
1 

 

平成２５年（ワ）第３０５３号、同２６年（ワ）第６４９号，同２７年（ワ）

第２２４１号 

原告萩原ゆきみ外１７４名 

被告国、東京電力株式会社 

 

準備書面（３１） 

—検察審査会の議決及び被告東電社内文書について— 

 

平成２８年３月２２日 

 

京都地方裁判所 第７民事部合議にＡ係 御中 

 

原告ら訴訟代理人   弁護士  川  中     宏 

 

同    田  辺  保  雄 

 

 

  



2 

 

第１ 本準備書面の目的 ................................................................................. 4 

第２ 被告東電が長期評価に基づいて津波対策を行う方針であったこと ........ 4 

１ 検察審査会の議決 ........................................................................................... 4 

２ 長期評価の公表 .............................................................................................. 5 

３ 耐震バックチェックと長期評価（甲Ｂ７１ ９ページ以下） .......................... 5 

（１）新耐震指針の策定........................................................................................ 5 

（２）耐震バックチェック .................................................................................... 6 

４ 被告東電内での検討（甲Ｂ７１ １０ページ以下） ........................................ 7 

（１）土木調査グループにおける検討 ................................................................... 7 

（２）平成１９年１１月１９日試算 ...................................................................... 7 

（３）長期評価取り込みの方針 ............................................................................. 7 

（４）平成２０年２月１６日地震対応打合 ............................................................ 7 

（５）研究者による進言と平成２０年３月計算 ..................................................... 8 

（６）想定問答集の作成及び改訂 .......................................................................... 8 

（７）防潮堤の提示 .............................................................................................. 8 

（８）当初方針の変更 ........................................................................................... 9 

（９）方針変更後の事情その１ ............................................................................. 9 

（１０）方針変更後の事情その２ .......................................................................... 9 

（１１）方針変更後の事情その３ .......................................................................... 9 

（１２）方針変更後の事情その４ .......................................................................... 9 

５ 小括 ............................................................................................................. 10 

第３ 被告東電社内文書について ................................................................. 10 

１ はじめに ....................................................................................................... 10 

２ 平成２０年２月１６日中越沖地震対応対策打合せ ......................................... 11 

（１）審議内容 ................................................................................................... 11 



3 

 

（２）Ｓｓに基づく耐震安全性評価の打ち出しについて（甲Ｂ７２の３の） ....... 11 

３ 平成２０年３月２０日中越沖地震対応対策打合せ ......................................... 12 

（１）審議内容 ................................................................................................... 12 

（２）福島第一／第二原子力発電所における地質調査及び地震随伴事象に関するスタ

ンス .................................................................................................................... 13 

（３）福島第一原子力発電所／福島第二原子力発電所「発電用原子炉施設に関する耐

震設計審査指針」の改訂に伴う耐震安全性評価（中間報告） ............................... 13 

（４）福島第一／第二原子力発電所「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

の改訂に伴う耐震安全性評価（中間報告）ＱＡ集 ................................................ 14 

（５）被告東電の説明 ......................................................................................... 15 

４「福島第一／第二原子力発電所『発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針』の

改訂に伴う耐震安全性評価（中間報告）ＱＡ集Ｒｅｖ９－１版」 ........................ 15 

５ 新潟県中越沖地震を踏まえた福島第一・第二原子力発電所の津波評価委託 .... 16 

（１）津波評価委託の概要 .................................................................................. 16 

（２）本件津波委託評価の意義 ........................................................................... 17 

（３）本件津波委託評価の浸水深の考え方 .......................................................... 17 

６ 耐震バックチェック説明会 ........................................................................... 18 

（１）議事メモ ................................................................................................... 18 

（２）本件説明会での質問・意見 ........................................................................ 18 

（３）福島第一原子力発電所津波評価の概要 ....................................................... 19 

７ 平成２１年９月１０日中越沖地震対応対策打合せ ......................................... 20 

（１）審議内容 ................................................................................................... 20 

（２）福島サイト耐震安全性評価に関する状況 ................................................... 21 

 



4 

 

