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平成２４年（ワ）第２０６号 柏崎刈羽原子力発電所運転差止請求事件 

原   告  吉田隆介ほか１３１名 

被   告  東京電力株式会社 

 

準備書面（２２） 

平成２５年３月２５日 

新潟地方裁判所第２民事部合議係 御中 

 

                      原告ら訴訟代理人  

弁護士  和 田 光 弘 

 

同     小 泉 一 樹 

 

同     松 永  仁 

 

同     近 藤 正 道 

 

同     高 野 義 雄 

 

同     大 澤 理 尋 

 

同     海 津  諭 

 

同     坂 西 哲 昌 

                      ほか 

 

第１ 活断層の判定基準 

１ 原子炉施設等重要な安全機能を有する施設が設置されている敷地内の活断層 

⑴ 原告準備書面（６）に記載のとおり、敷地内断層等が活断層であるか否かを判定

するに当たっては、少なくとも約４０万年前以降の活動が否定できないものは活断
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層であり、今後も活動する可能性を否定できないものとすべきである。 

⑵ そして、敷地内に位置する安全設計上考慮すべき活断層も、同じく約４０万年前

以降の活動性が否定できないときは活断層であり、今後も活動する可能性を否定

できないものである。 

２ 原発施設設置許可申請等における指針及び安全基準の不備 

⑴ 被告準備書面（２）に引用する平成１８年９月１９日原子力安全委員会決定の「発

電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」は耐震設計上考慮する活断層とし

ては後期更新世（約１２万から１３万年前）以降の活動が否定できないものとすると

定めていたが、原告準備書面（６）(４０頁)に記載のとおり、活断層の活動性評価期

間について、上記耐震指針の内容は合理性を有するとは言えない。 

⑵ 次に、原子力規制委員会設置法に基づき平成２５年６月２８日に制定された「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」

（平成２５年６月２８日原子力規制委員会規則第５号）に基づく審査の実施に備え

て制定された「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」（原

管地発第１３０６１９１号・原子量規制委員会決定）（以下、「新規制基準」と言う。）

は、「将来活動する可能性のある断層等は、後期更新世（約１２万から１３万年前）

以降の活動が否定できないものとすること。その認定に当たって、後期更新世の

複数の地形面又は連続的な地層が欠如する等、後期更新世の活動性が明確に

判断できない場合には、中期更新世以降（約４０万年前以降）まで遡って地形、地

質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評価すること。」とし

た。 

⑶ しかしながら、新規制基準が、活断層の認定基準につき、後期更新世（約１２万

から１３万年前）以降の活動が否定できないものとすることを原則として、その認定

に当たって、中期更新世（約４０万年前）以降まで遡って地形、地質・地質構造及

び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評価するのは、「後期更新世（約１

２万から１３万年前）の複数の地形面又は連続的な地層が欠如する等、後期更新

世の活動性が明確に判断できない場合」という条件を充たした場合であるとしてい

る点において、上記耐震指針と同様、新規制基準も合理性を有するものとは言え

ない。 

第２ 被告の設置する柏崎刈羽原発敷地直下及び極近傍の断層 
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仮に、新規制基準によって判断するとしても、被告の設置する柏崎刈羽原発敷地直

下の断層は、後期更新世（約１２万から１３万年前）以降の活動が否定できないもので

ある。 

  １ α断層・β断層 

   ⑴ α断層・β断層に対する被告の主張の変遷 

ア α・β断層は番神砂層堆積後の活動は無いとしていたこと（甲B第１６６号証） 

被告は、１号炉設置許可申請後の試掘坑追加調査結果について、次の（ア）な

いし（ウ）のように説明していた。 

（ア）α断層は、全長は少なくとも１００ｍ、全体としての方向性は NE－SW（北東か

ら南西）であり、断層面の傾斜は鉛直に近く、大部分東落ちの正断層であり、落差

は最大１ｍから最終切羽付近では３０㎝程度となっている。 

（イ）次に、β断層は、水平及び鉛直方向にそれぞれ６０ｍ以上の連続性があり、全

体の方向性は NE－SW（北東から南西）であるが、場所によってかなり彎曲したり

分岐したりしており、全体としては西側に張り出した円弧状を呈している。はさみ層

で確認されたこの断層の西山層内における変位状態は、みかけ上断層内部が両

側より落ち込んでいる場合もあるが、全体として東落ちの正断層である。その落差

は数㎝から７０㎝程度まで場所によってかなり相異がある。 

（ウ）α断層及びβ断層と第四紀層との関係について 

① α断層は安田層堆積前に形成され、安田層堆積後は運動していないとした。 

② β断層は安田層に若干の変位を与えているが、番神砂層は切っていない。 

③ α断層が安田層堆積前に出来たことから、β断層もすでに安田層堆積前に

形成され、安田層堆積期には基盤岩に「古キズ」として存在していたものと考え

ると、基盤岩の侵食後、安田層の堆積、侵食に伴う応力変化によって安田層に

まで変位を与える原因となったと考えられる。 

④ 以上から、試掘坑でみられる断層は安田層堆積後構造運動として活動は無

かったものと考えられるが、より安全側の判断として、少なくとも番神砂層堆積後

における断層の活動は無かったものと結論される。 

   （エ） 被告は、１号炉設置許可申請段階では、安全側の判断から「少なくとも番神砂

層堆積後」、すなわち、後記の番神砂層下部（大湊砂層）であれば後期更新世

（約１２万～１３万年前）以降、番神砂層上部（番神砂層）であれば、約７．５～６．５
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万年前以降に活動が無かったものとしていたものである。 

