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第１章 はじめに 

 原告らは、原告準備書面（４）にて、①平成１４年２月土木学会原子力土木委

員会津波評価部会策定「原子力発電所の津波評価技術」（以下「津波評価技術」

という）の津波シミュレーションモデルに、②同年７月地震調査研究推進本部策

定「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」（以下「長期評

価」という）の地震に関する新知見を当てはめれば、被告らが「福島第一原発 1

乃至 4 号機の敷地高 O.P.+10m を超える津波の発生」を予見できたことについて

述べた。 

 本書面では、本件と同様の事案における他地裁の地震、津波の専門家証人の尋

問結果、すなわち、平成２７年７月１０日及び同年８月２５日に千葉地方裁判所

にて行われた島崎邦彦証人の尋問調書（平成２５年（ワ）第５１５号事件等 第

２章）、同年１０月５日及び１１月１３日に同じく千葉地方裁判所にて行われた、

佐竹健治証人の尋問調書（平成２５年（ワ）第５１５号事件等 第４章）、並び

に、同年５月１９日及び７月２１日に福島地方裁判所にて行われた都司嘉宣証人

の尋問調書（平成２５年（ワ）第３８号事件等 第３章）等を引用し、原告らの

主張を立証する1。 

              

                                            
1 本書面では、都司嘉宣氏作成の意見書を「都司意見書」、島崎邦彦氏作成の意見書・

訂正書を「島崎意見書」「島崎訂正書」、佐竹健治氏作成の意見書を「佐竹意見書」

と表記する。また、都司嘉宣証人に対し５月１９日付けで実施された証人尋問の調

書を「都司第１調書」、７月２１日付けで実施された証人尋問の調書を「都司第２調

書」と表記する。島崎邦彦証人に対し７月１０日付で実施された証人尋問の調書を

「島崎第１調書」、８月２５日付で実施された証人尋問の調書を「島崎第２調書」と

表記する。佐竹健治氏に対し１０月５日付けで実施された証人尋問の調書を「佐竹

第１調書」、１１月１３日付けで実施された証人尋問の調書を「佐竹第２調書」と表

記する。  
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第２章 島崎邦彦証人調書（甲 B60 号証関係） 

 島崎邦彦氏は、地震・津波の専門家であり、かつ、２００２（平成１４）年に

「長期評価」を策定した地震調査研究推進本部・長期評価部会・海溝型分科会の

委員の主査であった。島崎証言から、原告らの主張を裏付けることができる。以

下、引用し論ずる。 

 

第 1 長期評価について 

１ 長期評価の目的 

長期評価は、阪神・淡路大震災の反省を踏まえ、国全体として地震及び津波の

研究内容をまとめ、その対策を一般人及び地震防災関係者などに広く速やかに伝

えることを目的として作成された。 

「阪神・淡路大震災の反省、すなわちそれまで地震調査研究の内容が一般の方

や防災関係者に伝わっていなかったということの反省から地震本部が作ら

れ、地震調査研究の内容がすぐに一般の方や地震防災関係者に伝わるように

なったわけです。」（島崎第１調書４０頁） 

  「地震の調査研究の成果を一般の方やあるいは防災研究者に伝えると言う目的

で地震本部が作られたわけです。そこで、地震調査委員会からいろいろな議

論を経た結果を例えば２００２年に津波地震の長期評価として公表している

わけです」（島崎第１調書２５頁）。 

 

２ 長期評価は、地震の専門家の合意による成果である 

 島崎氏は、地震調査研究推進本部・長期評価部会・海溝型分科会の委員の主査

として専門家の議論を取りまとめ、全員の専門家が合意した内容として「長期評

価」が成立した。 

「私は、その長期評価部会の部会長、あるいは海溝分科会の主査を務めておりま

したので、そういう意見の中から言わば最大公約数的にまとめていくというのが
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私自身の仕事でありました。皆さん、独自の見解をお持ちなわけですけれども、

その独自の意見をほかの人が賛成しなければやはり引っ込めざるを得ないわけ

でありまして、だから、そういう意味では、取りまとめた結果が百パーセント満

足な結果であると思われるとは必ずしも限らない。ただ、全員で合意した結果と

いうのは大変意義のある結果だと、そのように考えています。」（島崎第１調書２

４頁）。 

 