第１ 本準備書面の目的 

本準備書面は，検察審査会の議決及び新たに入手した被告東電の社内文書

に基づいて，被告東電が平成２０年当時，長期評価に基づいて津波対策を行

うという方針を決めていながら，その方針を撤回していたことを主張するも

のである。 

ここで明らかとなった被告東電の方針転換は，被告東電が対策かかる目先

の経済的問題を安全性に優先させたことを意味する。 

そして，そのことを被告東電自らが作成した事故調査報告書に記載しなか

ったことは，住民に対する真実の隠ぺいである。 

また，本件訴訟においてもその事実を明らかにする書面の提出に応じよう

としなかった応訴態度も強い非難に値する。 

以下，順を追って述べる。 

第２ 被告東電が長期評価に基づいて津波対策を行う方針であった

こと 

１ 検察審査会の議決 

平成２７年７月１７日，東電元経営陣らに対する業務上過失致死傷被疑事件

について東京第五検察審査会は被告東電の代表取締役会長（本件事故時。以下，

同様）であった被疑者勝俣恒久，代表取締役副社長であった被疑者武黒一郎及

び取締役副社長であった被疑者武藤栄らに対し，起訴すべきであるとの議決を

行った（以下「本件議決」という。甲Ｂ７１）。 

本件議決には，検察庁から提供した資料に基づいて認定された事実が記載さ

れているが，その中には驚くべき事実の指摘があった。 

すなわち，これまで被告東電は長期評価に基づく津波水位の計算について，

「試みの計算を行ったもの」（被告東京電力準備書面（３）２１ページ５行目）

と主張し，その経緯について何ら具体的に明らかにしなかった。 

その経緯が本件議決によって明らかにされた。 
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すなわち，被告東電は，いったんは耐震バックチェック（後述）について長

期評価に基づいて津波評価を行うこと（それは対策をも講じることを意味する）

を決定していた。その過程で，被告東電は，長期評価に基づく津波水位の試算

を行ったものである。 

しかし被告東電は，後にその方針を変更し，長期評価の採用を先延ばしにし

ていた。 

これらの事実について以下，詳細に指摘する。 

２ 長期評価の公表 

地震調査研究推進本部（以下「推本」という。）は，平成１４年７月，「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」と題する調査結果を公

表した（以下「長期評価」という。）。 

長期評価によれば，三陸沖北部から房総沖にかけての南北に長い海域（当然，

福島県沖も含まれる）のどこにおいてもＭｔ（津波マグニチュード）８．２前

後の津波地震が発生する可能性があるというものであった。 

しかし，長期評価が公表された当時，被告東電において長期評価に基づく津

波評価をするという動きは一切なく，同年２月に公表されていた土木学会によ

る津波評価技術に基づいて若干の対策をとるにとどまった。 

３ 耐震バックチェックと長期評価（甲Ｂ７１ ９ページ以下） 

（１）新耐震指針の策定 

原子力安全委員会（以下「原安委」という。）は，平成１８年９月１９日，

原子力発電所の耐震基準に関し，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査

指針」（以下「旧指針」という。）を改訂した（以下「新指針」という。）。 

新指針は，「地震随伴事象に対する考慮」として津波について，「施設の共

用中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切

な津波によっても，施設の安全機能が重大な影響を受ける恐れがないこと」

を「十分に考慮した上で設計されなければならない」とされた。 
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これは，既往最大の歴史津波だけではなく，最新の地震学等の知見により

想定される最大規模の津波に対しても安全性の確保を求めるものであって，

大きな転換となる考え方であった。 

こうした考え方は，いわゆる七省庁手引きの考え方にも合致するものであ

った。 

すなわち，平成５年に発生した北海道南西沖地震津波が発生を契機に七省

庁による津波対策が検討され，「地域防災計画における津波対策強化の手引

き」(平成１０年)がまとめられ，同手引きの中で，「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。」と記載されていたのである。 

（２）耐震バックチェック 

新指針は，本来，原安委が安全性審査を行う際に用いる内規に過ぎないも

のであったが，当時，原子力安全・保安院（以下「保安院」という。）は，

通達により技術基準省令の解釈に新指針を用いていた。 

保安院は既設の発電用原子炉について新指針の適用を除外するという方

針をとりつつ，全国の原子力事業者に対して，平成１８年９月２０日，既設

発電用原子炉が新指針に照らして安全性を有しているかを報告させること

とした（以下「バックチェック」という。）。 

そして，被告東電では，当初，平成２１年６月に終了させる予定であった。 

バックチェックは，あくまで行政指導として行われるものであったが，バッ

クチェックに基づいて事業者が報告をする際には，新指針に適合させること

が事実上求められていた。 

このため，バックチェックの際にどのような基準をとって原子炉施設の安

全性を評価するかが問題となった。 
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４ 被告東電内での検討（甲Ｂ７１ １０ページ以下） 