   イ α・β断層は安田層堆積後の活動は無いとしていたこと 

（ア） 被告は、被告準備書面（２）（９２頁以下）において、α断層及びβ断層は、本

件原子力発電所１号機から２号機にかけて分布する正断層であり、「活動時期は、

同１号機の敷地造成面で安田層 A₃部層に達し、同層中の低角度小断層で止まっ

ており、これより上方への延長は認められないことから、少なくとも安田層堆積終

了後の活動はないと評価される」とした。 

（イ） すなわち、被告は安田層堆積終了後を約１２万～１３万年前として、それ以降

の活動は無いと主張を変更したのである。 

ウ α・β断層は、古安田層堆積終了以降の活動は無いとしたこと 

（ア） 被告は、被告準備書面（３）において、従前安田層と一括して評価していた地

層は古安田層と安田層（安田層下部層、安田層上部層）とに区分され、本件敷地

内に分布している「古安田層」は３０数万年前から約２０万年前までに堆積した中

期更新世の地層であると変更した（この点に関しては、追って反論を詳述すること

とする。）。 

（イ） それによって、被告は、α・β断層の活動時期について、１号機の敷地造成法

面で古安田層 A₃部層に達し、同層中の低角度小断層で止まっており、これより上

方への延長は認められず、さらに古安田層の上位に分布する大湊砂層にも変位・

変形を与えていないことから、少なくとも古安田層堆積終了後（約２０万年前）以降

の活動は無いと、再び、主張を変更するに至ったのである。 

  ⑵ α・β断層が安田層中の低角度小断層で止まっており、これより上方への延長は

認められない、将来活動する断層ではないとの主張に科学的根拠は無い。 

   ア 被告準備書面（３）は、被告の平成２５年４月１８日付け「柏崎刈羽原子力発電所・

安田層の堆積年代に関する地質調査」（報告書）（以下、単に「安田層報告書」と

言う。）に基づき主張されているものと思われるが、その調査報告は、平成２４年８

月１０日の第５回地震・津波に関する意見聴取会（地質・地質構造関係）（以下、

「意見聴取会」と言う。）の意見を受けて調査されたものである。 

   イ すなわち、意見聴取会では、本件敷地内の断層について各委員から次のとおり

の意見が述べられた（甲B第１７１号証）。 

   （ア） 杉山雄一委員の意見 
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「β断層は低角度小断層で止まっていると書いてあるけれども、これはβ断層

だって上に向って低角になってしまっているわけです。だから、これは考えように

よっては低角度小断層というのもβ断層と一連の構造をある意味では広く見る

と・・同じようなセンスを示しているわけで、・・・この安田層の何処まで変形・変位

が及んでいるかというのは非常に微妙なところがあると思うのです。」 

（イ） 今泉俊文委員の意見 

「・・・杉山さんが言っていた下に延びる、延びないということと、どこまでの地層

をずらしたか、いつまでの地層をずらしたかということ、地震を起こすか起こさない

か、これは以前から言われて、ずっと私たちも指摘していたはずなのですけれども、

とにかくサイトの中でずれが生じたら基準ではよくないので、そこをきちんと押さえ

るべきだと思います。」「今回の中越沖地震のときに地表に明らかな断層が出たと

言う話は聞いていないのですけれども、だから、当然こういう壁面にも今回は出て

こないという話だと思います。そのことと今後も出ないかどうかということはまた違う

かもしれませんね。それは区別された方がいいかという気がします。いかにももう

動きませんよという話のようにとられているのです。」 

（ウ） 阿部信太郎委員の意見 

「私も、敷地内の断層が地震を起こしたものではないと、地震を起こすようなもの

ではないというのはいいと思いますが、変位については逆に言うと１２．５万年とか

そういう年代を担保したからといってその代わり将来も本当に動かないのかという

のは担保できるとはまた少し話が違うという中でいけば、私は今の業者さんが説明

された話の中でいけば中越沖地震レベルの地震では動いていないのだという１つ

の事実としてそれを受けとめるという意味では、データベースとしてはそういうこと

をやった意味があるのかなとは思いました。」「安田層のどこまで行っているかとい

うのと、それぞれの細かい敷地内の断層が安田層のどこまで変位させているのか

という問題と、真殿坂の話はおそらくこういうものに非常に近いところに断層がある

からという観点で出されているのかという気もするのですけれども、・・・」「・・・結局

そういう変形が安田層の中まで見えているのか、見えていないのかは微妙な問題

になってくると思う・・」 

（エ） 遠田晋次委員の意見 

「私も基本的には杉山委員と全く同じ印象を持ちました。安田層のなかの部層
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の区分けと、変位の件ですね。かなり上の方まで小さい断層も走っているようです

し、この辺をはっきりしていただきたいというのと、もう一つ気になるのは、この地域

はある意味言葉を選ばなければ前科があるわけです。前科と言うのは、中越沖地

震のときに・・・西山背斜でしたか、要するに地理院で震源からちょっと離れたとこ

ろの背斜が成長したという論文が出されていますね。そういう前例がありますので、

今回の中越沖地震の場合は６．８ぐらいでしたから、それほど大きくはないのです

けれども、もうちょっと大きい近傍で地震が起きた時にそういう背斜の成長とかで、

要するに破砕帯が動かなくても傾動が起こらないかどうか、そう言うことも本来なら

ば慎重に検討すべきではないかと思います。」 

   ウ 被告は、意見聴取会の意見を踏まえて調査を行い、安田層報告書において「敷

地内の断層はいずれも安田層中で止まっており、安田層堆積終了以降、すなわ

ち約２０万年前以降の活動は無い。」としただけであり、安田層堆積年代に関する

解釈を変更して新規制基準に合わせた調査結果を報告しただけであって、小手

先だけの主張変更を行ったに過ぎない。 

      すなわち、被告の敷地内断層の活動性の有無に関する主張は「安田層の堆積

年代の主張を変更することによって約２０万年前以降の活動は無い」としたに留ま

り、意見聴取会で指摘された次の点については何ら答えていない。 

    （ア） どこまでの地層をずらしたか、いつまでの地層をずらしたかということの解釈

だけではなく、地震を起こすか起こさないかの観点からの調査・分析は尽くされ

ておらず、不十分な結果となっている。 

（イ） 変位についても、仮に、２０万年前以降活動していないことを担保したからと

いって、将来も本当に動かないのかというのは担保できるかというと話が違うと

の指摘を受けながら、将来の活動可能性については全く検討されていない。 

    （ウ） 中越沖地震のＭ６．８程度では動かなかったとされたα・β断層も、さらに大

きな地震が近傍で起きたとき、背斜の成長等で破砕帯が動かなくても背斜の成

長等で傾動が起こらないかどうかについても何ら検討がされていない。 

  ２ 敷地極近傍における寺尾断層の存在 

   ⑴ 新規制基準（敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド）に

よれば、敷地内及び敷地極近傍における地盤の変位に関して、次のとおりの調

査・確認が必要である（甲B第１６３号証）。 
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    ア 敷地内及び敷地極近傍に将来活動する可能性のある断層等の露頭が存在す

