１－３孔では標高－６０ｍまでＶｓ＝１．

９２ｋｍ／ｓ以下であり，標高－３０～－６０ｍはＶｓ＝１．８３ｋｍ／ｓ

の逆転層である。これは「細部における若干の速度低下」などではなく，厚

さ３０ｍに及ぶボリュームを持った低速度層である。 

また１０本のボーリング柱状図によれば，ＲＱＤの平均値は標高－１２

５～－１５０ｍおよび－２５０ｍ以深で低下しており，Ｐ波速度の低下を示

している。 

かかる低速度層の存在を無視することは許されず，地下構造モデルに組

み込まなければならない。これを等閑視する被告関西電力の主張は誤りであ

る。 

(4) 位相速度の逆解析において，解放基盤の速度をＶｐ＝４．６ｋｍ／ｓ，Ｖ

ｓ＝２．２ｋｍ／ｓとすることを前提条件として解析することの是非（上記

Ⓒ） 

ア 被告関西電力は，「原告らは，インバージョンモデルから表層部分（層

厚８０ｍ）を取り除いたＳ波速度２．２ｋｍ／ｓの層はＥ．Ｌ．－３６．

５ｍであり，Ｅ．Ｌ．０ｍに設置される本件発電所の原子炉建屋はＳ波速

度２．２ｋｍ／ｓの層から３６．５ｍも浮いて，Ｓ波速度０．５ｋｍ／ｓ

の表層内に設置されていることになると主張する」（３２頁）としている

が，原告がこれを主張しているのではないから，前提からして誤っている。

被告関西電力は，インバージョンモデルにおいて，層序とそれぞれの層厚，

速度値，密度を提示するのみで，各層の標高を明示していないので，微動

アレイ観測の観測点座標から計算される標高を第２層上面に付しただけで

ある。 

被告関西電力の解析者は気づいているはずであるが，問題はなぜこの
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ような齟齬を生ずるのかである。被告関西電力は３２頁から３５頁まで２

頁半以上を費やして従来の論を繰り返し，最後に「もともと取り除くこと

を前提に設けられた表層部分の層厚が，本件発電所の原子炉建屋直下にも

存在すると誤認した上で，観測地点のＥ．Ｌ．の平均値という仮定的な数

値から，実際には存在しない層厚を差し引くという仮定に仮定を重ねた数

値操作を行ったことによるものと推測される」と述べて，前記の齟齬を隠

蔽してしまった。 

しかし，構造を正しく反映したモデルなら，「もともと取り除くことを

前提に設けられた表層部分の層厚」は，地震計設置面と原子炉建屋設置面

の標高差４３．５ｍになり，表層を取り除いた第２層が原子炉建屋設置面

になるはずである。原告らに誤認はない。 

問題は，なぜ標高差４３．５ｍにならなかったかである。この齟齬を

来たした理由は明白で，初期条件として第１層Ｖｐ＝２．０ｋｍ／ｓ，Ｖ

ｓ＝０．５ｋｍ／ｓから第２層Ｖｐ＝４．６ｋｍ／ｓ，Ｖｓ＝２．２ｋｍ

／ｓへ速度値を大きくジャンプさせたからである。被告関西電力が調査し

た原子炉建屋付近の基盤の速度値を纏めると以下のとおりとなる。 

 

 試掘坑における屈折法地震探査： 

  ３号炉近傍 Vp=(4.218±0.814)km/s，Vs=(2.017±0.369)km/s 

  ４号炉近傍 Vp=(4.526±0.498)km/s ，Vs=(2.239±0.273)km/s 

 試掘坑内坑間弾性波探査（平均速度法） 

    Vp=(4.253±0.340)km/s  ３号炉側で特に低速度 

 反射法地震探査屈折法解析 

  表層から５０ｍ程度Ｐ波速度は 4km/s以上 

 反射法地震探査はぎとり法解析 

  やや深部を伝わる平均的な最下層速度は，約 4.5km/s程度 

 