 このように、長期評価は著名な地震専門家が結集し、地震・津波の専門家が公

の場で議論した末に合意に至った内容であって、信用性は極めて高い。なお、島

崎証人は、国の機関が長期評価を策定したにも関わらず、被告国が長期評価の信

用性を否定する主張を行うことに対して、「同じ国が何か自己矛盾をしているの

ではないかと思います」と断じている（島崎第１調書２５頁）。 

 

３ 日本海溝寄りを陸寄りと区別し、一つの領域としたことの合理性 

(1) 問題の所在 

 被告らが主張の根拠とする「津波評価技術」は「地震地体構造区分」（１９

９１年作成の萩原マップ 別紙図４）を参考として「三陸沖北部から房総沖の

海溝寄り」の領域を更に区分し（別紙図１：津波評価技術の区分け（甲 B2-1-59）

参照）、「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の南側を地震空白域とする。 

 他方、長期評価は、「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」を一つの領域とし

て区分し（別紙図２：長期評価の区分け(甲 B９−15)参照）、この領域において、

１８９６年の明治三陸地震、１６１１年の慶長三陸地震、１６７７年の延宝房

総沖地震という三つの津波地震が発生したことから、三陸沖北部から房総沖の

海溝寄りの地域のどこかで津波地震が発生する確率は今後３０年間で２０％

であると結論した。 

 そこで、「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」を一つの領域とするか否かが
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争点となる。 

 

(2) 長期評価の区分け(甲 B９−15)は合理的である 

 島崎氏は、「長期評価」が日本海溝寄りを陸寄りと区別し、「三陸沖北部から

房総沖の海溝寄り」を一つの領域と判断した理由として、同領域が北部、中部、

南部ともプレートの構造及び地形に差異がなく、津波地震はこの領域のどこで

も起こりうることを挙げている（島崎第１調書 11 乃至 16 頁）。また、このよ

うな見解を採用した根拠として深尾・神定論文を挙げる（島崎第１調書 11,12

頁 第２調書 27 頁） 

 したがって、「長期評価」の区分には合理性がある。 

 

[島崎第１調書１２頁] 



 9 

 

 

[島崎第１調書１３頁] 

 

(3) 津波評価技術の区分け(地震地体構造区分)を否定 

 島崎氏は、「津波評価技術」が北部と南部の波源域を区別したことについて、「断

層の設定が非常に恣意的である」点、及び、時間的に限られたデータを根拠とし

たため「どこにでも起こりうる」地震を考慮していない点を指摘し、合理性を否

定する。 
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[島崎第１調書２６頁] 
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[島崎第１調書 26,27 頁] 

 

 

[島崎第１調書２７,２８頁] 

 

４ 長期評価の信頼度の意味 

(1) 信頼度について 

 被告らは、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの部分の発生領域、発生確率の

信頼度が「C」ランク（乙 B7）であることから、長期評価の信用性を減殺しよ

うとする。  

 しかしながら、島崎尋問により、信頼度の意味が明確になり長期評価の信用

性がいささかも減殺されないことが裏付けられた。 

 

(2) 発生領域の信頼度の意味 

 まず、発生領域の信頼度が「C」であることは、むしろその領域の何処でも地

震が起こりうるということを意味し、地震対策を行うべきことが明らかになっ



 12 

た。 

「（甲ロ第６６号証の２の１ページを示す）この信頼度を定めた資料の、

想定地震と同様な地震が発生すると考えられる領域を１つの領域とした

場合というカテゴリーがありますが、これは三陸沖から房総沖にかけての

海溝寄りの領域のことですか。 

 はい、そのとおりです。この図２にありますように、領域の中に

複数の震源域が含まれる場合に当たります。 

 

 この場合に、信頼度が C とされたというのは、どういう意味なのでしょ

うか。 

 これも回数で決まっていて、４階以上が B、１ないし３回が C、

まだ起きていない場合が D ですので、３回ですから、C ということ

です。とにかく Cというと余り信頼度がないかのように思われるか

もしれませんけれども、この意味は、同じような地震が発生するこ

とが分かっていて、それはこの領域の中で起こるということが確実

に分かっているんですけれども、この領域の中のどこかということ

が詰め切れてないという場合に当たるということです。ですから、

発生しないだとか、発生があやふやだとか、そういう意味ではあり

ません。 

 

