
． 

被告武蔵は，福島県生活環境郡長に対し， r津波の野価託ついては語集

｛後告武；ii)
敏告式穫が平成20年31129 自に誠震パックチエ~タの中間報告に測する打

合せに出席したととの限度で露める~t. 当該打合せが r中怠持地虫対応打ち合わ
せ』であったこと，当厳軍T合せにおいて丙SBの翼純の内容の欝績についての報 4

告や了承がなされたととは否館する．

町一…・同a・m ・－－－一一一一一一一－・・・H ・－一

【被告担輝ら 17名〉
不知ないし否箆する‘

【補勃費量知人｝
被告依藤の欝明内容については，櫨助参加入によるa否の限りではない．

3D I H20. 3 iパックチェック最終報告にて報告する．豪績の知見を踏まえて安全性ゎ野錨
をffラ.Jと践明した〈早75・6買｝． ｛被告疏蕗｝

被告武藤，'/Jf，横島県生活環境郎長に対し．要旨．原告ら主蛋の重量明書E符ったと
とは認める．

東京電力はz 保安践に対レ．積震パヲタチヱツタに罰して．代表プラント
31! BZO. 3 iである本件発篭員青島号機及び福島第二原子力発包所4号機の中間報告を提出i認める． I視種＠6～7頁〕

した｛甲29・458頁｝．

東京電力は..喰殺計との聞で．本件発電粛に到来する毘本海溝寄りの惣
az I H20. 4. 1s I定津波についての打ち合わせを行い，本件発噺に到来する棒蝉最大o.

P.+15.?mとなる前飽獄算鎗果曲噛針された｛丙85) • 

平成20年41118日に，東京電力の土木グ）Ir-ープが.Jk・電霞齢から丙85を
＊鍍したことは箆め，その余自主否IIする． 【櫨第＠3見積槽R2買， 4歯単＠5
,I～6頁1

33 1120. 6 

34f H20. 7 

35 HZO. 8 

36 HZO. 8 

｛補助参加入｝
平成20年6月に．土本グループや被告威臓が陶勝すみ会績が符りれ．覇軍会般

において場者歯乏積獄It:棋の：製紙重要が灘告書れたとと，その量産』民 (1)4m1絵、，11}

土木グJレープ｝弘被告武藤に錯し．長縄野信を用いた，明治三懐沖地震の樋上演さを低滋する方法，＠沖I::総量搬を陵町するためk，必要となる野猿祇＠
津波波源モデJI,を福島県沖海溝沿いに震定した場合の樟波水伎の量大信が重量ta磁の対療なついて倹討することとなヲたζとは篠弘その余は否鼠ずる．
地爾認においてO.P.+15. 7mとなる鉱算結果を報告した． l＿ーー晶 一 一一 ’ 
併せて，土木如レープは，被告武震に対し，原子炉建屋等を棒波から守る｛一－一一 一 一一 ← 

たilf.>に敏池上に訪潮堤を骸置する場合に紘， 0.P. + l Om以上の取地上.0車告威厳｝
に約10mの防潮獲を段置する必要があるととなどを2証明した． I 後uaがき平成20年6）！＇の会様において，土木グル｛プから長栂野信の 13%

話器獄事務諜霊長話器：：~長釘磁器語録 i欝躍思議事摂鳴E矯加議棋院品鵠芸喜
ついて．検討を指示した t甲75・6貰， IP92・11頁｝． iうことをm策するとともに，捗考のため， 004m盤への聾圭聖さを低践する方！

’法，母紳に総務調Eを般観するために必要となる鈴総冒t，信潮崎fO.対策についての
焼討を符うことを指示したととの限度で認め，その，~，;t否隠する． I後置①37
～3 9貰v被榎＠9～12買．後復③10～13頁1

被告Jr;.は．原子力陵備管理E’E薪混県中館沖地震対策セシター土木蹄重Eグ
ープ〈以下， 「土木..グループ』という.) ~対し，耐震パックチエ

タは．推進本憶の見解を取り入れずに従来の律波評価鏡衡に盆づいて実鎗 ． 
し，掛闘については土木特の検討に委ねるとととした．－ iで母方針…… τ一戸町一一守？日守、
蹄綿比土木融拘トプに越し， m方針について．融開齢！の方針が幌さ枇』と位認め，その制榔する. t梅崎7, 13～17 

の安員や保安院のWGI陸員の理解を得るととなどを指示した． i見積種＠11～1・3頁.1費噂⑮6～9JO
その鎗桑耐震バックチヱツタの最終報告をする予定であった平成21年

6月の1明日は延期されるとととなった (lji?5・6.J{，甲92’1l頁｝． l－－－・・・・M ・......._ ..... 

