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大飯原発敷地の地盤震動特性 

－ PS検層結果および地質柱状図による微細構造の影響について － 
 

        赤松 純平 

 

１．はじめに 

 筆者は「大飯発電所の敷地地下構造の不整形性について－関西電力の準備書面(27)

の内容に関連して－（2021.9.1）」（甲第 596 号証）[1] において、『敷地の地下構造は

関電が主張するような堅固で均質な岩盤ではなく、不均質で不整形であること』、ま

た「大飯原発の PS 検層結果による地盤震動特性－細かなばらつきの不均質の影響に

ついて－（2021.11.20）」（甲第 602 号証）[2] においては、更に具体的に『PS 検層

結果による地盤構造モデルは、O1-3 孔では８Hz 以上の周波数域で関電地盤モデルよ

り 1.7～2.5 倍に達する大きい増幅特性を有すること、O1-11 孔では 10 数 Hz 以下の

低周波数域では 1.1～1.2 倍程度であるが、10 数 Hz 以上の高周波数域では周波数の

増加と共に増加し 2.6 倍を越えること』を数値計算によって明らかにし、『細かな不

均質構造が無視出来ない増幅作用を有していること』を指摘した。原告第 86 および

第 87 準備書面は、これらを引用して被告準備書面(27)への反論としたのであるが、

関電はこれらに対する反論と称して準備書面(32)を出している。その主な内容は、微

細構造の影響について「寸法効果」を定性的に述べるだけの従来の主張を繰り返すの

みで、甲第 596 号証や甲第 602 号証の内容を越える論拠は皆無である。本稿では、

PS 検層結果と地質柱状図のデータを用いて、震動特性における微細構造の影響並び

に「寸法効果」について、更に詳しく定量的に明らかにしておく。 

 

２．インバージョン解析結果による速度構造 

 関電は、地盤構造モデルを、微動アレイ観測と地震波干渉法の観測結果を基にした

インバージョン解析によって得ている[被告準備書面(32),13 頁]。微動のアレイ観測は、

図 1 に示す敷地内の７観測点で行われている。図には観測点の標高が記してあり、そ

の平均標高は約＋43.5m（以後、約を略す）である[[3]、1～4 頁]。 

 図 2 にインバージョンの結果を引用する。S 波速度（Vs）についてみると、第 1 層

は Vs=0.5km/s で厚さ 80m、第２層は Vs=2.2km/s で厚さ 180m となっている。表の

右端欄の上面深度は、地表面からの深さを表す。地表面の標高はアレイ観測点の平均

標高の＋43.5m である。図 2 の右図に S 波速度分布を標高で示してある。 

 解析では、各層の P 波、S 波の速度は初期条件として与えられた。解析結果は、こ

の速度を仮定した場合の敷地の平均的な構造を表す。すなわち、標高＋43.5～－36.5m

に Vs=0.5km/s の第 1 層、標高－36.5～－216.5m に Vs=2.2km/s の第２層であると

モデル化される。すなわち、平均的には岩盤上面は標高-36.5m の地下にある。 
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図 1．微動アレイ観測点の標高．7 観測点（赤丸）の平均標高は約 43.5m． 

[[3]、図 3 に O1-3 孔と O1-11 孔の位置を追記]. 

 

 

  
図 2．インバージョン解析結果．上面深度は地表面（アレイ観測点）からの深さ． 

右図：標高で表示した S 波速度分布（標高-300m まで）． 
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３．PS 検層結果による地盤震動特性 

 図 3 に O1-11 孔および O1-3 孔の PS 検層結果による S 波速度とその平均処理結果

を示す[[4]、3～4 頁]。PS 検層の深さ 1m ごとの測定値を点（赤色、緑色）で、測定

値の全体のトレンドを点線（赤色、緑色）で、測定値 7 点による移動平均値（区間幅

6m）を赤色または緑色の線で示す。また、移動平均値が全体のトレンドと交叉する

深さを境とする区間の平均値を黒実線で示し、その速度値が付してある。 

 

 インバージョン解析結果はアレイ直下の平均的な構造モデルである。ボーリング孔

の位置は、図 1 に示したように、微動観測のアレイ内である（ただし、O1-11 孔は少

し外れる）。岩盤層は平均的には標高－36.5m 以深であるが、それぞれのボーリング

孔では、図 3 に示された S 波速度構造が測定されている。 

 

 

図 3．O1-11 孔、O1-3 孔の S 波速度の深さ分布．縦軸は標高. 