初期条件で与えたＶｐ＝４．６ｋｍ／ｓ，Ｖｓ＝２．２ｋｍ／ｓは，実

測された速度値の最大値～最大値以上である。そのため，逆解析において，

観測位相速度に合わせるために計算機は第１層の層厚を大きくせざるを得
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なかったのである。 

位相速度の逆解析において，解放基盤の速度をＶｐ＝４．６ｋｍ／ｓ，

Ｖｓ＝２．２ｋｍ／ｓとすることを前提条件とすることは許されない。そ

のような前提条件は，恣意的な設定である。そのような恣意的な操作を行

うのではなく，解放基盤の速度値を実測値に合わせた小さい値から探索す

べきである。 

イ このことを簡単な計算例によって示す。 

下図に被告関西電力の地盤モデルＳ波速度の第３層までを赤線で示す。

第１層０．５ｋｍ／ｓ，第⒉層２．２ｋｍ／ｓ，第３層２．３ｋｍ／ｓで，

第２層以下は０．１ｋｍ／ｓ刻みで増加する。第１層の厚さは８０ｍ，第

２層の厚さは１８０ｍである。図の左側に標高値が目盛ってある。第１層

の上面は簡単のために４０ｍとしてある。原子炉建屋は標高０ｍであるの

で，第１層の中間に位置する。 

点線は，第１層は標高０ｍまで（層厚４０ｍ）の土質地盤であるとして

Ｖｓ＝０．３２ｋｍ／ｓ，標高０ｍより下は岩盤であるとし，Ｓ波速度は

１．０ｋｍ／ｓから４０ｍ毎に０．４ｋｍ／ｓずつ増加して標高－１２０

ｍで２．２ｋｍ／ｓになる速度モデルである。これ以下は被告関西電力の

モデルと同じとして，位相速度を計算する。このモデルを速度漸増モデル

と仮称する。 
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理論位相速度の比較（丙１９６、１０４頁を引用、加筆） 

 

 

上図に計算結果を示す。赤線は被告関西電力のインバージョンモデル，

黒点線が速度漸増モデルである。４０ｍ厚の土質地盤があり，標高０ｍか

ら岩盤のＳ波速度が４０ｍ毎に０．４ｋｍ／ｓづつ増加するという単純な

（あるいは乱暴な）モデルでも，観測された位相速度をほぼ説明できるこ

とが分る。このモデルでは，第１層は土質地盤であるとして割愛すると，

第２層岩盤の上面は標高０ｍになり，岩盤が原子炉建屋を支えることにな

る。 

このことから，次のことが指摘できる： 

・ （これまで主張してきたことであるが，）インバージョン解析では，

岩盤のＳ波速度の初期値は２．２ｋｍ／ｓ以下を設定しなければならな

い。 

・ 標高０ｍ以深では岩盤であるという条件では，Ｓ波速度は１ｋｍ／ｓ

程度から漸増する。ボーリング孔におけるＰＳ検層では，ＯＩ－３孔で

１．１７ｋｍ／ｓ，ＯＩ－１１孔で１．５７ｋｍ／ｓが得られているが，

これらの値と比べても，アレイ観測網内の解放基盤の平均値は大変小さ

いことが示唆される。 

・ 観測された位相速度の信頼限界を吟味すること，その上でインバージ

ョン解析をやり直し，他の観測量との整合性を検討する必要がある。 

ウ 次に被告関西電力は，「観測地点のＥ．Ｌ．の平均値という仮定的な数

値から，実際には存在しない層厚を差し引くという仮定に仮定を重ねた数

値操作を行った」としているが，この主張は，微動アレイ観測による表面

波の伝播様式と位相速度の性質および逆解析における仮定を理解していな

いことを示している。 

表面波はその波長と地表面の起伏の水平方向の大きさ（起伏の波長）

との関係で，起伏に忠実に沿って進行し，あるいは起伏を乗り越えて進行

する。波長が起伏の波長に比べて大きければ，起伏は平均化され，波は平

面を進行するように振る舞う。平面の高さは起伏の平均の高さである。表
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示されている観測位相速度によれば，最短の周期０．５秒の速度は約１．