る場合には、適切な調査、又はその組合せによって、当該断層等の性状（位置、

形状、過去の活動状況）について合理的に説明されていることを確認すること。 

    イ 敷地内及び敷地極近傍に将来活動する可能性のある断層等の露頭が存在す

る場合には、その断層等の本体及び延長部が重要な安全機能を有する施設の

直下に無いことを確認する。なお、将来活動する可能性のある断層等が重要な

安全機能を有する施設の直下に無い場合でも、施設近傍にある場合には、地

震により施設の安全機能に影響が無いことを、「基礎地盤及び周辺斜面の安定

性評価に係るガイド」に基づいて確認すること。 

    ウ 将来活動する可能性のある断層等とは、震源として考慮する活断層のほか、地

震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持地盤まで変位及び変形が

及ぶ地すべり面が含まれる。 

⑵ 荒浜砂丘団体グループは、平成５年（１９９３年）７月、新潟県刈羽郡刈羽村寺尾

において上部中新統の椎谷層から上部更新統の番神砂層下部（被告は番神砂

層上部を「番神砂層」とし、下部を「大湊砂層」と呼称）までを切る断層（A 断層）を

発見したとし、次のとおり報告した（甲B第１６４号証）（「新潟県荒浜砂丘地域に発

達する後期更新世の断層」１９９３年７月：荒浜砂丘団体グループ）。 

なお、報告書には「A 断層」とされていたが、後に、これを「寺尾断層」と呼称す

るようになったため、以下、報告書に「A 断層」とあった箇所についても「寺尾断

層」と言い換えて述べる。 

ア 調査地点は、荒浜砂丘の北東部の新潟県刈羽郡刈羽村寺尾の善照寺西方

約３００ｍに位置し、北西から南東に延びる標高１２０ｍから７０ｍの尾根の東側

斜面に当たり、後谷背斜の軸部からわずかに東に位置する。調査地点におい

ては上部中新統の椎谷層を不整合に覆って上部更新統の安田層・番神砂層及

び完新統の新期砂丘砂層が分布している。 

イ 「寺尾断層」は、本件柏崎刈羽原発敷地境界から北東へ約６００ｍの地点に位

置する「敷地極近傍」に位置する断層である。 

ウ 調査地点には多数の断層が認められるが、そのうちほぼ南北方向に５０ｍ～１

００ｍ連続して並走する断層が少なくとも５本確認されており、いずれもN10°E

～N10°W の走向で、他の小規模な断層に斜交したり枝分かれしながら連続
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し、それらのうち法面下端部分に現れた断層が「寺尾断層」である。 

エ トレンチ調査の結果、「寺尾断層」の椎谷層に対する垂直隔離（１３０㎝から１４

０㎝）と安田層・番神砂層下部（大湊砂層）に対する垂直隔離（１１０㎝から１２０

㎝）とでは約２０ｍの差が認められ、安田層堆積前にすでに椎谷層がこの断層

によって変位していたことを示している。 

さらに、安田層・番神砂層下部（大湊砂層）も変位していることから、番神砂層

下部（大湊砂層）形成後においても断層の活動があったことを示している。すな

わち、「寺尾断層」は椎谷層から番神砂層下部までの一連の地層を切り、かつ

複数回の変位が累積していることを示している。 

オ 地層の年代測定結果によれば、「寺尾断層」は地形的には尾根側が、地質構

造的には背斜の軸側が落ちる高角正断層であり、地すべりによって形成された

可能性は少ない。断層が後谷背斜の軸方向に並走する縦走断層であること、

及び断層面の形状から圧縮応力場で形成されたと考えられることから褶曲構造

の成長と断層形成との間には何らかの因果関係があるものと推定されるとした。 

   ⑶ 敷地極近傍に存在する寺尾断層と地盤変位に関する調査の必要性 

ア 寺尾断層の露頭は、前記のとおり本件柏崎刈羽原発敷地から北東へ約６００

ｍの地点に位置するものであり、本件原発の敷地極近傍にある将来活動する

可能性のある断層の露頭であり、真殿坂向斜と後谷背斜の中間あたりに位置す

る。 

イ 真殿坂向斜は、西山町から南へ滝谷、西元寺を経て、本件柏崎刈羽原発の敷

地近傍の南側に延びており、後谷背斜は真殿坂向斜の海側に位置し、真殿坂

向斜とほぼ平行に、西山町から南に、寺尾、大湊を経て、本件柏崎刈羽原発敷

地内を縦断している。 

ウ 「寺尾断層」は、地形的には尾根側が、地質構造的には背斜の軸側が落ちる

高角正断層であり、断層が後谷背斜の軸方向に並走する縦走断層であること、

及び断層面の形状から圧縮応力場で形成されたと考えられることから、適切な

調査、又はその組合せによって、当該断層等の性状（位置、形状、過去の活動

状況）について合理的に説明されていることを確認することが必要であり、その

断層等の本体及び延長部が重要な安全機能を有する施設の直下に無いことを

確認することが必要である。 
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エ 仮に、将来活動する可能性のある断層等が、重要な安全機能を有する施設

の直下に無い場合でも、施設近傍にある場合には地震により施設の安全機能

に影響が無いことを確認すべきである。しかるに、被告は「寺尾断層」が地すべ

り性断層であるとして十分な調査を実施したことが無い。 

オ 仮に、百歩譲って、「寺尾断層」が地すべり性断層であったとしても、新規制基

準によれば、前記のとおり将来活動する可能性のある断層等とは、震源として

考慮する活断層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支

持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面をも含むとされているのであるから、

やはり、当該断層等の性状（位置、形状、過去の活動状況）について合理的に

説明されていることを確認することが必要であり、その断層等の本体及び延長

部が重要な安全機能を有する施設の直下に無いことを確認することが必要であ

る。 

   ⑷ ６号炉及び７号炉の再稼働申請における「寺尾断層」の再調査指示 

ア 被告は、平成２５年９月２７日、原子力規制委員会に対し「柏崎刈羽原発６号炉

及び７号炉の再稼働申請」を行っているが、同委員会からは、敷地周辺陸域に

存在が推定される真殿坂断層及び寺尾付近の断層等について、将来活動の

可能性があるかどうかを判断するため根拠を明示すること、判断する根拠が明

確でない場合は必要な調査を実施することとされた。 

    イ 被告は、原子力規制委員会による平成２５年１２月１９日「柏崎刈羽発電所６、７

号機の地震等に係る新基準適合性審査に関する事業者ヒアリング⑥」において、

次のとおり「寺尾断層」に対する評価を説明した（甲B第１７２号証）。 

     （ア） 荒浜砂丘団体研究グループ（１９９３年）による寺尾断層に対する評価 

① A 断層（寺尾断層）の椎谷層に対する垂直隔離と安田層・番神砂層下部に

たしうる垂直隔離とでは約２０㎝の差が認められ、このことは安田層堆積前に

すでに椎谷層が変位していたことを示していること 

② 安田層・番神砂層下部も変位していることから、番神砂層下部形成後にお

いても断層活動があったこと示していること、すなわち、A 断層は椎谷層から

番神砂層下部までの一連の地層を切り、かつ複数回の変位が累積されてい

ることを示していること。 

③ A 断層は、地形的には尾根側が、地質構造的には背斜の軸側が落ちる高
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角度正断層であり、地すべりによって形成された可能性は少ない。 