青点：PS 検層結果、点線：全体の傾向、赤・緑線：6m 幅移動平均、黒線：区間平均． 

 

 

 次頁に示す図 4 に、インバージョンモデル（図 4、左図）に O1-3 孔の PS 検層結

果を重ねて示す。中図は PS 検層結果の 1m ごとの値を、また、右図は区間平均を重

ねた図である。すなわち、O1-3 孔付近の地盤構造（S 波速度構造）は図 4 の中図あ

るいは右図の実線でモデル化される。 

 このような地盤に S 波が下方から鉛直に入射する場合の震動特性を図 5 に示す。比

較のために基準地震動計算用のモデル（関電モデル）の結果も示す。図の左側は地盤

増幅特性、右側は関電モデルに対する増加率である。 

 同様に、O1-11 孔付近の S 波速度構造モデルを図 6 に、震動特性を図 7 に示す。 
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図 4．O1-3 孔の S 波速度分布：インバージョンモデル（左図）および PS 検層結果． 

中図：PS 検層結果 1m 毎の値、右図：PS 検層結果区間平均（図 3 の黒線対応）. 

 

 

 
図 5．PS 検層結果モデルによる増幅特性(左)と関電モデルに対する増加率(右). 

上図：PS 検層結果（O1-3 の 1m 毎の値、図 4 中図）、下図：区間平均（図 4 右図）. 
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図 6．O1-11 孔の S 波速度分布：インバージョンモデル(左図）および PS 検層結果． 

中図：PS 検層結果 1m 毎の値、右図：PS 検層結果区間平均（図 3 の黒線対応）. 

 

 

 

図 7．PS 検層結果モデルによる増幅特性(左)と関電モデルに対する増加率(右). 

上図：PS 検層結果（O1-11 の 1m 毎の値、図 6 中図）、下図：区間平均（図 6 右図）. 
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 O1-3 孔付近の震動特性について：図 5 に示すように、O1-3 孔付近の増幅特性は、

関電モデルに比して 3Hz 付近から顕著な増幅があり、7～10Hz では 1.7 倍程度、20Hz

付近では 2 倍以上の増加率である。1m ごとのデータモデルに比べ、区間平均モデル

は微細構造を平均化しているため、20Hz 以上の高周波数域で増加率が低下している。 

 

 O1-11孔付近の震動特性について：図 7に示すように、O1-11孔付近の増幅特性は、

関電モデルに比して、10～15Hz では 1.2 倍程度、20Hz 付近では 1.5 倍程度の増加率

である。区間平均モデルは、1m ごとのデータモデルに比べ、20Hz 以上の高周波数

域で増加率が低下している。 

 

 関電は「サスペンション法は，用いる震源の周波数が 1kHz又はそれ以上の高周波数であ

り，孔壁を伝播する弾性波の波長が短いために，孔壁の割れ目の影響を受けやすく，データ

のばらつきがより大きくなるという特徴を有する。一方，地震波の周波数は，数十 Hz 以下

が主成分であり，サスペンション法で把握された 1m 規模の割れ目等による地盤物性のばら

つきよりも十分長い波長であるため，サスペンション法で把握される細かなばらつきについ

て，「この程度の速度低下では地盤増幅特性に与える影響はほとんどない」」[準備書面（32）、

12 頁]と主観的に定性的なことを述べて、自らの調査結果である PS 検層結果を否定

しようとしている。しかし、サスペンション法によるデータは、図 5、7 に示すよう

に、基準地震動を評価する周波数範囲（0.1～50Hz）において、地震波増幅特性に 2

倍以上の影響を及ぼしていることを示しているのである。 

 

 

 

 