（１）土木調査グループにおける検討 

被告東電は，前述のとおり，平成２１年６月にはバックチェックを終了さ

せる予定であったところ，被告東電の原子力設備管理部新潟県中越沖地震対

策センター土木調査グループ（以下「土木調査グループ」という。）では，

平成１９年１１月頃，耐震バックチェックの最終報告における津波評価につ

き，推本の長期評価の取扱いに関する検討が開始され，東電設計株式会社（以

下「東電設計」という。）との間で津波試算に関する打合せがなされた。 

（２）平成１９年１１月１９日試算 

東電設計から，平成１９年１１月１９日，長期評価を用いた概略的な津波

推移がＯ．Ｐ．＋７．７メートル以上となる試算結果が提出された（以下「平

成１９年１１月試算」という。）。 

（３）長期評価取り込みの方針 

被告東電内では，遅くとも平成１９年１２月には，耐震バックチェックに

おいて，長期評価を取り込む方針で進められることとなった（以下「当初方

針」という。）。 

（４）平成２０年２月１６日地震対応打合 

平成２０年２月１６日に開催された被告東電の中越沖地震地震対応打合

せ（以下「地震対応打合せ」という。）では，土木調査グループから被告東

電の代表取締役会長訴外勝俣恒久（以下「訴外勝俣会長」という。），代表取

締役副社長原子力・立地本部長訴外武黒一郎（以下「訴外武黒副社長」とい

う。）及び取締役副社長原子力・立地本部長訴外武藤栄（以下「訴外武藤」

という。）らに対し，平成１９年１１月試算が報告された。 
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（５）研究者による進言と平成２０年３月計算 