４ｋｍ／ｓである。従って，扱っている波の波長は約７００ｍ以上である。

これは大飯原発サイトの地形の起伏に比べて充分大きい。表面波は原発サ

イトを平面として通過することになる。その平面の標高は観測アレイの地

震計の標高の平均値である。 

被告関西電力は「仮定的な数値」としているが，表面波はこの高さを

地表面と捉えて進行しているのである。さらに「実際には存在しない層厚

を差し引くという仮定」と述べているが，計算機は初期条件で与えられた

速度に合う層厚を算出したのであり，実際に存在する層厚が探索できる初

期条件を与えなければならないのに，それをしていないのが被告関西電力

である。「数値操作を行っ」ているのではなく，被告関西電力の与えた初

期条件による解析結果を手を加えずに眺めているだけである。この初期条

件による基準地震動計算用モデルでは，原子炉は解放基盤から３６．５ｍ

宙に浮くことになるので，地盤を３６．５ｍ引き上げて，あるいは原子炉

を３６．５ｍ引き下げて解放基盤に立地させた。 

また，被告関西電力は，「観測地点のＥ．Ｌ．の平均値という仮定的な

数値から，実際には存在しない層厚を差し引くという仮定に仮定を重ねた

数値操作を行った」とも主張しているが，「観測地点のＥ．Ｌ．の平均値」

は微動アレイ観測における基準面であり，「仮定的な数値」ではなく，イ

ンバージョン解析における深さ方向の座標原点である。また「実際には存

在しない層厚」とするが，それは，原子炉建屋には存在しないが微動アレ

イ観測網内の平均構造として現実に存在する。表層の層厚が８０ｍであっ

たから「実際には存在しない層厚」と主張しているようであるが，４３．

５ｍであっても原子炉建屋付近には「実際には存在しない」が，前記ウの

計算例で示したように微動アレイ観測網内には実際に存在するのである。

４３．５ｍであれば表層を取り除いた第２層が原子炉建屋設置面となって，

インバージョン解析の結果は正しく構造を反映していることになるが，そ

の場合も「仮定に仮定を重ねた数値操作を行った」と批判するのであろう

か。 

エ なお，被告関西電力は，「主に敷地深部の地下構造を把握する目的で微
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動アレイ観測を実施した」と述べて，「本件発電所の基準地震動は解放基

盤表面における地震動を策定するものであるから，その地下構造モデルの

策定にあたっては，軟らかい表層部分が存在しない地下構造モデルを策定

する必要がある。そのため・・・・最終的な地下構造モデル策定の際に軟

らかい表層部分（層厚８０ｍ）を取り除くことを当然の前提として，原子

炉建屋直下では解放基盤表面の上に存在していない表層部分（各観測地点

には存在する。）を含んだインバージョン解析を実施した」（３３頁）とし

ている。 

しかし，これも逆解析結果の意味を理解していないことを示している。

逆解析で探索したのは各層の厚さである。各層の深さは第１層からの層厚

を加算したものであり，原点は地表面（地震計設置面）である。第１層８

０ｍを除くと第２層以下深部に至るまで各層の深さが変わり，基準地震動

計算における地震基盤面が変化してしまう。これでは，深部の地下構造を

把握したことにならない。 

４ ③に関して 

被告関西電力は，地盤の減衰特性について，従前の主張と同じく（例えば，

丙１７９号証，２７頁）丙３１４や丙３１５を引用して，減衰定数３％の設定

が妥当であると繰り返している（３５～３６頁）。 

これについては既に甲第４２２号証（４，１８～２０頁，２６頁）で問題点

を指摘し，原告第５６準備書面では批判の上で被告関西電力から具体的な反論

のないことを述べた（１１～１２頁）。今回の書面においても，新たな具体的

な反論は皆無である。 

 