４．「寸法効果」について 

 関電は、上記文言に続けて「サスペンション法の高周波を用いて算定された数値（すな

わち，孔壁の割れ目の影響を受けた数値）を基に単純に平均速度を算出したとしても，基準

地震動策定のために必要となる地下構造モデルの策定に際して適切に寸法効果を考慮したこ

とにはならない」[準備書面（32）、12 頁]と主張している。しかし「寸法効果の適切な

考慮」の具体的説明はない。関電の主張は、小島氏の意見「寸法効果とは､どの寸法で

見るかによって物性が異なることである」（[7]、2 頁）を引用して、「一般的に，不均質性

のスケールが地震波の波長の大きさよりも十分に小さい場合には，不均質性を含む媒質全体

を等価な均質媒質とみなすことができると考えられているため，地震波の波長の大きさと比

較すれば，サスペンション法で把握される細かなばらつきが地震波の増幅に大きな影響を与

えないことは明らかである」（準備書面(27)、24 頁）との考えを踏襲したものと思われ

る。「一般的に」とするこの主張が、大飯サイトの地盤調査には当てはまらないことを

O1-3 孔および O1-11 孔の PS 検層結果を平滑化したモデルにより明らかにする。 
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 平滑化モデルは、波長の長い波（周波数の小さい波）を用いて地震探査を実施して

得られる構造を想定している。これは、小島氏の「大きなスケールでの評価（弾性波探

査など)では､細かな割れ目やそれ以外の割れ目のない部分を含めた全体的な物性として評価

され､細かな割れ目が物性に与える彫響は小さい」（[7]、2 頁）とする意見が、基準地震動

評価の周波数範囲 0.1～50Hz で妥当であるか否かを検討するものである。「小さなス

ケールでの評価」である平滑化しない元データの震動特性と、「大きなスケールでの評価」

である平滑化モデルの震動特性を比較する。 

 

 図 8 に O1-3 孔について、また、図 9 に O1-11 孔について、それぞれ PS 検層結果

の 1m ごとのデータを、移動平均により平滑化したモデルを示す。移動平均の区間幅

は、6m（±3 点）、20m（±10 点）、50m（±25 点）である（平均化のデータ個数に足

らない上端部は、それぞれ 4 点、11 点、26 点から順次個数を増やしている）。平滑化

モデルは、微細な構造変化を長い波長の波が感知できなかったとしたモデルである。 

 

 図 10 に O1-3 孔について、また、図 11 に O1-11 孔について、1m ごとの元データ

モデルと平滑化モデルの増幅特性（左図）、および関電モデルに対する増加率（右図）

を示す。 

 

 図から、O1-3 孔、O1-11 孔とも、増幅特性は移動平均の幅の増加とともに、約 20Hz

以上の高周波数域で大幅に減少することが分かる。この減少量を明確にするために、

20～25Hz 域のピークの関電モデルおよび元データモデルに対する振幅比を表 2 に纏

めた。O1-3、O1-11 の欄が 1m ごとの元データモデルの値である。「寸法効果」は、

元データモデルからの振幅減少（対 O1-3 行、対 O1-11 行）として現われる。 

 

 Vs=2km/s の岩盤では、20Hz の波の 1 波長は 100m であるから、「寸法効果」とし

て半波長の 50m 規模以下の構造を無視（平滑化）すると、増幅率を約 33％（0.65～

0.70 倍）、波長の 5 分の 1 の 20m 規模以下を無視すると約 15％（0.85～0.86 倍）、

また波長の 10 分１以下の 6m 規模を無視すると約 10％（0.90～0.91 倍）過小評価す

ることになる。 

 

表 2 20～25Hz のピークの増幅倍率に対する平滑化の影響． 

 

O1-3 6m幅平均 20m幅平均 50m幅平均

対関電モデル 2.19 1.97 1.86 1.43

対 O1-3 1.00 0.90 0.85 0.65

O1-11 6m幅平均 20m幅平均 50m幅平均

対関電モデル 1.55 1.41 1.33 1.08

対 O1-11 1.00 0.91 0.86 0.70
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図 8．O1-3 孔の PS 検層結果を移動平均して平滑化したモデル． 

平均区間の幅は、左図：6m（図 3 右図の緑線に対応）、中図：20m、右図：50m. 