被告東電に対し，研究者（今村文彦教授）から，平成２０年２月２６日，

「福島県沖海溝沿いで大地震が発生することは否定できないので，波源とし

て考慮すべきである」旨の指摘を受けた。 

その前後に被告東電から東電設計に対し，明治三陸沖地震の津波波源モデ

ルを福島県沖海溝沿いに設定した場合の津波水位を試算するように依頼し，

東電設計は，平成２０年３月１８日，福島第一原子力発電所の敷地南側で津

波水位が最大でＯ．Ｐ．＋１５．７メートルとなる旨の計算結果を提出した

（以下「平成２０年３月計算」という。）。 

福島第一原子力発電所の敷地高は，Ｏ．Ｐ．＋１０メートルであるから，

平成２０年３月計算に基づけば，敷地を越えて浸水する危険性のあることが

明白であった。 

（６）想定問答集の作成及び改訂 

平成２０年３月２０日，被告東京電力の地震対応打合せが実施され，耐震

バックチェック中間報告の提出に伴うプレス発表に関して作成された想定

問答集が報告された。 

この想定問答集は，平成２０年３月２９日に実施された地震対応打合せで

改訂され，長期評価を考慮する旨が記載された。 

（７）防潮堤の提示 

土木調査グループ担当者は，訴外武藤に対し，平成２０年６月１０日，平

成２０年３月計算の結果を示すとともに原子炉建屋等を津波から守るため，

Ｏ．Ｐ．＋１０メートルの敷地上に高さ１０メートルの防潮堤を設置する必

要があること等を説明した。 
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（８）当初方針の変更 

訴外武藤は，平成２０年７月３１日，土木調査グループに対し，当初方針

を変更し，耐震バックチェックに長期評価を取り入れず，津波評価技術のみ

に基づいて実施するよう指示した（以下「方針変更」という。）。 

（９）方針変更後の事情その１ 

訴外武藤は，方針変更の際，長期評価については土木学会の検討に委ねる

こととし，その方針について土木学会の津波評価部会の委員や保安院の理解

を得ること等を指示した。 

平成２０年１０月には，それらの了解を概ね得ることができ，被告東電は，

耐震バックチェックの最終報告をする予定であった平成２１年６月の期日

を変更した。 

（１０）方針変更後の事情その２ 

被告東電は，平成２０年８月２２日，東電設計から長期評価を用い，房総

沖地震の波源モデルを福島県沖海溝沿いに設定した場合の津波水位の試算

結果が敷地南部でＯ．Ｐ．＋１３．６メートルとなる旨の結果を受領した（以

下「平成２０年８月計算」という。）。 

（１１）方針変更後の事情その３ 

被告東電は，前記とは別の研究者（佐竹健治教授）から，貞観津波の数値

シミュレーションに関する原稿を渡された。被告東電は，耐震バックチェッ

クには取り入れず，土木学会の検討に委ねる方針とした。 

その後，東電設計からは，貞観津波の波源モデルを用いた津波水位の試算

結果が，福島第一原子力発電所において，Ｏ．Ｐ．＋８．６メートルから９．

２メートルとなるとの結果を受領した。 

（１２）方針変更後の事情その４ 

平成２１年６月開催の被告東電株主総会本部長手持資料には，福島地区の

津波評価において巨大津波に関する知見として推本の長期評価と貞観津波
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について記載され，これに伴う津波を考慮すると敷地レベルまで達し，非常

用海水ポンプは水没する旨が記された。 

５ 小括 

被告東電は，遅くとも平成１９年１２月には，長期評価をバックチェックに

取り込む方針をとり（当初方針），この方針に基づいて検討した結果，平成２

０年３月には福島第一原子力発電所の敷地高さを超える津波が到来する可能

性があることを認識した。 

ところが，被告東電は，平成２０年７月３１日，訴外武藤の指示によって当

初方針について方針変更を行った。 

これによって，被告東電は，自らの過ちを正す最後の機会を自ら放棄し，本

件事故を招来したものである。 

そして，これが人災であることは，検察審査会において被告東電の当時の最

高責任者である訴外勝俣，訴外武黒及び訴外武藤らが強制起訴されるに至った

点からも明らかである。 

第３ 被告東電社内文書について 

１ はじめに 

被告東電は同社の元取締役らを相手取った株主代表訴訟（以下「代表訴訟」

という。）において補助参加人として平成２０年３月計算がなされた前後の社

内文書を証拠として提出した（以下「東電社内文書」という。）。 

これらの書証はその重要性から本件訴訟と同種の各地訴訟において文書送

付嘱託を申し立てられ，かつ，それらの文書送付嘱託について被告東電が強い

反対意見を述べたにもかかわらず，採用をされていた。 

ところが，文書送付嘱託を採用した各地の裁判所において文書の提出を求め

られているにもかかわらず，被告東電は任意の提出を拒んできた。 
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その理由たるや，文書送付嘱託を求められた文書については提出すべき法的

義務がない等というものであり，制裁規定がないことを勘案しても，法廷軽視

も甚だしい態度というべきものであった。 

今回，上記代表訴訟事件について，本件訴訟原告が民事訴訟法９１条３項に

基づいて謄写請求を行い，東電社内文書を入手した。 

東電社内文書により，本件議決に至るより具体的な事情が明らかになった。 

２ 平成２０年２月１６日中越沖地震対応対策打合せ 

（１）審議内容 

平成２０年２月１６日に開催された中越沖地震対応打合せにおいて「Ｓｓ

に基づく耐震安全性評価の打ち出し方について」が，原子力設備管理課から

議題として上程された（甲Ｂ７２の３の１）。 

（２）Ｓｓに基づく耐震安全性評価の打ち出しについて（甲Ｂ７２の３の） 

上記議題に関して，「Ｓｓに基づく耐震安全性評価の打ち出し方について」

と題する全文１８ページからなる資料が配付された（以下「２月１６日資料」

という。甲Ｂ７２の３の２）。 

２月１６日資料の１２ページ及び１３ページには，「地震随伴事象である

『津波』への確実な対応」が記載されている。 

すなわち，２月１６日資料１２ページは，「（１）津波高さの想定変更（添付

資料参照）」と題して，従来の想定津波高さ（Ｏ．Ｐ．＋１５．５メートル）

と見直し（案）のそれ（Ｏ．Ｐ．＋７．７メートル以上）が記載されていた。 

この見直し（案）は平成１９年１１月試算に基づいて記載されたものであ

るが，備考欄には「詳細評価によってはさらに大きくなる可能性」と注記さ

れていた。 

また，見直し（案）の理由欄には，「海溝沿い震源モデルを考慮」とあり，

長期評価の見解に基づくものであることが明らかである。 
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そして，備考欄には，「指針改訂に伴う基準地震動Ｓｓ策定において海溝