④ 褶曲構造と断層活動とを直接関連づけて論ずることはできないが、断層が

後谷背斜の軸方向と並走する縦走断層であること、及び断層面の形成から

圧縮応力場で形成されたと考えられることから、褶曲構造の成長と断層形成

との間には何らかの因果関係があるものと推定されること。 

     （イ） 被告による寺尾断層の評価 

被告は、資源エネルギー庁による寺尾断層に対する下記①ないし④のうち

①ないし③の評価に加えて、新潟県中越沖地震後に実施した反射法地震探査

結果によると、後谷背斜軸部付近に地下深部へ連続する断層が認められない

こと等から、寺尾付近の断層は震源として考慮する活断層ではないと説明し

た。 

① 断層による変位量は下方に向って小さくなり、活断層の特徴である変位の

累積性は認められないこと 

② 断層は上方から下方に向って枝分かれをしたものとみられること 

③ 後谷背斜軸を含む西山丘陵には、活断層に起因するリニアメントはないこと 

などから、寺尾付近の断層は活断層ではなく、地すべり性断層と判断した。 

      ④ 現地形は新期砂層が堆積した結果として表れているのであって、地すべり

性の断層は、地すべりが発生した当時の旧地形や基盤の上限面との関連に

よっては、現地形と調和的に分布しない場合もあり得ること。 

    ウ 原子力規制委員会による再調査の指示等 

（ア） 原子力規制委員会は、同日、被告の寺尾断層の評価に関する説明に対し、

A 断層だけでなく、B トレンチ等で認められている北西走向の高角度系断層に

ついても被告の評価結果を説明するよう指摘し、被告の「寺尾断層」に対する

活断層ではないとの評価が不十分であることを指摘し、再調査を求めた。 

（イ） 地すべり性断層は高所から低所に向けて滑るものであること 

       なお、資源エネルギー庁の評価④は「現地形は新期砂層が堆積した結果とし

て表れているのであって、地すべり性の断層は、地すべりが発生した当時の旧

地形や基盤の上限面との関連によっては、現地形と調和的に分布しない場合

もあり得る」としながら、何ら地すべり発生当時の地形の復元という科学的論証

なしで地すべりと評価している。すなわち、露頭の東の谷筋（３０ｍ以下）から高
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角の地すべりをもって、南面での寺尾断層の標高３８．３２ｍの高さに滑らせるこ

と、すなわち、低所から高所に向けた地すべり等物理的に不可能である。 

  ３ 中越沖地震後に議論された敷地・敷地近傍の変動状況 

⑴ 敷地近傍の変動状況（地元団体による真殿坂断層の活動性の指摘） 

被告は、平成１９年７月１９日の中越沖地震（M６．８）による真殿坂断層の活動性

等について、地元団体から北―２測線沿いで番神砂層下部水成層（大湊砂層）の

標高が真殿坂向斜の西側で高く、東側で低いこと等は真殿坂断層の活動を示すも

のであると指摘を受け、露頭調査及びボーリング調査を行った。 

ア 地元団体による露頭調査（甲B第１６８号証） 

別紙１のとおり敷地北側の露頭において（北―２測線沿いで）、番神砂層下部

水成層（大湊砂層）と番神砂層上部（番神砂層）の境界の標高は東側から西側に

掛けて、次のとおりであった。すなわち、 

（ア） 真殿坂断層の「東側」にある、 

① 刈羽小丸山・番神水成層（Loc.j）で１４ｍ 

② 西元寺神社南・番神風成層（Loc.b）で１３ｍ 

③ 雪成神社西露頭・番神風成層（Loc.d）で３１ｍ 

④ 雪成神社裏道角露頭・番神風成層（Loc.c）で３３ｍであった。 

（イ） ところが、真殿坂断層を挟んで、「西側」の 

⑤ 中ノ沢露頭・番神水成層（Loc.e）で４１ｍ 

⑥ 大塚山露頭・番神水成層（Loc.f）で５０ｍ 

⑦ 正福寺露頭・番神水成層（Loc.g）で４５ｍ 

⑧ 林道露頭・番神水成層（Loc.h）で４０．５ｍ、となっており、 

（ウ） 真殿坂断層を挟んで、その標高差は約１０ｍあり、この標高差は真殿坂断層

の活動性を示すものであると指摘した。 

   （エ） なお、表記の Loc.a～Loc.j は、平成２０年１１月５日の新潟県「地震、地質・地

盤に関する小委員会（第１４回）において「原発反対地元３団体が主張する番神砂

層下部水成層」と題する図面（２００８年８月２２日原発反対地元３団体申入れ資料

に被告が露頭調査地点（a～j）を加筆したもの）による（以下、同じ）。 

イ 被告による露頭調査とその結果（甲B第１６８及び１７０号証） 

被告による露頭調査の結果は、次のとおりであった。 
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（ア） 真殿坂断層の「東側」にある、 