 

 

 

図 9．O1-11 孔の PS 検層結果を移動平均して平滑化したモデル． 

平均区間の幅は、左図：6m（図 3 左図の赤線に対応）、中図：20m、右図：50m. 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10．O1-3 孔元データモデルと平滑化モデルの増幅特性(左)、 

および関電モデルに対する増加率(右). 

平均区間幅は 6m（上）、20m（中）、50m（下）：図 8 の左図、中図、右図に対応. 
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図 11．O1-11 孔元データモデルと平滑化モデルの増幅特性(左)、 

および関電モデルに対する増加率(右). 

平均区間幅は 6m（上）、20m（中）、50m（下）：図 9 の左図、中図、右図に対応. 

 

 



11 

 

５．地質柱状図に基づく原子炉建屋近傍の震動特性 

 原子炉建屋直下の基礎地盤の PS 検層は、建設前に地表から掘削された 3 号炉の 1158 孔（孔

口標高 22.31m）および 4 号炉の 1157 孔（孔口標高 21.47m）で、ダウンホール法により実

施された。その測定値（[5]、第 3.5.12 表、6-3-180 頁）は、表 3 に引用するように、50m 以

上の長い区間での値しか示されておらず、その値は、図 12 に示すように、インバージ

ョン解析結果との差異が非常に大きい。また、敷地内の O1-3 孔や O1-11 孔の速度分

布（図 3 参照）が深さ方向に不均質であることとは対蹠的である。1157 孔と 1158 孔

の PS 検層結果の読み取りデータや走時曲線などの原資料が公表されておらず、値の

信頼限界は不明である。一方、建屋付近では 1157 孔と 1158 孔を含め 10 本のボーリ

ングによる地質調査が実施されている。図 13に 10 本のボーリング（No.1153～1162）

の位置を示す。その地質柱状図には精細な岩級分布と RQD 分布が記載されており、

深さ方向に速度の不均質のあることを示している。以下に地質データから推測される

速度分布により、建屋付近の地盤震動特性を検討する。 

 

表 3 1157 孔、1158 孔の PS 検層結果

 

 

       
図 12．1157 孔と 1158 孔の          図 13．No.1153～1162 孔の位置． 

         S 波速度分布.              ([5]、6-3-582 頁、第 3.5.26 図を引用加筆) 

  赤：1157 孔、青：1158 孔、 

  黒：インバージョン解析結果 

1157孔  標高 21.47m 1158孔  標高 22.31m

標 高 (m) Vp (km/s) Vs(km/s) 標 高 (m) Vp (km/s) Vs(km/s)

4～-97 4.50 2.34 4～-58 4.50 2.26

-97～-187 5.25 2.70 -58～-196 5.25 2.40

-187～-296 6.20 3.10 -196～-296 6.00 3.08
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5.1 岩級分布に基づく速度構造モデルの増幅特性 

 CM 級と CH 級の分布比率によって地震波速度は変化する。CM 級と CH 級の分布

比率と地震波速度の関係は、3、4号炉建屋基礎岩盤のCM級とCH級の岩級分布（[5]、

第 3.5.14 表、6-3-182 頁）と、試掘坑内の平均速度法による P 波速度分布のトモグラ

フィー解析結果との関係（[6]、図 7～11、8～11 頁）、 

  Vp (km/s) = －1.11 × [CM 級の比率] + 4.67 

を用いる。この関係を図 14 に示す。 

   

図 14．3、4 号炉における岩級分布と P 波速度の関係. 

 

 原子炉建屋付近の岩級の深さ分布は精細に調査されて地質柱状図に記載されて

いる（[5]、第 3.5.28 図、6-3-588～541 頁）。関電の主張する「基準区間における支

配的岩級分布」に従って CM 級と CH 級の分布比率を求めた（[6]、図 4、図 5、5

～7 頁）。 

 S 波速度は、O1-3 孔の PS 検層結果（[7]、図 10、16 頁）を読み取って求めた P

波速度と S 波速度の関係、 

  Vp (km/s) = 1.451 ＋ 1.398 × Vs(km/s) 

により求めた。この関係を図 15 に示す。 

 

 
図 15．O1-3 孔の PS 検層結果による P 波速度と S 波速度の関係．点：読み取り値. 