 そうしますと、発生領域の信頼度が C というのは、日本海溝沿いのどこ

でも津波地震が発生し得るという可能性自体を否定するものなのでしょ

うか。 

 いいえ、違います。どこで起こるか分からないということは、逆

にどこでも起こり得るということですので、日本海溝沿いのどの地

域も津波地震を考えて対策をすべきだということになります。」（島
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崎第１調書１８頁） 

 

(3) 規模の信頼度 

 乙 B７によれば、同領域の規模の評価の信頼度は A である。これは、同領域

に明治三陸地震と同程度の規模の地震が起こりうる信頼性が高いということで

ある（島崎第１調書１９頁）。 

 

(4) 発生確率の信頼度 

 乙 B7 によれば、同領域の地震の発生確率は「C」ランクとされる。しかしな

がら、これは発生確率が小さいということを意味するのではなく、「その発生の

確率がある公表される値よりも大きくなる、あるいは小さくなるようなことが

あるかどうかという意味」であり、地震に対して備えを行う必要があることが

明らかになった。 

「（甲ロ第６６号証の１６ページを示す）これを見ますと、三陸沖北部から房総

沖の海溝寄りの領域については、発生確率の信頼度が C となっています。これは

どうしてでしょうか。 

        これは、先ほど申し上げたように領域の中に複数の震源域がある場合

で、その場合はポアソン過程を使うわけですけれども、信頼度は回数

によっています。 

 

   （甲ロ第６６号証の２０ページを示す）ここにありますけれども、C というのは、

『想定地震と同様な自身は領域内で２～４回』、これに該当するということですか。 

        はい、そのとおりです。 

 

   そうしますと、その C に該当するというのは、大きな津波地震が発生するという

予見自体を否定したり、あるいは信頼度を下げるというものなのでしょうか。 
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        いえ、これはその発生の確率がある公表される値よりも大きくなる、

あるいは小さくなるようなことがあるかどうかという意味です。今回

の場合、なぜ BPT ではなくポアソン過程を使っているかといいますと、

明治三陸地震の震源域の位置が南北が定まらない、どこだか分からな

いというためです。もしもの話ですが、例えば明治三陸の発生位置が

きっちり図示できるように分かっていたとします。もし分かっていた

とすると、それより南の場所は４００年間自身が起きていないわけで

すから、発生の可能性は高いわけです、ですから、確率は公表された

値よりも高くなるということで、公表されている値の確率がどのくら

い動き得るかという目安がこの C という信頼度になっているわけです。

動き得る可能性が大きいということになりますが、とにかくそういう

ことであって、地震が起きないだとか、起きることがあやふやだとか

いうのではなくて、起きるときの確率の計算の値のあやふやさが出て

いるだけであります。ですから、もちろん起きると思ってちゃんと対

策をとる必要があります。 

 

そうすると、発生確率の信頼度が Cだからといって、防災上の観点から無視して

いいとは言えないということでしょうか。 

        無視するなんていうのはとんでもありません。これは、ちゃんと備え

ないといけないということです。」（島崎第１尋問調書２０乃至２２頁） 

 

(5) 小括  

 以上より、島崎尋問の結果、長期評価の信頼度の「表示」が「C」であること

は地震の発生確率が小さい、又は、長期評価の信用性が低いという意味ではな

く、明治三陸地震規模の地震に備え対策を行うべきであったことが明らかにな

った。 
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 以上の長期評価の内容から、原告が主張する、「三陸沖北部から房総沖の日本

海溝より」の領域に同領域最大規模の津波地震である「明治三陸沖地震」が起

こることを前提として、津波高試算を行うべきであったという主張が裏付けら

れる。 

 