沿いモデルを確定論的に取り扱うこととしたため。」（下線部は原告ら代理人）

と記載されていた。 

この「海溝沿いモデルを確定論的に取り扱うこととした」との記載は重要

である。 

海溝沿いモデルの採用について断定的な表現がなされており，当初方針が

社内で決定済みであることを裏付けているからである。 

この点，被告東電は，代表訴訟の補助参加人として，「『＋７．７ｍ以上』

という記載は，これに基づいて，補助参加人として何らかの経営判断・意思

決定を行うようなものではなく，実際にも，平成２０年２月１６日の中越沖

地震対応打合せにおいて，この記載に関連して，補助参加人の会社としての

経営判断・意思決定が行われたことはなかった。」と主張する。 

しかし，当初方針は，２月１６日資料より以前の平成１９年１２月までに

決定されており，そのことは２月１６日資料の記載ぶり（「海溝沿いモデル

を確定論的に取り扱うこととした」との記載）からも明らかである。したが

って，被告東電の主張は，平成２１年２月１６日に何らかの決定がなされた

わけではないという限りでは正しいが，そのことが当初方針の存在を否定す

る理由とはならない。平成２１年２月１６日よりも以前に経営判断・意思決

定はなされていたのである。 

３ 平成２０年３月２０日中越沖地震対応対策打合せ 

（１）審議内容 

平成２０年３月２０日に開催された中越沖地震対応対策打合せでは，審議

事項として福島第一・第二の耐震安全性評価があげられていた（甲Ｂ７２の

４の１）。 

議事録には津波について審議された記載はないものの地震随伴事象（津波）

に関する資料として３つの書類が提出された。 
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審議事項に記載が無いのは，これらの資料が既に決まっていた被告東電の

方針（バックチェックに長期評価を取り込むこと）に沿ったものであり，議

論が必要な内容を含まなかったからである。 

以下，（２）ないし（４）は，同日の中越沖地震対応対策打合せにおける

配付資料である。 

（２）福島第一／第二原子力発電所における地質調査及び地震随伴事象に関す

るスタンス 

この資料には「地震随伴事象（津波評価，基礎地盤及び周辺斜面の安定性）

については，現在解析・評価を行っているところであり，最終報告において

結果を示す予定。」との記載がある（甲Ｂ７２の４の２）。 

これは平成２１年６月に予定されていた最終報告までに長期評価に基づ

いて安全性を評価し，それと同時に対応を行うことを意味している。 

現にこの平成２０年３月２０日中越沖地震対応対策打合せまでに平成１

９年１１月試算の結果が明らかになっていたが，その二日前には平成２０年

３月計算が東電設計から提出されていた。 

この計算結果が平成２０年３月２０日中越沖地震対応対策打合せに提出

されなかった理由は，恐らく提出が打合せの直前になったことから同打合せ

に出席する役員等への説明をするための精査等が間に合わなかったためで

あると考えられる。 

（３）福島第一原子力発電所／福島第二原子力発電所「発電用原子炉施設に関

する耐震設計審査指針」の改訂に伴う耐震安全性評価（中間報告） 

平成２０年３月２０日の前記打合せにはバックチェックの中間報告書が

資料として配付されていた。その内容の概略は，下記の通りである（甲Ｂ７

２の４の３）。 
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前述したとおり，平成１８年９月１９日に安全委が新指針を公表し，翌２

０日，保安院は改訂された新指針に照らした耐震安全性の評価，すなわちバ

ックチェックを行うよう被告東電らに求めた。 

その後，平成１９年７月には新潟県中越沖地震があり，経済産業大臣より，

新潟県中越沖地震から得られる知見を耐震安全性の評価に適切に反映し，早

期に評価を完了する旨の指示がなされた。 

これを受けて，被告東電は平成１９年８月２０日，耐震安全性評価の見直

し計画書を提出し，平成２０年３月を目処に中間報告を行うこととされてい

た。 

耐震安全性評価は，「Ａ．地質調査の実施・活断層の評価」，「Ｂ．基準地

震動Ｓｓの策定」，「Ｃ．施設等の耐震安全性評価」の流れで行われるのであ

るが，このうち地震随伴事象に対する評価（津波に対する安全性）は，「Ｃ．

施設等の耐震安全性評価」で実施されることとされていた。 

このうち，中間評価においては，上記のうち，Ａ，Ｂ及びＣのうち福島第

一原子力発電所５号機における主要施設の評価までが報告対象となってい

た。 

津波についてはこの中間報告では報告対象とされなかったが，後記（４）

記載のＱＡ集によれば最終報告で示すこととされていた。 

（４）福島第一／第二原子力発電所「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査

指針」の改訂に伴う耐震安全性評価（中間報告）ＱＡ集 

「福島第一／第二原子力発電所『発電用原子炉施設に関する耐震設計審査

指針』の改訂に伴う耐震安全性評価（中間報告）ＱＡ集」（以下「当初ＱＡ

集」という。）は，津波等の地震随伴事象については「現在解析・評価を行

っているところであり，最終報告において結果を示す予定。」とされていた

（甲Ｂ７２の４の４）。 
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そして，この時期に長期評価を取り入れた津波高さの評価を行っていたの