 

 なお、密度（ρ）は関電が用いている換算式、 

 ρ (g/cm3）= 1.2475 ＋ 0.399 × Vp －0.026 × Vp２  (km/s)（[8]、31 頁） 

により P 波速度から求めた。 
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 図 16 に No.1153～1162 孔について、上記の関係式から求めた標高 0～-150m の S

波速度の分布を、インバージョン解析結果に重ねて示す。3、4 号炉直下の No.1158

孔、1157 孔では、ダウンホール法による PS 検層結果が均質な速度層を示している（図

12 参照）のとは異なり、比較的脆弱な CM 級層が深部に厚さ 10～30m の低速度層を

形成している。また、No.1159 孔、No.1161 孔では、標高-100～-150m 付近の深部に

厚さ 50m を越える低速度層がある。低速度層の幅や深さなどの速度分布の様相は、

ボーリング孔の位置により異なる。図 16 には 10 孔の平均速度分布を meanCMCH

として表示してある。平均的な構造（meanCMCH）は、10m 規模の起伏を伴って、

約 1.9km/s（標高 0～-50m 平均値）から約 2.1km/s（標高-100～-150m 平均値）へと

漸増している。 

 

 

 

図 16．基準区間の CM 級と CH 級の比率分布より求めた S 波速度分布． 

meanCMCH：10 本のボーリング孔の平均速度分布． 
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 図 17 に各ボーリング孔による上記モデルの増幅特性と関電モデルに対する増加率

を重ねて示す。減衰定数(h)は、関電モデルと同じ 3%を用いている。場所によって大

きく異なるが、関電モデルに対して 1Hz 付近から増加率が増加し、10H 付近では 1.5

倍に達し、25Hz 付近まで増加率が大きい。 

 

図 17．岩級分布より求めた S 波速度モデルの増幅特性と関電モデルに対する増加率. 

 

 

 

 

 

 図 18 に平均的な構造モデル（図 16 の meanCMCH）の増幅特性を示す。岩級分布

から推定される不均質構造は、平均的には 2～12Hz の周波数範囲で、関電モデルに

対して 110～120%の増加率を示している。 

 

図 18．平均的な構造モデル(meanCMCH)の増幅特性と関電モデルに対する増加率． 

 

  



15 

 

5.2 RQD 分布に基づく速度構造モデルの増幅特性 

 岩盤の地震波速度は内在する亀裂の多寡に大きく依存する。亀裂の分布性状の指標

である RQD と P 波速度には比例関係がある。原子炉建屋付近の No.1153～1162 孔

の地質柱状図には RQD 値が 1m 間隔で記載されている（[5]、第 3.5.28 図、6-3-588

～541 頁）。この RQD 値を閃緑岩での関係式（[9]、図 15、22 頁）により P 波速度

に変換し、O1-3 孔の PS 検層結果（図 15）によって S 波速度に変換した。図 19 に

No.1153～1162 孔について、RQD 分布から求めた標高 0～-150m の S 波速度の分布

を、インバージョン解析結果に重ねて示す。図 19 の岩級分布による速度モデルに比

べ、速度の増減幅は大きく、短い区間で変化している。また、meanRQD は 10 孔の

平均速度分布である。 

 

 

図 19．RQD の分布より求めた S 波速度分布．meanRQD：10 本の平均． 
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 図 20 に各ボーリング孔による上記モデルの増幅特性と関電モデルに対する増加率

を重ねて示す。減衰定数(h)は、関電モデルと同じ 3%を用いている。岩級分布による

モデル（図 17）に比べ、関電モデルに対する増加率は、より低周波数域から増加し、

増加率は 1～20Hz の広い周波数範囲で最大 1.7 倍程度に増加している。 

 

図 20．RQD 分布より求めた S 波速度モデルの増幅特性と関電モデルに対する増加率. 