５ 中央防災会議について 

 被告らは長期評価策定後の「中央防災会議」が長期評価の考え方を取り入れな

かったことを根拠に長期評価の信用性を否定する2。 

 しかし、島崎尋問によれば、（島崎氏も参加していた）中央防災会議において、

多数の地震学者より長期評価の知見を採用しないことに対する異議がでていた

ことがわかる。また、中央防災会議は、一般防災を目的としたものであり、原子

力発電所など特に高度の防災が必要となる特別防災を目的としたものでないこ

とが明らかになった。 

 

                                            
2 原告準備書面(13)26 頁以下にて詳述 
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[島崎第１調書３０,３１頁] 

 また、島崎氏は、中央防災会議が長期評価の考え方を排除したことについて、

圧力があったことを訴えている。 
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［島崎第２調書７８頁］ 
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第 2 津波評価技術について 

   島崎氏は、「津波評価技術」が、せいぜい過去４００年における既往最大の考

え方を採用することについて、用いるデータの期間によっては適切な想定が出来

ない問題点があり、津波評価技術で検討対象となった福島県沖の日本海溝寄りの

領域にもその問題点が当てはまると指摘する。 

 

        「問題となっている地震の繰り返し間隔よりも短いようなデータを使っ

ている場合には、大変な誤りを起こすことになります。すなわち、た

またまある期間のデータを使って、その期間内に地震がたまたま発生

しなかった。しかし、それを用いて既往最大の考え方を適用すると、

その地域は地震が起こらない地域になってしまうわけですね。ですか

ら、十分長い期間のデータを用いない限りは、既往最大の考え方は、

使うと大変な誤りを起こします。 

 

先生の、先ほどのそのような御指摘については、津波評価技術で検討対象となっ

た福島沖の日本海溝沿いに当てはまるものでしょうか。 

         はい。４００年間ですので、もっと長い間隔のものがあるということ

を考えていないというのは、重大な誤りです。」（島崎第１調書２７、

２８頁） 

 

 以上の通り、島崎氏は、「津波評価技術」の地震の評価について「重大な誤り」

があると指摘している。 

 

第 3 予見可能性について 

   島崎氏は、①被告東電が、１８９６年の明治三陸津波地震の断層モデルを福

島沖の日本海溝寄りに移動して計算するということは可能であること、②地震
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空白域にその地域と同じような地質学的条件にある既往地震の断層モデルを当

てはめて計算することが地震学の常識的な方法であること、及び、③本件の場

合、明治三陸沖地震を断層モデルとして福島県沖海溝寄りにおいて津波の予測

を行うことが妥当であると述べ、被告らの予見可能性を肯定した。 
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［島崎第１調書 37,38 頁］ 

 

また、平成２０（２００８）年に被告東京電力が行った、長期評価の考え方

に基づき福島沖日本海溝沿いに明治三陸津波地震の波源モデルをおいた津波試

算において、福島第一原子力発電所の敷地南付近でＯ．Ｐ．＋１５．７メート

ルという数値を得たことについて、以下のように述べ、同様の計算は遅くとも

平成１４（２００２）年１０月には可能であり、かつ、有効な対策を取り得た

と結論づけた（島崎第 1 調書 39,40 頁、同第 2 調書 77 頁）。 
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［島崎第１調書３９頁］ 

 

［島崎第１調書４０頁］ 
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第３章 都司嘉宣証人調書（甲 B61 号証関係） 

 都司証人は，歴史地震と津波，高潮に関する専門家であり，１９９５年から，

歴史地震の専門家として推進本部の地震調査委員会の長期評価部会の委員に就

任し，２００２年の長期評価の策定に関与した（都司第 1 調書 20 頁）。 

 

第 1 長期評価について 

１ 長期評価は、地震の専門家による合意の成果である 

 長期評価は、地震、津波の専門家のみにより構成されており、その専門家全員

の合意として文章にまとめられたものである（都司第１調書 23 乃至 25 頁）。異

論が出た場合でも、議論の上で異論を否定し、合意を形成した（同 42 頁）。 

 したがって、長期評価の知見は、当時の地震・津波の専門家にオーソライズさ

れた信用性の高いものであるといえる。 

 

 

[都司第１調書 24,25 頁] 
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[都司第１調書 42 頁] 

 

  