第２ 被告関西電力準備書面（２３）への反論 

１ 被告関西電力の主張の概要 

被告関西電力は，準備書面（２３）において，①原告らが第６０準備書面に

おいて大阪北部地震を踏まえた主張を行ったことについて，独自の手法に基づ

くものにすぎないなどと反論し，②地下構造モデルに関する原告らの主張につ

いては従前の主張を繰り返し，具体的な反論は行っていない。 

そこで，これらの点について必要な範囲で改めて述べる。 
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２ ２０１８年の大阪北部地震について 

(1) 被告関西電力の主張 

この点に関する被告関西電力の主張は，㋐基準地震動は，地震本部による

レシピを参照し，過去の地震ないしは地震動の単なる「平均像」ではなく，

平均像を導いた過去のデータがばらつきを有していることを踏まえて不確か

さを適切に考慮し，充分保守的な断層モデルで適切に策定されている，㋑大

阪府北部地震は，想定しているＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層の震源域で発

生した地震ではないから，経験的グリーン関数法に基づいた検討を行ってい

るわけではなく，原告らは単に独自の手法に基づいて算定した結果をもとに

して基準地震動は過小評価であると主張しているに過ぎず理由がない，とい

うことに絞られる。 

(2) ㋐について 

この点の被告関西電力の主張の誤りは既に述べてきた。 

同被告の主張のとおりであれば，スケーリング則に合うＭ７．８の地震で

は基準地震動以下の地震動しか生じないはずである。この点，大阪北部地震

（Ｍ６．１）もスケーリング則に合った地震であるから，これをスケーリン

グ則によってＭ７．８にスケールアップしたとしてもやはりスケーリング則

に合う地震であり，このようにしてスケーリング則に合う大阪北部地震（Ｍ

７．８にスケールアップしたもの）と同様の地震が発生したとしても，基準

地震動以下の地震動しか発生しないことになる。しかし，実際にはそうでは

ない。原告第６０準備書面で述べたとおり，基準地震動を超える地震動が生

起されるのである。その理由は，スケーリング則そのものの性質や被告関西

電力が減衰量（ｈ）を過大に設定していること，震源特性・サイト特性によ

るものである（原告第６７準備書面や同７０準備書面で詳述）。 

基準地震動が保守的ではなく，被告関西電力の主張が誤りであることはや

はり明らかである。 

(3) ㋑について 

被告関西電力は，原告らが経験的グリーン関数法に基づいていないと主張

しているが，原告らは経験的グリーン関数法を用い，大阪府北部地震Ｍ６．

１をスケーリング則に基づいてＭ７．８大阪府北部地震にスケールアップし
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ているのであるから，前提からして誤っている。何ら「独自の手法に基づい