 

 

 

 

 図 21 に平均的な構造モデル（図 19 の meanRQD）の増幅特性を示す。RQD 分布

から推定される不均質構造は、平均的には 2～20Hz の広い周波数範囲で、関電モデ

ルに対して 1.3～1.5 倍の増加率を示している。 

 

図 21．平均的な構造モデル(MeanRQD)の増幅特性と関電モデルに対する増加率． 

 

  



17 

 

６．原子炉建屋付近直下の不均質構造による増幅特性の不確かさ 

 ３章では、サスペンション法PS検層によって検出される1m規模の不均質構造が、

地盤の震動特性に及ぼす影響を、基準地震動を評価する 0.1～50Hz の周波数範囲で

無視できないことを示した。 

 

 ４章では、PS 検層結果の 1m 規模の微細構造を移動平均により平滑化することに

よって、地震波への「寸法効果」を量的に検証した。すなわち、波長の 1/2 程度以下

の大きさの不均質構造を無視すると、その波に対する増幅率を約 33％過小評価する。

無視する不均質構造の大きさが、波長の 1/5 程度では増幅率を約 15％、波長の 1/10

程度では約 10％過小評価することになる。このことを、S 波速度が 2km/s の岩盤で

の 10Hz、20Hz、30Hz の波について表 4 に纏め、その関係を図 22 に示す。「寸法効

果」を口実に、PS 検層結果の微細な不均質構造の影響を無視することは許されない。 

 

表 4．無視する不均質構造の大きさと増幅特性の過小評価量（Vs=2km/s）. 

 
 

 
図 22．無視する不均質構造の大きさと増幅特性の過小評価量の関係（Vs=2km/s）. 

 

 5.1 節では、岩級分布から S 波速度構造を求めて地盤震動特性を評価した。用いた

岩級分布は、関電の「基準区間における支配的岩級分布」、すなわち標高 0～-50m で

は 3m、-50～-150m では 5m という基準区間を設定しているため、地質調査原本の岩

級分布の精細さ（層厚 0.5m 以上、深さ読み取り 0.1m 刻み[[5]、第 3.5.28 図、6-3-588

～541 頁]）は平均化されている。このため、求められた S 波速度の構造モデル（図

16）は、岩級の不均質性を平均化したものである。このモデルでは標高-150m の深さ

まで、S 波速度は約 1.5～2.2km/s の範囲で増減して低速度域を形成し、低速度域の

幅は数 m 以上 50m に及ぶ。この構造モデルの震動特性は、関電の基準地震動計算用

地盤モデルに比して、1Hz付近から増加率が増加し、10H付近では 1.5倍に達し、25Hz

付近まで増加率が大きい（図 17）。平均的な構造モデル（図 16、meanCMCH）では、

増加率は 1.2 倍程度である（図 18）。 

周波数 無視する不均質の大きさ

10Hz 100m 40m 20m

20Hz 50m 20m 10m

30Hz 33m 13m 6.6m

過小評価量 33% 15% 10%
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 5.2 節では、RQD の分布から S 波速度構造を求めて地盤震動特性を示した。用い

た RQD の分布は地質柱状図原本の、深さ方向に 1m 刻みの値である。このモデル（図

19）では、S 波速度は約 1.3～2.6km/s の範囲で増減して低速度層を形成している。

1m 刻みの値を使っているため、増減の深さ方向の幅は細かいが、低速度層の幅は岩

級分布による場合と同様 50m に及ぶ。このモデルの震動特性（図 20）は、関電モデ

ルに比して、0.5Hz 付近から増加率が増加し、1～20Hz の広い周波数範囲で最大 1.7

倍程度に増加している。平均的な構造モデル（図 19、meanRQD）では、増加率は

1.5 倍程度である（図 21）。 

 

 このように、建屋近傍直下の地盤は微細な不均質構造であり、均質な構造としてモ

デル化した場合、増幅特性を過小評価することになる。微細な不均質構造をどの程度

の大きさまでを取り入れてモデル化するかは、必要とする周波数範囲（波長の範囲）

に依る。 

 