２ 日本海溝寄りを陸寄りと区別し、一つの領域としたことの合理性 

 都司証人は、「長期評価」が「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」を一つの領

域として区分けした理由、すなわち同領域が地震学的に同じ性質を持っているこ

との根拠として、青森県沖(北端)から房総沖（南端）の日本海溝から幅６０〜７

０キロメートルの領域には①ほとんど微小地震が起こっていないこと、②低周波

の地震が起こっていること、及び③付加体が分布していることをあげた（都司第

１調書 9,28,35 頁、第２調書８頁）。 

 なお、長期評価策定時には、日本海溝寄りを南北で区分する説も存在したが、 

海溝型分科会はそれらの知見を踏まえ議論した上で結論に至った（都司第２調書

72 頁）。 

 以上より、「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」を一つの領域と判断したこと

には、明確なエビデンスにもとづく合理的な理由が存在する。 
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［都司第１調書２８頁］ 

 

［都司第１調書３５頁］ 

 

３ 長期評価の信頼度の意味 

(1) 信頼度について 

 被告らは、「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の部分の発生領域、発生確

率の信頼度が「C」ランク（乙 B7）であることから、長期評価の信用性を減
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殺しようとするが、都司尋問によっても長期評価の信用性が減殺されないこと

が裏付けられる。 

 

(2) 発生領域の信頼度 

 都司氏は「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の部分の発生領域が「C」で

あることを、ある範囲の中に同じような規模、性質の地震が起こることは確実

にわかっているが位置が指定できない」ことを指すと説明した。これは、宮城

県沖や福島県沖の日本海溝寄りのどこでも起こりうるということである。なお、

都司証人は、同領域の信頼性を「低くない」と評価している（都司第２調書

58 頁）。 
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[都司第１調書４８頁] 

 

(3) 発生確率の信頼性 

 都司証人によれば、長期評価は、領域内での同様の地震の回数が３回である

場合を「C」としたものに過ぎず、将来も同じような地震が繰り返すことが予

想されるため、「C」評価であっても同領域に発生する地震に備えた防災の必

要がある。 

 

 

[都司第１調書 50,51 頁] 



 27 

 

(4) 規模の信頼性について 

 規模の信頼度「A」の場合、福島沖、宮城沖の日本海溝沿いの領域には、こ

の領域でもっとも大きい明治三陸沖地震、ないし延宝房総沖地震規模の地震が

起こることを想定する必要がある。 

 

[都司第１調書 51 頁] 

 

(5) 小括 

 以上より、都司尋問の結果、長期評価の信頼度の「表示」が「C」であるこ

とは長期評価の信用性が低いという意味ではなく、明治三陸地震乃至延宝房総

地震規模の地震に備え対策を行うべきであったことが明らかになった。この点、

被告東電作成の平成２３年３月７日付「福島第一・第二原子力発電所の津波評

価について」と題する書類（甲 B11）には、地震調査研究推進本部の見解に沿

って、「明治三陸沖地震」及び「1677(延宝)房総沖地震」の波源モデルを三陸

沖北部から房総沖の海溝寄りに置いて試算しており、被告東電も長期評価の信

頼性が上記の内容であることを熟知していたものと考えられる。なお、明治三

陸沖地震の試算は平成２０年３月、延宝房総沖地震は同年８月になされていた。 

 以上より、「三陸沖北部から房総沖の日本海溝より」の領域に同領域最大規
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模の津波地震である「明治三陸沖地震」が起こることを前提として、津波高試

算を行うべきであったという原告の主張が裏付けられる。 

 

[甲 B11：東電作成「福島第一・第二原子力発電所の津波評価について」] 

 

４ 中央防災会議について 

 被告らは長期評価策定後の「中央防災会議」が長期評価の考え方を取り入れな

かったことを根拠に長期評価の信用性を否定する。しかし、都司証人は、福島沖

の巨大地震を想定の対象としないとする中央防災会議の事務局提案の誤りを指

摘する島崎発言を肯定し（都司第１調書５５頁）、理学的には想定可能であった

災害対策が、行政的な観点（予算、時間等）から回避させられたと評価している

（甲 B６１-３：都司意見書６４頁）。 

 都司証人の証言等から、中央防災会議が長期評価の知見を採用しなかったのは、

理学的な見地ではなく、もっぱら経済的な見地、率直に言えばコストの問題から

採用しなかったことがわかる。 
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第 2 津波評価技術について 