① 刈羽小丸山・番神水成層（Loc.j）は評価不能、 

② 西元寺神社南・番神風成層（Loc.b）で１６．５ｍ 

③ 雪成神社西露頭・番神風成層（Loc.d）で３６ｍ 

④ 雪成神社裏道角露頭・番神風成層（Loc.c）は、地すべりによって高度の評価

不能 

（イ） 真殿坂断層の「西側」にある 

⑤ 中ノ沢露頭・番神水成層（Loc.e）で４０．５ｍ 

⑥ 大塚山露頭・番神水成層（Loc.f）で４８ｍ 

⑦ 正福寺露頭・番神水成層（Loc.g）で４０．５ｍ 

⑧ 林道露頭・番神水成層（Loc.h）で４０ｍ、とした。 

ウ 被告は、次のことから、真殿坂断層の活動を示唆するものではないとした（甲 B

第１６８及び１７０号証）。 

（ア） 大湊砂層（番神砂層下部水成層）と番神砂層（番神砂層上部風成層）との境

界の標高は、概ね３５～４０ｍに分布し、真殿坂向斜を挟んで顕著な高度差は認

められないこと 

（イ） その境界面よりも低い位置と指摘される地点（Loc.b（西元寺神社南露頭：１６．

５ｍ）及び Loc.c（雪成神社裏道角露頭：３６ｍ））は露頭の状況や周囲の地形から

地すべりにより低下したものであること 

（ウ） また、Loc.f（大塚山露頭：４８ｍ）で確認された大湊砂層の標高は約４８ｍであ

るが、断面上で両側となる Loc.e（中ノ沢露頭：４０．５ｍ）と Loc.g（正福寺露頭：４０．

５ｍ）の大湊砂層の標高は約４０ｍであること 

（エ） 阿多鳥浜テフラが安田層の下部に真殿坂向斜を横断してほぼ水平に堆積し、

西山層以下の地層に見られる褶曲構造に対応した変形が認められないこと 

  ⑵ 真殿坂断層の活動性はないとの被告の主張に対する反論 

   ア 露頭調査による被告の主張に対する反論 

（ア） 被告は、単に、Loc.f（大塚山露頭：４８ｍ）で確認された大湊砂層の標高は約４

８ｍであるが、断面上で両側となる Loc.e（中ノ沢露頭：４０．５ｍ）と Loc.g（正福寺

露頭：４０．５ｍ）の大湊砂層の標高は約４０ｍであることと述べ、続いて、阿多鳥浜

テフラが真殿坂向斜を横断してほぼ水平に堆積していることと述べているだけで



 13 

あって、Loc.f（大塚山露頭：４８ｍ）が、なぜ、両側の Loc.e（中ノ沢露頭：４０．５ｍ）

と Loc.g（正福寺露頭：４０．５ｍ）よりも約８ｍ（地元３団体の露頭調査によれば約１

０ｍ）の高度差があるのかについて合理的な説明がされていない。新潟県技術委

員会地震、地質・地盤小委員会（第１２回）においても、石橋委員から被告の説明

どおりに後記更新世の段差がないと了解できるような説明ではないことが指摘さ

れている（甲B第１６８号証）。 

（イ） 次に、被告は、番神砂層下部層（水成層）を「大湊砂層」、番神砂層（風成層）

を「番神砂層」と定義に合わない説明をしている。すなわち、被告が引用する「新

潟県柏崎平野における上部更新統の層序と古環境の復元（岸清・宮脇理一郎・宮

脇明子（１９９６））」（以下、「岸ら（１９６６）」と言う。）（甲B第１６５号証）によれば、前

記の荒浜砂丘団体研究グループ等が番神砂層を安田層堆積後、引き続き海岸沿

いに堆積した海浜砂層とし、番神砂層を水成相を呈する下部層と風成相を呈する

上部層とに区分していたものを、番神砂層下部層（水成層）を「大湊砂層」、番神

砂層（風成層）を「番神砂層」と定義し、「大湊砂層」は、安田層下部層を整合に覆

う水成の海浜～浅海堆積物であり、大湊砂層上面は安田層と一連の下末吉期に

おける離水面に相当し、大湊砂層と安田層とは同時異相と判断できるとした。 

（ウ） ところが、被告は、Loc.f（大塚山露頭）における「大湊砂層」と「番神砂層」の境

界を４８ｍ（当初は４９．２０ｍ）に設定し、標高５３ｍ付近は弱いクロスラミナから陸

水成、標高４６～４７ｍ付近は腐食質シルト、小型の斜交葉理から、陸水成砂丘間

低地堆積物とし、海成層の上限は４５ｍより低いとし、Loc.g（正福寺露頭）におけ

る「大湊砂層」と「番神砂層」の境界を標高４２ｍ付近に設定しているが、より上位

にも認められる斜交葉理は陸水成（河川、湖沼）の堆積物であるとしている。 

（エ） しかしながら、被告による大湊砂層と番神砂層の境界の標高分布は、「番神砂

層」（風成層）は砂丘堆積物であるとの定義を無視して、大湊砂層（水成層）と番神

砂層（風成層）の境界を、岸ら（１９６６）の定義にそって検証することがされていな

い。 

   イ 阿多鳥浜テフラの「ほぼ水平」に堆積するとの被告の主張に対する反論 

被告は、露頭調査の結果、中越沖地震によって真殿坂断層が動いたものでは

ないとの根拠の１つとして、阿多鳥浜テフラが「ほぼ水平に堆積」としていると主張

するが、次のとおり阿多鳥浜テフラは「ほぼ水平」に堆積しているわけではない。 
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（ア） 被告による中越沖地震後のボーリング調査 