 関電は、基準地震動を計算するための地盤モデルを、微動アレイ観測と地震波干渉

法の観測結果を基にしたインバージョン解析によって作成している[被告準備書面

(32),13 頁]。インバージョン解析は、観測された位相速度のデータからアレイ直下の

平均的な構造を求める手法である。解析対象とされた波の最も短い波長は、約 700m

（周期 0.5 秒、位相速度 1.4km/s）[[8]、104 頁]であるので、基準地震動評価に必要

とされる 0.1～50Hz の周波数範囲に対応する微細構造を知ることはできない。平均

的な構造による評価では、微細構造による影響は図 17、図 20 に示されるような不確

かな「ゆらぎ」となる。 

 

 原子力規制委員会は、「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」の「3.3.3 不

確かさの考慮」で、「地震動の評価過程に伴う不確かさについては、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を確認する」こと、

さらに「地震動評価においては、震源特性（震源モデル）、伝播特性（地殻・上部マ

ントル構造）、サイト特性（深部・浅部地下構造）における各種の不確かさが含まれ

るため、これらの不確実さ要因を偶然的不確実さと認識論的不確実さに分類して、分

析が適切になされていることを確認する」（[10]、7 頁）と、地下構造による不確かさ

を考慮することを要請している。3～5 章で指摘したように、原子炉建屋が立地する

基盤は関電モデルのようにVs=2.2km/sの均質な岩盤が一様に拡がっているのではな

く、低速度の層が地表だけでなく地中にも存在する不均質な不整形地盤である。 

 

 この不均質を水平方向に平均化したモデル（ただし、深さ方向には微細な不均質を

有する）の増幅特性（図 18、図 21）は、関電モデル対して 1.2～1.5 倍の増加率であ

る。場所に依って深さ方向の不均質は異なり、それぞれの不均質構造による増加率は

1.5～1.7 倍である（図 17、図 20）、それらは増幅率の不確かさとして考慮すべきもの

である。関電の基準地震動の評価には、原子炉建屋直下の基礎岩盤の不均質構造によ

る増幅特性とその不確かさが考慮されていない。 
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 なお、5.1 節と 5.2 節の建屋近傍直下の地盤増幅特性の議論は、直接的な PS 検層

の結果ではなく地質情報から推定した速度構造モデルに依る。従って、増幅度の値（絶

対値）には議論の余地があるが、しかし、PS 検層結果である O1-3 孔と O1-11 孔と

類似の特性を示していることから、建屋近傍直下に速度の不均質が存在し、それによ

り地震動が増幅されることは否定できない。このことを強調しておく。 

 

 

７．まとめ 

 基礎岩盤の微細な不均質構造を反映している O1-3 孔と O1-11 孔の PS 検層結果お

よび原子炉建屋付近の地質柱状図のデータを用いて、敷地の震動特性における微細構

造の影響を定量的に評価した。主な結果は次のようである。 

 

(1) 波長の半分程度以下の規模の不均質構造を無視すると、増幅率を約 3 割過小評価

する。また、波長の 1/5～1/10 の大きさの不均質構造を無視すると、増幅率を 1.5

～1 割過小評価することになる。基準地震動を評価する周波数範囲（0.1～50Hz）

においては、「寸法効果」を口実に、PS 検層や地質調査で明らかにされている 10m

～数 10m 規模の不均質構造の影響を看過することは許されない（表 4、図 22）。 

 

(2) 地質柱状図の岩級分布から求めた S 波速度構造モデルの震動特性は、関電の基準

地震動計算用地盤モデルに比して、１Hz 付近から増加率が増加し、10H 付近では

1.5 倍に達し、25Hz 付近まで増加率が大きい（図 17、18）。 

 

(3) 地質柱状図の RQD 分布から求めた S 波速度構造モデルの震動特性は、関電モデ

ルに比して、0.5Hz 付近から増加率が増加し、1～20Hz の広い周波数範囲で最大

1.7 倍程度に増加する（図 20、21）。 

 

(4) 関電の策定した基準地震動は、原子炉建屋直下の微細な不均質構造に起因する増

幅の不確かさを適切に評価しておらず、原子力規制委員会の審査ガイドの「地震動

の評価過程に伴う不確かさの考慮」の要請を充たしていない。 

 

         （以 上） 
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