１ 津波評価技術の区分けの合理性を否定 

 都司証人は、波源設定に関し、津波評価技術が三陸沖と房総沖の日本海溝寄り

の部分を地震「空白」地帯と評価し、その領域に地震が起きないと判断している

ことを問題視している。すなわち、都司証人も島崎証人と同じく、津波評価技術

の区分けの合理性を否定している。 

 

 

［都司第１調書 54,55 頁］ 

［甲 B2-1-59 を加工］ 
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２ 既往津波に基づく想定の誤り 

 都司証人は、その意見書の中で、「津波評価技術」が数値計算の基礎となる想

定津波について、基本的に既往津波に基づく想定を行うことを「誤り」であると

指摘する（甲 B６１−３：都司意見書６３頁）。 

 その理由は、地震学者らが把握している地震はわずかな期間（４００年）に過

ぎず、すでに発生した地震（既往地震）が限界規模の大地震である、大地震が発

生していない地域では今後も大地震が起こらないとする理学的根拠が無いから

である（甲 B６１−３：都司意見書６３頁）。 

 

３ 小括 

 都司証人は、「津波評価技術」が、過去４００年の既往津波のみを対象とし、

福島県沖日本海溝寄りの領域を地震空白域としたことの問題点を明らかにした。 

 

第 3 予見可能性について 

 都司証人は、東北地方太平洋沖地震に伴う巨大津波は予想していなかったとし

つつも、長期評価策定直後に、日本海溝の近くで同じような地震が起きる可能性

があり、大きい津波が生じることが想定可能であり、かつ、事故は防げたと明言

した。 

 

［島崎第２調書３頁］ 
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［都司第２調書８４頁］ 

 

［都司第２調書４５頁］ 

 

 

 

［都司第２調書 42,43 頁］ 
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第 4 津波の遡上  

１ 福島第一原発は津波エネルギーが増幅する形状をしている 

 都司証人は、津波の専門家であるところ、福島第一原発の防波堤の構造が、津

波のエネルギーを集中しやすい「V 字湾」の形状であるとのべ、津波高１０メー

トルの津波であっても、津波の増幅効果により、津波高で１４メートル乃至１６

メートルまで増幅することを示した。 

 これは、実際の津波高が１０メートル超であった可能性を推認させる事実であ

る。 
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[都司第１調書 15,16 頁] 

 

２ 津波高６メートルの津波の遡上 

 都司証人は津波の研究者であり、意見書において、遡上のメカニズムを詳説し、

津波の陸上における浸水高及び浸水域の限界点の高さは、本来の津波の高さを超

える旨述べている（甲 B61-3-19,20 頁）。 

 また、福島第一原子力発電所が立地する海岸線において津波高６ｍの津波が来

襲した際の遡上計算も可能であると述べている。 

 ここで、原告らが準備書面(16)第４で主張したとおり、国土庁作成の津波浸水

予測図は、津波高６.７メートルの津波であっても敷地の大部分が浸水するとの結

果を示しているが、都司証言によりこれが遡上計算により可能であるということ

が示された。 

 したがって、津波高 O.P.+６.７ｍの津波を予見すれば、遡上計算により（また

は平成１１（１９９９）年発行の津波浸水予測図を参照することにより）、福島

第１原子力発電所の敷地が浸水することも想定できたのである（別紙図３参照）。 
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［都司第２調書 85,86 頁］ 
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第 4 章 佐竹健治証人調書（甲 B62 号証関係） 

 被告国は、地震・津波の専門家であり、土木学会原子力土木委員会津波評価部

会委員、及び、地震調査研究推進本部地震調査委員会長期評価部会員であった、

佐竹健治氏を証人申請した。 

 しかしながら、佐竹証言からも、原告の主張を裏付けることができる。以下、

調書を引用して論ずる。 

 