① 被告は、平成２０年７月２９日の新潟県「地震、地質・地盤に関する小委員会

（第９回）」の配布資料「敷地及び敷地近傍の地殻変動に係る検討結果について」

（甲 B第１６７号証）において、敷地北側及び敷地内群列ボーリング調査結果を報

告した。 

ⅰ） 敷地北側におけるボーリング調査結果 

  被告は、敷地北側の刈羽村寺尾及び西元寺付近における反射法地震探査測

線（北―２測線）沿いに、真殿坂向斜を横断し北２‐①から北２‐⑥の６箇所（深さ

約４０ｍ～約８０ｍ）でボーリング調査を実施した（甲B第１６７号証）。 

  その結果、北２－②（標高－３．０５ｍ）、北２－③（標高－２．１８ｍ）、北２－④

（標高－１．０３ｍ）及び北２－⑤（標高１．０３ｍ）の安田層下部に発見されたテ

フラは、火山灰の分布状況、鉱物組成、火山のガラスの形態、屈折率測定結果

を踏まえ、阿多鳥浜テフラと判断されるとし、真殿坂向斜を横断し、「ほぼ水平」

に堆積していることが確認されたとした。確認された範囲でのテフラの全体的な

標高分布は１０００分の５程度の緩やかな東傾斜を示すものの、西山層にみら

れる構造に対応する変形は認められないとした。 

ⅱ） 敷地内群列ボーリング調査結果 

また、被告は、敷地内において、真殿坂向斜を横断し、火山灰の分布標高等

をボーリングにより調査し敷地における西山丘陵の新第三紀の褶曲の活動性を

再確認すうる目的で、ボーリング１５箇所（Ｇ１～Ｇ１５、深さ４０ｍ～１００ｍ）の調

査を行った結果（甲 B 第１６７号証）、Ｇ６（深度３０．４８ｍ～３０．５０ｍ）、Ｇ１３

（深度２７．７１ｍ）、Ｇ７（深度３９．８１ｍ）、Ｇ８（深度４８．３８ｍ）、Ｇ９（深度６１．２

０ｍ）において確認されたテフラが、火山灰の分布状況、火山のガラスの形態、

屈折率測定結果から同一テフラと判断され、主成分から阿多鳥浜テフラに同定

され、安田層の下部に真殿坂向斜を横断して、「ほぼ水平」に分布していること

が確認されたとした。 

    ② 被告は、前記意見聴取会における指摘を受けた後、追加ボーリング調査を実

施し、その結果を安田層報告書において、次のとおり報告した。 

ⅰ） 上記①のⅰ）の敷地北側のボーリング調査孔北２‐①ないし北２‐③の間で、

北２－⑦及び北２－⑧のボーリング調査を行った。被告は、北２－⑦では深
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度４３．３９ｍ（標高－３．７０ｍ）で、北２－⑧では深度４７．３９ｍ（標高－４．６０

ｍ）で、それぞれ白色ガラス質細粒テフラが確認され、いずれも阿多鳥浜テ

フラに同定・対比されたとした（安田層報告書８頁）。 

ⅱ） また、上記①のⅱ）の群列ボーリング調査（Ｇ１～Ｇ１５）におけるＧ７孔近

傍にＧ１６孔ないしＧ１８孔の３孔を追加してボーリング調査を実施した。 

    被告は、Ｇ１６孔では深度３７．８２ｍ（標高－１０．４８ｍ）で、Ｇ１８孔では深

度３８．５９ｍ（標高－１１．２７ｍ）で、いずれも白色ガラス質細粒テフラが確認

され、いずれも阿多鳥浜テフラに同定・対比されたとし、以前調査したＧ７孔

では深度３９．８１ｍ（標高－１２．４２ｍ）において阿多鳥浜テフラを確認され

ているとした（安田層報告書３頁）。 

ⅲ） そして、真殿坂向斜を横断して実施された既往のボーリング調査結果によ

ると、安田層に挟在する阿多鳥浜テフラ等が「ほぼ水平」に分布していること

から、敷地で認められる新第三系に認められる褶曲運動は、少なくとも安田

層の堆積時にほぼ終了していたものと考えられるとした（安田層報告書３９

頁）。 

   （イ） しかしながら、被告のいう阿多鳥浜テフラが「ほぼ水平」に堆積しているとの主

張は根拠が不十分であり、到底、信用できない。 

① 敷地北側のボーリング調査結果 

ⅰ） まず、敷地北側のボーリング調査結果についてみると、各調査地点の番号

及び阿多鳥浜テフラの標高，北２－⑧地点からの距離（安田層報告書（第２－

９図）より算出），北２－⑧地点における同テフラの標高との差，距離と標高差の

比率（傾斜率）は，東側から西側に向かって順に次のとおりとなっている。 

北２－⑦（－３．７０ｍ）  距離２３０ｍ  標高差０．９０ｍ  １０００分の４ 

北２－②（－３．０５ｍ）  距離９０ｍ   標高差１．５５ｍ  １０００分の１７ 

北２－⑧（－４．６０ｍ）  距離０ｍ    標高差０ｍ 

北２－③（－２．１８ｍ）  距離２１０ｍ  標高差２．４２ｍ  １０００分の１２ 

北２－④（－１．０３ｍ）  距離３１０ｍ  標高差３．５７ｍ  １０００分の１２ 

北２－⑤（＋１．０３ｍ）  距離６１０ｍ  標高差５．６３ｍ  １０００分の９ 

ⅱ） 上記ⅰ）からすると、北２－⑧から北２－②までの距離９０ｍで標高差は１．

５５ｍとなり、距離と標高差の比率（傾斜率）は１０００分の１７であり、北２－③
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までの距離２１０ｍで標高差２．４２ｍとなり傾斜率は１０００分の１２、北２－④

までの距離３１０ｍで標高差３．５７ｍとなり傾斜率は１０００分の１２となってお

り、被告が述べる「１０００分の５程度」の２倍以上の傾斜率であって，いずれも

「ほぼ水平」と言えるような数値ではない。 

このように大きな標高差が生じている状態を「ほぼ水平」などと表現するこ

とは不適当であり、常識的な感覚に基づいて表現すれば、「段差が生じてい

る」あるいは「かなり傾斜している」ということになる。 

     ⅲ） さらに、重要なことは、阿多鳥浜テフラが堆積している地層の傾斜の仕方が，

真殿坂向斜の翼部の傾斜の仕方と一致していることである。すなわち，北２

－⑧地点は，ほぼ真殿坂向斜の向斜軸の真上付近に位置しているとみられ

るが、阿多鳥浜テフラが確認されたとする標高（－４．６０ｍ）は北２側線上で

最も低い位置に存在し、北２－⑦（－３．７０ｍ）、北２－②（－３．０５ｍ）は北２

－⑧に向って傾斜（すなわち西傾斜）しており，北２－⑤（＋１．０３ｍ）、北２

－④（－１．０３ｍ）、北２‐③（－２．１８ｍ）もやはり北２－⑧に向って傾斜（す

なわち東傾斜）しているのであって，この傾斜の仕方は，この地域の地下に

存在している真殿坂向斜の両翼の傾斜の仕方とまさに一致しているのである。

このことは，阿多鳥浜テフラ堆積後にこの地域で褶曲運動が継続して真殿坂

向斜が成長したことを示しており，真殿坂向斜の地下に存在する真殿坂断層

が阿多鳥浜テフラ堆積後に活動していたことを示すものである。 

② 群列ボーリング調査の結果 

敷地内における群列ボーリング調査の結果についてみると、 

ⅰ）前記のとおり新潟県技術委員会地震、地質・地盤に関する小委員会（第９

回）（甲 B第１６７号証等）ほかによれば、Ｇ６孔の深度３０．４８ｍ（－１４．７ｍ）、

Ｇ１３孔の深度２７．７１ｍ（－１４．５ｍ）、Ｇ７孔の深度３９．８１ｍ（－１２．４２ｍ）、

Ｇ８孔の深度４８．３８ｍ（－１３．１ｍ）、Ｇ９孔の深度６１．２０ｍ（－１２．３ｍ）に

阿多鳥浜テフラが確認されたとあった。 

なお、同報告には各ボーリング間の距離は明記されていない。被告の主

張は、重要な数字を明示せずに、単に被告の解釈をそれらしく図示すること

によって「ほぼ水平」としてきたに過ぎない。 

ⅱ） また、安田層報告書（３頁、第２－５図発電所敷地内のテフラ）によれば、
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阿多鳥浜テフラの確認について、上記のＧ６孔、Ｇ１３孔、Ｇ８孔、Ｇ９孔には