て算定した」ものではない。その上で原告らは，このＭ７．８大阪府北部地

震と同じ震動特性の地震がＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層で発生したとして

大飯サイトの地震動を計算したのである。 

こうして計算した地震動が，被告関西電力の策定したレシピに従う「平均

像」に保守性を持たせた基準地震動を超えるというのが原告第６０準備書面

の結論である。Ｍ７．８大阪府北部地震は，スケーリング則の「平均像」か

ら何某かの「ずれ」を当然含んでいる（もちろん，「ずれ」を含むことは実

際に発生した・発生するすべての地震に当てはまる。）が，この「ずれ」は

スケーリング則のばらつきの範囲に収まっている（＝大阪北部地震はスケー

リング則に合っている。）。現に他の場所で起こった，そのようにスケーリン

グ則に合う実際の地震が，大飯サイト近傍で発生したらどうなるかというこ

とを論証したのである。 

スケーリング則は，それぞれ異なる震源特性とグリーン関数（ある点に瞬

間的に力を加えた場合の別な点の応答を関数で示したもの。経路の伝播特性

とサイト特性の重畳。）を持った過去の地震をもとにした平均像である。ス

ケーリング則にばらつきがあるのは，それら震源特性とグリーン関数に平均

値からのずれが存するためである。このような過去の地震のスケーリング則

に保守性を持たせた基準地震動が，他の場所で実際に起こったＭ７．８の地

震の震源特性とグリーン関数の平均値からの「ずれ」を吸収できないのであ

る。 

この関係は次式のように示される。被告関西電力が持たせたと主張してい

る「保守性」では，実際の地震において生ずる平均像からのずれを吸収でき

ない。「保守性」が不十分だからに他ならない。 

 

[基準地震動]＝[平均像]+[保守性] ＜ [平均像]+[ずれ]＝[実地震] 

 

３ 被告関西電力の地下構造モデルに関する原告らの主張について 

(1) 被告関西電力の主張 

被告関西電力は，この点に関する原告第６０準備書面における原告らの主
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張に対し，具体的に反論していない。ただ従前の主張を繰り返すのみである。 

従前の主張と重複するが，改めて，㋐微動のアレイ観測による観測結果の

逆解析から直接導かれるインバージョンモデルから，厚さ８０ｍにおよぶＳ

波速度０．５ｋｍ／ｓの第１層をカットしてＰ波速度４．６ｋｍ／ｓ，Ｓ波

速度２．２ｋｍ／ｓの第２層を解放基盤としたことについて，「被告は，ボ

ーリング調査やＰＳ検層によって地盤の状態を直接把握して，本件発電所敷

地の浅部にＳ波速度約２．２ｋｍ／ｓの堅硬な岩盤が広がっていることを確

認し」た，㋑敷地地盤の地震波減衰係数を標高－１８０ｍまで３％，それ以

深を０．５％としたことを，引用文献と敷地での実験結果から合理的である，

とする点について述べる。 

(2) ㋐について 

ア 被告関西電力は，これまでは，大飯原発敷地浅部の速度について，ＰＳ

検層，試掘坑における弾性波探査，反射法地震探査の屈折法解析結果の３

つを示して主張していた。これらはいずれも原位置で直接測定されたもの

である。 

ところが，今回論拠として挙げたのはこのうちＰＳ検層のみであり，新

たに別途，ボーリング調査を論拠に挙げている。しかし，当該「ボーリン

グ調査」の内実について具体的な主張・立証がなく，ただ結論を述べるの

みであるから，これを認める余地はない。 

仮に岩質やＲＱＤの値（被告準備書面（２２）にあるもの）を指してい

るのであるとすると，既にこの点については述べている。むしろ，被告関

西電力が行った調査の元データを通覧することにより，岩質が均質ではな

いことやＰ波速度が小さいこと，地下深部に低速度層が存在すること，Ｒ

ＱＤの値が「普通」以下に分類されることなどが明らかとなっているので

ある（原告第６７準備書面，甲５１０）。 

イ 上記のとおり，被告関西電力が今回その主張の論拠として挙げなかった

ものとして試掘坑における弾性波探査があるが，その結果であるとして被

告関西電力は，「Ｐ波速度４．３ｋｍ／ｓ，Ｓ波速度２．２ｋｍ／ｓと評

価した」としている。しかし，この点も既に指摘したところであるが，被

告関西電力の元資料に記載されている速度の算術平均値は，全体でＳ波は
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（２．１４１±０．３３５）ｋｍ／ｓ，３号炉側では（２．０１７±０．