第 1 長期評価について 

１ 長期評価が将来の地震予測を行っていたこと（他方、津波評価技術は地震予測

を行っていないこと） 

 ２００２（平成１４）年土木学会津波評価部会策定の「津波評価技術」は、地

震そのものの検討をしていない。すなわち、古いモデルをそのまま使用している。

他方、「長期評価」は、過去の地震を詳細に検討し将来どこでどのような地震が

発生するかを予測した地震に関する新知見であり、より優れている（佐竹第２調

書１３，１４，２３，５８，５９頁）。 

 したがって、被告らは、津波評価技術策定後、最新の地震の知見である「長期

評価」に従って波源を設定し津波高試算を行うべきであった。 

 

 

［佐竹第２調書１３，１４］ 
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［佐竹第２調書１３，１４］ 

 

［佐竹第２調書２３］ 
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［佐竹第２調書５８，５９］ 

 

２ 日本海溝寄りを陸寄りと区別し、一つの領域としたことの合理性 

 佐竹証人は、1980 年代から 1990 年代に主流であった地震地体構造論に基づく

区分けを否定し、長期評価の知見による区分けをより「進ん」だものと評価して

いる。したがって、佐竹証人は、津波評価技術が採用する地震の知見（地震地体

構造論に基づく区分け）を否定し、長期評価の知見を肯定している。 

 

 

［佐竹第２調書２３頁］ 

 

 

［佐竹第２調書 41,42 頁］ 

 

 また、佐竹証人は、2002 年時点で、陸寄りの領域については「プレート間の

地震」が、他方、本件で問題となる「海溝寄り」の領域には「津波地震」が起き

ることが、確立した知見になっていたと述べている（佐竹第２調書１０，１１頁）。 
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３ 長期評価は公約数的考え方であること 

 佐竹証人も長期評価が、会議参加者である地震の専門家の最大公約数的な報告

書であることを肯定している。すなわち、佐竹証人も「『三陸沖北部から房総沖

の海溝寄り』のどこでも津波地震が発生しうる」という長期評価の見解が最大公

約数であったことを認めている。 

 

［佐竹第２調書８９頁］ 

 

４ 福島県沖海溝寄りに津波地震が発生した記録がないとの被告の主張について 

 被告国は、「『三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）』

については、過去の地震資料が少ない状況にあり、『長期評価』後に新しい知見

が得られればＢＰＴ分布を用いた地震発生確率算定の検討が期待されていたこ

とがうかがわれる」と主張する（被告国第３準備書面２５頁）。 

 また、被告東京電力は、「同じ領域で過去に大きな津波を伴う地震が発生した

記録が残っていない場合や、過去に発生した津波の痕跡（あるいはその痕跡につ

いての研究）が不十分な場合には、断層モデル（波源モデル）の設定に困難を極

めることとなる」、「（福島県沖日本海溝寄りでは）現に過去に大きな津波を伴う
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地震が発生した記録もなかった」、「こうしたことを踏まえ、専門家による既往津
．．．．．．．．．

波や地震地体構造等の知見の入念な検討
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

の結果、･『津波評価技術』においては、

福島県沖海溝沿い領域には大きな地震・津波をもたらす波源の設定領域を設けて

おらず･･･（中略）･･･当該領域における断層モデル（波源モデル）も設定してい

ない」（被告東京電力準備書面（３）１８頁）と主張する。 

 すなわち、被告らは、過去の資料が少ないことを強調して、長期評価の信用性

を減殺、ないし、津波評価技術を正当化しようとしている。 

 しかしながら、前述のとおり津波評価部会では地震に関する「入念な検討」は

なされていない（佐竹第２調書２３，５８，５９頁）。 

 また、被告国の証人である、佐竹証人も、２００４（平成１６）年のスマトラ

地震調査なども踏まえ、２００６（平成１８）年の著書の中で、世界の連動型巨

大地震の間隔は７０年～８００年という非常に幅のある周期で見なければなら

ないという見解を示している（佐竹第２調書３２，３３，７９，８７頁）。した

がって、たかだか過去４００年の間に福島県沖の日本海溝寄りに津波地震の記録

がないことをもって、「長期評価」の信用性を否定することはできない。 

 