原子力安全議盤機構は， f炉4：、溶融に関する報告書jにおいて，偉渡のB
，で冷却水凋の潟水ポンプが猿慣した場合．鎌終的な熱の逃がし場を確保す
る機水冷却系が機健喪失し，炉心損傷に至る可能性があること，穂波の，JI!;響
で金交涜電源が裏失した混合には炉心損傷に歪るとと，その場合，蒸気底動
の炉心注水ポンプの運転制御用機曇へ給電するバッテリーへの充電を行うた
めの電車HI隠等が必裏となることなどを鎗鏑した｛甲20) , 

東京竃カは.J臣官車霞針に対し．房総狩地震｛延室5年（1677:11=）発
生｝が領島県宇和で起きた場合の樟濃の禽さも偶織に鼠算させた結集本件発
電所の敷地南部で0.P.+ 13. 6mとの依算結果を得た〈寧15，甲7
5・6～7頁，寧92・12頁｝$

5 

原子力安全義豊富煽績が f飽盤に係る確率治的安全評価手法の改良＝BWRの事
故シーケンスの総鱗紛＝1 （申20）を公表したことは鼠め．その余は筆書車す
る． ［後補答12～13貰，繍箪①21頁，檎皐R28貰，様箪⑤34～35
JU 

東京11カの担当糧事＇／） t,JI：宝房総持地震を容考に，房総枠の書持層モデル｛波書臣
モデJI,）を仮想的に.§島県神海溝費量い領犠t:適用した溺会の津波の高さについて
の計算を京電段針に委書毒して行ったところ．蹴行的な針算の畿を出ないものであE

る剖ー申15に記検された鉱算結果が傍られたととは蕗める， 【後補答ll頁，
械的17～18頁．舗輔17～19頁．捕輔10町



‘ 

耐震パvクチx型夕鶴明会｛本件売電所｝ ｛出席：猿制、劇が開催され
た．

『梅撤情緒J• f会滋後回収』とされえ問a明会の資料には．最大0.
P. +1 5. 7mとなる鼠算結果＠ほか，次のような飽述があり．推進本蕗
の知見に基づ〈津波対3割増討されたととは明らかである情90の1・

37! 1120. 9. ID 12) • 
・ 地震及び津波に踊する学鰻経験者のこれまでの見解及Z舟館本慢の知見 r………………………一……－・－.. ・－・H ・蜘…ー
を完全に否定するととが厳しいことを考慮すると．寝袋より大きな棒波高を
.. 鉱せざるを得ないと想定され．事事政対策は不可避．
・ JI(通市積書では，推進本留の知見（三笹神から廃車車神の領域内でどとで
も発生〉を参路し．三陸枠に地震を忽定．

おlHZO. 10 l平野：~，6怒：：磯信~ti謡rヂ普賢明智？った I芝袈造事事能郡誌も軍！~t~；iRf1禁控訴：

as I H20. 10 

40 I 1120. 11 

東京篭カ胤佐竹健治教疲らによる貞健榛被の波illlモデルに罰する鎗文案 l東京電力の担当鶴著書E佐竹健治綾援らによる験文『石巻・仙台平野におけるs
f佐竹億二.ff谷佑ー・山木滋『石巻・仙台平野における869年東観鯵波169年貞観津波白書k値シミュレーション』の案文を入手したζと捻包める． E披

の数..シミュレーシ冨ン＇j .以下『金物治文』という．〉を入手した〈早1I織答12貰，指隼l.])20民諸事＠20～21頁．指箪⑤B～11頁，錦犠⑨1
5，甲52，甲75・7頁， lf!9 2・12東） • jO頁1

東京電力の土木柵牽グループは，貞徳地震についても，爾震パックチェッ i東京電力の担業奮暑が，佐竹槍文で未確定ながら示主れていた複数の波書軍モデ
クには取り入れず，土木学会の検討に擾ねる方掛を採用した． 1.n，の療を用いた賦貯算をff』，.これにより， Z走行的な針算の壌を出ないものであ
その後，東京篭カの土木概査グループ胤東電震刷、ら．貞領事事波の故渡｜るが，甲15に紀検された書掛算結集がきれたととは毘め”その創立否隠す