３６９）ｋｍ／ｓとなっている。２．２ｋｍ／ｓとの記載はない。また，

Ｐ波速度については被告関西電力自ら４．３ｋｍ／ｓという結果を示しな

がら，これらを無視して解放基盤（標高０ｍ）の速度を４．６ｋｍ／ｓと

しているのである。 

試掘坑内の平均速度法による弾性波試験結果について，被告関西電力

は，「Ｐ波速度は３．０ｋｍ／ｓ～５．２ｋｍ／ｓで平均値４．３ｋｍ／

ｓ，変動係数７．０％である」と規制委員会には報告している（丙１７８・

添付書類六 地盤構造に関する図面，６－３－１２８頁）。４．６ｋｍ／

ｓではない。３．０ｋｍ／ｓ～５．２ｋｍ／ｓという大きな速度変化につ

いて，敷地に存在する断層破砕帯とそれに付随するシームの分布に依存し

て場所的に変化していることについては既に甲４２２で詳述したが，被告

関西電力はこの点に関して何らの分析も行っておらず，検討不十分である。 

ウ 被告関西電力は，同被告が柔らかい表層部分を割愛したことを批判して

きた原告らの主張に対し，同準備書面では，「最終的な地下構造モデル策

定の際に柔らかい表層部分（層厚８０ｍ）を取り除くことを前提として，

原子炉建屋直下では解放基盤表面の上に存在しない表層部分（各観測地点

には存在する）を含んだインバージョン解析を実施した」と論調を変えつ

つもなお正当化しようとしている。 

改めて指摘するまでもないであろうが，原告らは，原子炉建屋の基盤表

面にＳ波速度０．５ｋｍ／ｓの柔らかい表層が存在していると主張してい

るのではない。 

既に述べたとおり，インバージョン解析で，解放基盤相当の第２層が標

高－３６．５ｍの深部に求まるという齟齬は，第２層の速度を実測値では

なく，それより大きい速度，すなわちＰ波速度を４．６ｋｍ／ｓ，Ｓ波速

度を２．２ｋｍ／ｓとしたために生じたものである。インバージョン解析

では，計算機は与えられた拘束条件（速度値）の下で，観測された位相速

度を説明するための最適解（層厚）を出す。拘束条件のＳ波速度は，第１

層０．５ｋｍ／ｓ，第２層２．２ｋｍ／ｓ，第３層２．３ｋｍ／ｓと第２

層以下は０．１ｋｍ／ｓ刻みで増加させている。第２層以下は０．１ｋｍ
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／ｓの増分であるのに，第１層から第２層へは１．７ｋｍ／ｓもジャンプ

させている。観測された位相速度は周期約０．６５秒以下で１．４～２．

０ｋｍ／と２．０ｋｍ／ｓ以下であり，この小さい速度を説明するために

は大きい速度の２．２ｋｍ／ｓ第２層を深くせざるを得ないのである。こ

のように，軟らかい表層部分（第１層）を取り除くことを前提として第２

層を２．２ｋｍ／ｓとしたのは，建設時の設置許可申請における解放基盤

の速度値２．２ｋｍ／ｓを踏襲したためである。これこそが上記齟齬の原

因である。 

本来は，柔らかい表層から解放基盤とする岩盤までの速度の増分を１．

７ｋｍ／ｓとジャンプさせるのではなく，細かく設定して原子炉建屋の立

地する標高０ｍ付近の速度値を求めなければならない。このことについて

は，既に甲４２２，甲４８１及び本準備書面第１・３・(4)で詳述した。 

(3) ㋑について 

この点についての被告関西電力の主張は，被告準備書面（２２）・第３・

４と同じであり，既に反論済みである。すなわち，原告らは，甲４２２で，

例えば新潟平野の土質地盤の知見を大飯岩盤に流用していること，散乱減衰

の理論を展開しながら散乱減衰の基本である周波数依存性について考慮して

いないことなどを指摘しているのである。しかし，被告関西電力はこれらに

全く反論できていない。 

また，本来，土質地盤では岩盤よりも減衰が大きいのであるが，被告関西

電力のモデルではなぜか逆に，大飯岩盤の減衰が，実測された大阪平野の土

質地盤の減衰より１．５倍も大きくなっており，逆転しているのである（甲

４８１）。被告関西電力はこのことについても反論できていない。 

以 上 

 