は，前述の通りである。 

また当初ＱＡ集は「平成１４年に土木学会が発表した手法で安全性確認を

行っている。今回のバックチェックでは，その後の知見を反映する。」（下線

部は原告代理人）とも記載しているところ，「その後の知見」とは，津波評

価技術（平成１４年２月）の後に公表された長期評価（平成１４年７月）の

ことであった。 

そして，津波高さについては「現在，解析・評価中であり，結果は最終報

告で示す。」としていたが，その最終報告は平成２１年６月になされること

が予定されており，本来であれば，このときまでに長期評価を取り込んだ安

全性確保の措置がとられていたはずであった。 

（５）被告東電の説明 

被告東電は，代表訴訟の補助参加人として，「津波等の地震随伴事象につ

いては中間報告ではなく最終報告において取り扱うものとして位置づけら

れている」と主張する。 

しかし，ここで重要なのは報告の時期ではない（中間報告は平成２０年３

月，最終報告は平成２１年６月が予定されていた）。 

平成２０年３月２０日の時点において，津波等の地震随伴事象について被

告東電が長期評価に基づいて評価する方針（当初方針）をとっていたことこ

そが大切な事実である。 

４「福島第一／第二原子力発電所『発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指

針』の改訂に伴う耐震安全性評価（中間報告）ＱＡ集Ｒｅｖ９－１版」 

「福島第一／第二原子力発電所『発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指

針』の改訂に伴う耐震安全性評価（中間報告）ＱＡ集Ｒｅｖ９－１版」（以下

「改訂ＱＡ集」という。）は，平成２０年３月２０日の中越沖地震対応打合せ
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の後に，同月３１日の中間報告書の提出に向けて修正が加えられたものである

（甲Ｂ７２の５）。 

改訂ＱＡ集は「津波評価にあたっては，『原子力発電所の津波評価技術（Ｈ

１４年，土木学会）』以降に地震調査研究推進本部等から発表された最新の知

見を踏まえ，『不確かさ』の考慮として発電所の安全性評価にあたって考慮す

る計画」と長期評価をバックチェックに取り入れることを明確にしていた。 

また，「新たな知見に基づき，さらに評価を進め，必要に応じて対策を講じ

る所存」ともされ，長期評価によって予想される津波には対策を講じる予定で

あることも明らかにされた。 

また，津波に対する評価の結果，施設への影響が無視できない場合には，「非

常用海水ポンプ電動機が冠水し，故障することを想定した電動機予備品準備，

水密化した電動機の開発，建屋の水密化等が考えられる」としていた。 

これらの対策が最終報告（この時点では平成２１年６月の予定）までに実施

視されていれば，本件事故の発生は回避されていた。 

５ 新潟県中越沖地震を踏まえた福島第一・第二原子力発電所の津波評価委託 

（１）津波評価委託の概要 

「新潟県中越沖地震を踏まえた福島第一・第二原子力発電所の津波評価委

託」は，被告東電が訴外東電設計株式会社に対して長期評価の考え方に基づ

いて明治三陸沖津波地震の波源モデルを福島県沖海溝沿いに置いて津波の

計算を行ったものである（以下「本件津波評価委託」という。甲Ｂ７２の２）。 

これは，本件津波委託評価の「第２回打合せ資料」と題されており，平成

２０年４月１８日と日付があり，その頃作成されたものである。 

１ページ目の上端左上には，「調達番号：原設管－Ｈ１９－０１８」とあ

るので，実際の発注自体は平成１９年度になされていたことが明らかである。 
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（２）本件津波委託評価の意義 