第２ 津波評価技術について 

 佐竹証人の補充尋問においては、「津波評価技術」を作成した土木学会自身が、

２００２年の津波評価技術作成直後より、「長期評価」の知見（三陸沖北部から

房総沖海溝寄りの津波地震の活動域においてどこでも津波地震が発生する可能

性があること）を重視していた事が明らかになった（佐竹第２調書６１,９０頁）。 

 したがって、佐竹尋問によって、むしろ長期評価の合理性が補強された。 
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第３ 予見可能性について 

被告国側から申請された佐竹証人も、同じような地質学的、地学的な条件にあ

るところで起きた地震の断層モデルを地震空白域において、当該地点での津波高

さを算出するという手法について、「異論はありません」と答えた（佐竹第２調

書４４，４５頁）。 

そして、被告東電による２００８年推計が長期評価や津波評価技術が公表され

た２００２年には可能になっていたかと問われ、以下のように述べている。 

     「波源をどこに置くかということを別にすれば、その波源を例えば福島沖に

明治と同じものを持ってくる、あるいは延宝と同じものを持ってくるという

ことをすれば、計算をすることは可能だったと思います。」（佐竹第２調書４

４頁）。 

 

その上で、この推計が技術的に信頼できるかどうかについて、以下のとおり述
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べて信頼性を肯定する。 

   「２００８年の段階での技術的には、この明治三陸をここに置けばという前提は

議論のあるところですが、この数値自体は信頼できるものだと思いますが。信頼

できるというか、それなりの精度を持っているものだと思います。その精度とい

いますのは、１、２、３、４、５、６と各号機、それから北側、南側と、これを

分ける程度の精度を持っていたという意味でございます。」（同４６頁） 

 

この点、２００２年当時から、被告東京電力は各号機ごとに津波高さ、浸水深

を算出していたから（甲 B7 参照）、佐竹証人の証言するような精度が、２００８

年と２００２年で大差がないことは明らかである。 

 以上のとおり、佐竹証人の証言からも、２００２年当時において、長期評価を

用いた推計が可能かつ容易であったことが認められる。 

 

第４ 津波浸水予測図（甲 B52,53）に関する証言 

 原告は、国土庁作成の津波浸水予測図（甲 B52,53）を引用し、津波高さ T.P.+

８ｍ（＝O.P.+8.7m）の場合のみならず、T.P.+６ｍ(=O.P.+6.7m)の場合にも、福

島第一原発の１〜４号機の敷地が浸水することを示した（準備書面（16）第 4、

別紙図３参照）。また、作成者である被告国はもとより、被告東電も当該事実を

認識していた（甲 B59）。 

 佐竹証人は、津波浸水予測図のマニュアル策定にも関与しており、T.P.+６ｍ

(=O.P.+6.7m)の津波が O.P.＋１０ｍの福島第一原発の敷地を浸水させるメカニ

ズムが「遡上」による効果であること、及び、この予測図による知見が敷地高さ

を越える津波対策の必要性を基礎付けることを明らかにした（佐竹第２調書

59,60,54,55）。すなわち、被告らは、T.P.+６ｍ(=O.P.+6.7m)の津波高の予見によ

っても対策を講じる必要があったのである。 



 42 

 

 

［佐竹第２調書 59,60］ 

 

［佐竹第２調書 54,55］ 
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第 5 章 結論 

  以上の通り、地震・津波の専門家証人尋問を通じて、津波評価技術が採用する

地震に関する知見（地震地体構造論に基づく区分）よりも、長期評価の知見の方

が、より新しく優れていることが裏付けられた。 

  また、平成１４（２００２）年段階で、「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の

どこでも明治三陸沖地震規模の地震が発生するという長期評価の知見にしたが

って、波源を設定し津波高を評価すれば、敷地高を超える津波が生じることが予

見でき、かつ、対策を講ずることができたことが裏付けられた。 

 

以上 
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別紙図１—津波評価技術参考資料１−５９ 
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別紙図２—長期評価の区割り 
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別紙図３—津波浸水予測図 

 

[ T.P.+２m（甲 B55）、４m（甲 B54）、６m（甲 B53）,8m（甲 B52）の場合の浸

水域：都司尋問によりこれら敷地高より低い津波高の津波の遡上計算が可能である

ことが裏付けられた]  
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別紙図４−津波評価技術の区分け(地震地体構造区分)  

 

［甲 B２−１−32］ 