触れられず、Ｇ７孔の深度３９．８１ｍ（標高－１２．４２ｍ）に、追加ボーリングを

実施したＧ１６孔深度３７．８２ｍ（標高－１０．４８ｍ）及びＧ１８孔深度３８．５９

ｍ（標高－１１．２７ｍ）に白色ガラス質細粒テフラが確認され、阿多鳥浜テフ

ラに同定・対比されるとしたが、一体、Ｇ６孔、Ｇ１３孔、Ｇ８孔、Ｇ９孔によって

確認されたという阿多鳥浜テフラとの比較はどのようにされたのか、各間の距

離も示さずに、何故Ｇ７孔だけを取り上げて、「ほぼ水平」に堆積が確認され

たと言うのか理解できない。 

ⅲ） ちなみに、安田層報告書（第２－２図、第２－３図、第３．２－１図）によれば、

各ボーリング間の距離が明記されていないが、縮尺によって算定すればＧ７

孔とＧ１８孔との間の距離は約７８ｍ、Ｇ７孔とＧ１６孔との距離は約１０７ｍと思

われる。そうすると、Ｇ７孔とＧ１８孔との距離約７８ｍで、阿多鳥浜テフラの確

認された標高差は１．１５ｍであるから，傾斜率１０００分の１５となり，Ｇ７孔とＧ

１６孔との距離約１０７ｍで標高差約１．９４ｍであるから，傾斜率１０００分の１８

となっている。このように大きな傾斜率となっているのであるから，阿多鳥浜テ

フラの分布状態は、到底、「ほぼ水平」等と言える状態ではない。 

４ 中越沖地震による建屋の変動状況 

⑴ 被告は、平成２０年９月３０日の新潟県地震、地質・地盤に関する小委員会（第１

２回）において、中越沖地震による建屋レベルの変動量につき、地震前水準測量

（平成１８年５月実施）と地震後水準測量（平成２０年２月実施）、及び第２回めの水

準測量（平成２０年８月実施）について報告した（甲B第１６８号証）。 

   ア 建屋水準測量による上下変動量 

本件柏崎刈羽原発敷地内には、敷地南側から順に、１号機、２号機、３号機、４

号機、７号機、６号機、５号機と設置されている。 

中越沖地震による各号機のタービン建屋及び原子炉建屋のレベル変動につい

て、被告は別紙図面２、３のとおり測定結果を報告したが、中越沖地震前の水準

測量（平成１８年５月）に対して、 

ⅰ）に地震後の平成２０年２月実施（第１回目）の水準測量の差を、 

ⅱ）に地震後の平成２０年８月実施（第２回目）の水準測量の差を、 

それぞれ記載した。 
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   （ア） １号機（以下、全て別紙２、３図面の建屋南側（左下隅）から時計回りに表示す

る） 

    ①ⅰ）タービン建屋（６４．０㎜、６５．２㎜、６５．０㎜、６６．３㎜）  最大６６．３㎜ 

       北側から南側に向けて傾斜（下がっている。以下同じ）している。 

ⅱ）タービン建屋（６５．０㎜、６３．７㎜、６７．０㎜、６７．８㎜）  最大６７．８㎜ 

       北東側から南西側に向けて傾斜している。 

    ②ⅰ）原子炉建屋（５８．９㎜、５９．４㎜、６２．９㎜、６２．２㎜）   最大６２．２㎜ 

       北側から南側に向けて傾斜している。 

      ⅱ）原子炉建屋（６２．３㎜、６３．９㎜、６４．４㎜、６４．０㎜）   最大６４．４㎜ 

       北西側から南東側に向けて傾斜している。 

   （イ）２号機 

    ①ⅰ）タービン建屋（６６．０㎜、６６．１㎜、７６．６㎜、７２．０㎜）  最大７６．６㎜ 

       北西側から南東側に向けて傾斜している。 

      ⅱ）タービン建屋（未計測、未計測、７４．２㎜、７０．４㎜）   最大 不明 

       傾斜方向は不明 

    ②ⅰ）原子炉建屋（６３．６㎜、６４．０㎜、６９．６㎜、６８．０㎜）   最大６９．６㎜ 

       北西側から南東側に向けて傾斜している。 

      ⅱ）原子炉建屋（６３．１㎜、６２．９㎜、６８．６㎜、７０．０㎜）  最大７０．０㎜ 

       北側から南側に向けて傾斜している。 

   （ウ）３号機 

    ①ⅰ）タービン建屋（８２．９㎜、８１．６㎜、８９．２㎜、８８．６㎜）  最大８９．２㎜ 

       北側から南側に向けて傾斜している。 

      ⅱ）タービン建屋（８０．１㎜、８０．０㎜、８６．９㎜、８９．５㎜）  最大８９．５㎜ 

       北東側から南西側に向けて傾斜している。 

    ②ⅰ）原子炉建屋（８２．５㎜、８３．６㎜、８６．４㎜、８７．３㎜）   最大８７．３㎜ 

       北側から南側に向けて傾斜している。 

      ⅱ）原子炉建屋（８２．８㎜、８５．０㎜、８８．６㎜、８６．０㎜）   最大８８．６㎜ 

       北西側から南東側に向けて傾斜している。 

   （エ）４号機 

    ①ⅰ）タービン建屋（８１．７㎜、８１．７㎜、６３．８㎜、７０．３㎜）  最大８１．７㎜ 
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       南側から北側に向けて傾斜している。 