本件津波委託評価の存在は，遅くとも平成１９年１２月までにはバックチ

ェックについて長期評価取り込みをするとの当初方針が存在したことを裏

付けるものである。 

この点，被告東電は，代表訴訟の補助参加人として，本件津波委託評価に

ついて次のように述べて手戻りが生じることがないようにしたに過ぎない

と弁明している。 

「仮に長期評価の見解を踏まえずに耐震バックチェックを実施した

後で，保安院から，長期評価の見解を前提とした評価を実施するよ

う指示されるということになると，改めてそのような追加の評価を

実施する作業が必要になってしまうことも想定された。そこで，補

助参加人の担当部署は，そのよううな手戻りが生ずることのないよ

うに耐震バックチェックにおける報告書の提出に向けた長期評価の

見解の取扱いの方向性を社内で検討することとし，かかる社内検討

のための参考資料として，これまでに大きな津波を伴う地震が発生

した記録のない福島県沖海溝沿い領域に，仮想的な断層モデル（波

源モデル）を置いた場合の津波水位の試し計算（明治三陸沖試算）

を行うこととした。」 

しかし，これまで述べたとおり，被告東電は当初方針においてバックチェ

ックに長期評価を取り入れることを決定していたのであるから，「手戻り防

止」というのは言い訳に過ぎない。 

（３）本件津波委託評価の浸水深の考え方 

本件津波委託評価の浸水深には大きな疑問がある。 

すなわち，本件津波委託評価は敷地南側（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）にお

ける最大津波高さはＯ．Ｐ．＋１５．７０７メートルとなり，浸水深は５．

７０７メートルとしている。 
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津波の性質より敷地高と等しい高さの津波が到来すれば敷地が溢水する

ところ（原告ら準備書面（１３）第２，２項参照），上記記載は津波高さか

ら敷地高さを単純に控除した数値を推定浸水深としており，本件津波委託評

価は，その津波の性質を念頭においた計算までは行っていないことを推認さ

せる。 

なぜなら，津波の性質に照らせば，敷地南側で津波高さはＯ．Ｐ．＋１５．

７０７メートルとなれば，敷地内の浸水深は５．７０７メートルをはるかに

超えることが強く予想されるからである。 

したがって被告東電が敷地（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）に高さ１０メート

ルの防潮堤を検討していたのは，津波の性質に鑑みれば当然のことであった。 

６ 耐震バックチェック説明会 

（１）議事メモ 

平成２０年９月１０日，福島第一原子力発電所からの要望に応じて，被告

東電の担当部署は，同発電所の職員らに対し，耐震バックチェックの状況に

ついて説明を行うための説明会を開催した（以下「本件説明会」という。）。 

「津波に対する検討状況」も議事事項として議事録に記載されているが，

これについては「機微情報のため資料は回収，議事メモには記載しない」と

秘匿が意図されていた（甲Ｂ７２の７の１）。 

（２）本件説明会での質問・意見 

「評価基準は終局耐力か？」との質問に対し，「ＩＶＡＳＯＳＳでも耐えら

れる，と言わないと運転停止させられかねない。バックチェックというより

バックフィットに近いが，仕方がない」との回答がなされていた。 

すなわち，被告東電は，バックチェックについて，安全性評価の結果，新

指針に適合しなければ原子炉の運転を止められる，すなわち，報告の際には

対応策が講じられている必要性があると認識していた。 
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（３）福島第一原子力発電所津波評価の概要 

本件説明会に資料として配付されたのが，「福島第一原子力発電所津波評

価の概要（地震調査研究推進本部の知見の取扱）」と題する資料である（以

下「津波評価概要」という。甲Ｂ７２の７の２）。 

津波評価概要は資料の右上に「会議後回収」と大きく印字され，その内容

を外部に秘匿することが意図されていた。 

また，津波評価概要の冒頭に記載されている「１．これまでの経緯」には次

のような知見が整理されていた。 

・地震調査研究推進本部の報告として，「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），三陸沖北部から房総沖

の海溝寄りのプレート内地震（正断層型）の震源域について領域

内どこでも発生する可能性がある。」（下線部は原文のまま）とさ

れた。 

・「専門家に海溝沿いの地震発生の可能性についてアンケートを実施」

「地震学者の平均はどこでも起きる方が高い。」 

・「●●教授（Ｈ２０／２／２６）福島県海溝沿いで大地震が発生す

ることは否定できず，波源として考慮するべきであるとの見解」

（原告代理人註：●●はマスキングされているが今村文彦教授の

ことである） 

・「○津波の波源不確かさを考慮すべきとする指針の精神，専門家の

意見を踏まえ福島沖の海溝沿いを波源とする津波の検討を実施

中」 

また同じく津波評価概要の「２．福島第一原子力発電所の計算結果」の「今

後の予定」には，次のように記載されていた。 

・「地震及び津波に関する学識経験者のこれまでの見解及び推本の知

見を完全に否定することが難しいことを考慮すると，現状より大
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きな津波高を評価せざるを得ないと想定され，津波対策は不可