      ⅱ）タービン建屋（７７．７㎜、７６．３㎜、６０．６㎜、６８．８㎜）  最大７７．７㎜ 

       南東側から北西側に向けて傾斜している。 

    ②ⅰ）原子炉建屋（７２．８㎜、７４．５㎜、７１．０㎜、７０．２㎜）   最大７４．５㎜ 

       南西側から北東側に向けて傾斜している。 

      ⅱ）原子炉建屋（７２．７㎜、７０．０㎜、６８．７㎜、６８．５㎜）   最大７２．７㎜ 

       南側から北側に向けて傾斜している。 

    （オ）７号機 

     ①ⅰ）タービン建屋（８９．５㎜、９４．２㎜、１０１．７㎜、９７．５㎜）  最大１０１．７㎜ 

       北西側から南東側に傾斜している。 

ⅱ）タービン建屋（８６．７㎜、９０．２㎜、１００．０㎜、９４．５㎜）  最大１００．０㎜ 

       北西側から南東側に向けて傾斜している。 

     ②ⅰ）原子炉建屋（７７．３㎜、８６．０㎜、９３．４㎜、８４．４㎜）    最大９３．４㎜ 

       北西側から南東側に向けて傾斜している。 

       ⅱ）原子炉建屋（７５．０㎜、８４．１㎜、９１．６㎜、８３．０㎜）    最大９１．６㎜ 

       北西側から南東側に向けて傾斜している。 

    （カ）６号機 

    ①ⅰ）タービン建屋（１０２．５㎜、１０５．３㎜、１１０．５㎜、１０８．７㎜）最大１１０．５㎜ 

       北西側から南東側に向けて傾斜している。 

     ⅱ）タービン建屋（１００．１㎜、１０３．５㎜、１０５．５㎜、１０８．０㎜）最大１０８．０㎜ 

       北側から南側に向って傾斜している。 

    ②ⅰ）原子炉建屋（１０６．０㎜、９７．４㎜、１０２．４㎜、１１１．９㎜）  最大１１１．９㎜ 

       東側から西側に向けて傾斜している。 

      ⅱ）原子炉建屋（１０５．０㎜、９６．２㎜、１０２．２㎜、１１０．８㎜） 最大１１０．８㎜ 

       東側から西側に向けて傾斜している。 

    （キ）５号機 

    ①ⅰ）タービン建屋（１１８．０㎜、１１１．５㎜、１０４．９㎜、１０２．４㎜）最大１１８．０㎜ 

       南側から北側に向けて傾斜している。 

     ⅱ）タービン建屋（１１６．０㎜、１０６．８㎜、１０１．５㎜、１０１．５㎜）最大１１６．０㎜ 

       南側から北側に向けて傾斜している。 
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    ②ⅰ）原子炉建屋（１１１．７㎜、１０６．５㎜、１０１．０㎜、１０７．７㎜）最大１１１．７㎜ 

       南西側から北東側に向けて傾斜している。 

     ⅱ）原子炉建屋（１１１．３㎜、１０４．５㎜、１０１．５㎜、１０９．３㎜）最大１１１．３㎜ 

       南東側から北西側に向って傾斜している。 

  イ 被告の建屋水準測量結果の分析に対する反論 

（ア） 被告は、建屋水準測量の結果、１～４号機側では６０㎜～９０㎜程度の隆起、５

～７号機側では８０㎜～１２０㎜程度の隆起が認められたが、岩盤に設置されてい

る建屋レベルの隆起量は、国土地理院の一等水準点から評価される地震前後の

地盤鉛直変位量と調和的であり、この変動はＧＰＳ測量結果から推定された敷地

付近の動きとも調和的であるとした。すなわち、被告は、新潟県技術委員会の地

震、地質・地盤に関する小委員会（第１２回）（甲 B 第１６８号証）配布資料「建屋レ

ベル変動図」記載のとおり、最南側に位置する１号機（５８．９㎜～６６．３㎜）から順

に、２号機（６４．０㎜～７６．６㎜）、３号機（８１．６㎜～８９．２㎜）、４号機（６３．８㎜

～８１．７㎜）、７号機（７７．３㎜～１０１．７㎜）、６号機（９７．４㎜～１１１．９㎜）、５号

機（１０６．５㎜～１１８㎜）と全体的に見た場合に、１等水準点における最南側の荒

浜（４４６２）を０とした場合に、大湊（４４６０）が約０．１メートル（１００㎜）隆起してい

た状況と調和しているとして、汀線平行方向では基準点から北側に向い緩やかに

隆起する傾向を示し、汀線直交方向では基準点から海側に向い緩やかに隆起す

る傾向を示したと報告した。 

   （イ） しかしながら、前記のとおり、各タービン建屋及び原子炉建屋の傾斜を全体的

に見た場合であっても、１号機、２号機及び３号機は北側（又は北西側）から南側

（南東側）に向って傾斜しているにもかかわらず、４号機は南側（又は南東側）から

北側（又は北西側）に向って傾斜し、７号機及び６号機は北西側から南東側に傾

斜（但し、６号機の原子炉建屋は東側から西側に傾斜）し、５号機は再び南側から

北側に傾斜（但し、５号機の原子炉建屋は南東側から北西側に向って傾斜）して

いた。すなわち、３号機と４号機との間が隆起し、６号機と５号機の間が再び隆起し

て波打った状態となっているのであって、全体的に、汀線平行方向の基準点から

北側に向い緩やかに隆起したとの評価は誤っている（別紙４）。 

  ウ 建屋レベルの変動量が各号機で異なり、建屋四隅の隆起量が異なること 

（ア） 中越沖地震後、各号機のタービン建屋及び原子炉建屋の水準測量の変動量
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は各号機で異なり、しかも、各号機のタービン建屋及び原子炉建屋の四隅の隆起

量は一定の方向への傾斜ではなく、バラバラである。 

（イ） このように建屋レベルの変動量が各号機によって異なり、各号機ごとの四隅の

変動量がバラバラであることは、建屋直下及び敷地内を走向する真殿坂断層等

の断層が動いたからに他ならない。 

（ウ） なお、平成２０年９月３０日に開催された新潟県地震、地質・地盤に関する小

委員会（第１２回）において、神戸大学の石橋克彦名誉教授は、各号機及び各号

機ごとの四隅において隆起量が異なるのは、そもそも本件原発施設の支持地盤

の軟弱さが原因ではないかとの指摘をしている（甲B第１６９及び１７０号証）。 

同教授は、建屋レベルの変動について、「・・隆起の大部分は震源断層活動に

よる全般的な隆起であると思うが、個々ばらばらの隆起、結果的な傾斜・・は急激

かつ強大、過大な地震荷重がかかったわけで、それと建屋の加重と複合によって、

支持地盤である軟岩の西山層が破壊したということはないか。」「（被告から）号機

による物性が違うと言う話がありましたけれども、ある号機でも四隅でレスポンスと

いうか、要するに変動、四隅の絶対隆起量というか、それが違ったから傾斜してい

るわけで、号機によって速度や物性値が違うと言うことでは説明しきれないと思い

ます。」と発言し、新指針の規定でも「建物・構築物は、十分な支持性能を持つ地

盤に設置されなければならない」ということに直接関係する可能性がある旨指摘し

た。 