避。」 

本件説明会は，当初方針が変更された後に開催されたものであるが，被告

東電が当初方針の変更にかかわらず，やはり将来的には長期評価に基づく津

波対策を講じざるを得ない状況であることを強く認識していたことを示す

ものである。 

「津波対策は不可避」とまで強い調子で記載されていることからも，敷地

を越える津波が到来する具体的な危険があるとの認識が，被告東電内で共有

されていたことが明らかである。 

この点，上記について被告東電は代表訴訟の補助参加人として「将来的に

一定の津波対策を実施する場合には，本件発電所の職員らにも一定の作業負

担がかかるなど，様々な影響が及ぶ可能性があることから，その旨を前もっ

て伝えておくために記載されたものである。すなわち，この記載は，他の領

域で発生した地震（明治三陸沖地震）の断層モデル（波源モデル）を仮想的

に福島県沖海溝沿い領域に置いて行った試行的な計算の域を出ないもので

ある明治三陸試計算の結果が示すような津波が，現実的に襲来する危険性が

存在するということを意味するものではなく，そもそも津波対策として特定

の内容を前提としたものでもなかった。」と主張する。 

しかし，長期評価に基づく津波対策をせざるを得ない状況にあったことは，

上記で指摘した各記載により明らかである。何よりも，被告東電が，資料を

会議後に回収してまで外部的に当該情報を秘匿しようとした事実から，いか

に被告東電が福島第一原子力発電所への津波襲来を具体的に懸念していた

かが理解される。 

７ 平成２１年９月１０日中越沖地震対応対策打合せ 

（１）審議内容 

平成２１年９月１０日，中越沖地震対応対策打合せが開催され，「１Ｆ・
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２Ｆのバックチェックの状況」が議題とされていた（甲Ｂ７２の６の１）。 

勝俣会長からの「最終報告とは工事まで終了しているということか」との

質問に対し，「バックチェックルール上，工事は後で良いことになっている

が，最近そうではないという流れもある」と回答されている。 

また被告東電の副社長だった武黒本部長の発言として「もともとは，最終

報告前に工事まですべて終了させる予定で国とも合意していたが，中越沖地

震の影響でＳｓの大きくなり，工事物量も増えそれができなくなってきた。」

とも記載されている。 

以上から，本来，バックチェックは最終報告までに対応するための工事完

了までが予定されていたことが明らかである。 

また被告東電の原子力設備管理課長から「もっと大きな１４ｍ程度の津波

が来る可能性があるという人もいて，前提条件となる津波をどう考えるかそ

こから整理する必要がある。」との指摘がなされていた。 

この平成２１年９月という時期は，当初方針が変更されてから１年以上を

経過していたのであるが，それでもなお，社内に長期評価に基づく津波想定

が必要との意見が社内にあったことを意味するものである。 

（２）福島サイト耐震安全性評価に関する状況 

「福島サイト耐震安全性評価に関する状況」は，上記打合せの資料として

提出されたものである（以下「平成２１年資料」という。甲Ｂ７２の６の２）。 

平成２１年資料の１ページには「耐震安全性評価に関するこれまでの経緯」

が整理されているが，これによれば，平成１９年８月２０日まではバックチ

ェックについての福島第一原子力発電所の最終報告期限は平成２１年６月

であったことが分かる。 

また，平成２１年資料の６ページには「耐震安全性評価報告書の構成（一

般的構成）」が記載されているが，その一番下にある項目「地震随伴事象（津

波）」には欄外に手書きで「問題あり」と記入されている。平成２１年資料
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が作成された当時にも津波の安全性評価については被告東電社内で議論が

あったことを推認させる。 

８ 小括 

 被告東電は，平成２０年３月には長期評価に基づいて福島第一原子力発電所

の敷地高さを超える津波が具体的に想定されることを認識しており，かつ，平

成２１年６月に予定されるバックチェック最終報告までに対策をも講じる予定

であった。 

 また当初方針の変更後も社内的には，敷地高さを超える津波が到来する具体

的な危険についての認識が共有されていた。 

以上 