モデルを用いた棒波水伎の鼠算結集が，本件発電所でO.P.+8. 7m～ ！る， ［号聖唖答 12頁a 績額①20頁．補敏c22～23頁，繍噂(7)24～25 
9. 2mとなるとの結集を得た〈甲92・12買〉． 1:n:.捕事窃9～10頁1

州 20.弘 8I月怒耕三官慧r：筈~trア仰最鯛告を平成21年s I箆める・［問7頁 ． 問l1～13見積輔8～B頁1

中鰭神地震対応持ち合わせが関係され【出席者t被告E毒侵，調清水，阿武
厩. IBJJI，悶威厳．関西漕，関d噂~.次のようなやり取りがされた｛丙8
9の1・2）‘

t鋪檎鯵加入｝

・・－・・・幽日一一…一一一日…・・...............…H ・・H ・H ・－－一一一一一…H 』“一－一…

〈被告IIH!il：及び調書官制
量産嘗帰後及びF電車青惑が平成21年2.1!11.Bに符われた中鎗枠法律対応釘合せ

に飴綜したこと，湾事容の1のお合せメモに原告らが事lfflする怒’Etただい売
書者の投機等はその来調ltz怒議－~で観畿されている．〉があるζとは滅私跨i… 械 …崎とと絵

なお，畿管線画書及び罵清水時圃
臓による発枇ついては綿悦
倉’ht出句事温皆慎，16!1.傘金量船負b‘a盟主苧:it明r，豊

原子力霞備管理費E長が， f土木学会務舗でかさよげが必裏となるのは，
1F5 6のRHRSポンプのみであるが．土木学会野信手法の使い方を良~－－·－….....・H・－嶋一一日一一一一一一…一一……一一一…一一一……
〈考えて＆鳴しな砂ればならない．もっと大きな14m程度の穂波が〈る可

があるという人もいて，”提条件となる君事波をどう考えるかそとから整
理量ずる必要がある．」と発言したため，被告武線が『女Jllや東祷はどうなっ

4211121.?. ll 1ているのか.Jと質問したととる， f当社と東海の問題忙なっている.j と
の闘答申tされた，

｛配布された資料 cr：槙島サイト耐震安全佐野偏に慣する状混』 【丙8
自の2)）には， f地鐙髄停事ao舵i!t)Jの郵分について． 『問題事
りJ‘ 『出せないj • f位宿されている〉』と書き込み古tあることか
ら，｝津波についてその智磁験されたととが蕗められる．
・ 被告清水は， 『パヲクチェックと耳目重量強化工事を平行でやっているとい

う表は見せなければならないのではないか・ Jと発曾した． 」…・・－判明……

6 

． 



’b 

r・・・・…－－一一ー・四・・・・・四・・・…...

f被告武掛
平成21年2./Jll即己中織持緒震対F草野合せが勝擁されたZ

F軍将合せに儲担軽レたとと．事唱釘創世において銀子会事噛智漫画
告ら主張め発奮脅し~乙と．際害T合ぜの滋事業終にF軍事事のまa
いたことの猪鹿？で認めるが，問符合せにおいて．符8902の置
に貝しが原告ら申書家豊臣するような繊抽が窓れたとの主張紋否認唱
合せなおいて匹 f女・111や3臨海紘；！；'.5時it？でいる織が.J • r盗事
な？ている.J • fパックチ:r.官タと総量量強鉱工事後半持でや古
はJlぜな妙れ紙ならないのではおいが..Jとのuがあったと喧
.，とはとれおのJ&'lfを鱒いたA体的な隠檎由司除いため本飢

ゐ小篇が
れてい
込みに
碍符合
れちの

......... ＿..＿，・・・・・u・・4・・骨骨・....・・・・・・・・・5・＠・・・・・・4肋骨・4圃島田島・a・・・”‘・・・4写・・・・・・e・・・・・跡‘・・・・・・・・・・・ー・・・

f披告放浪び関西署居｝
.• 高島21年2n11自に中館沖地震対応持合せ古鳴領されたとと，同打合せの

fl合せメモ〈丙89の 1) の出席者の概に f鼓」及び f西君事』との•llil殺があるこ
とは偲め，その余t.l不知ないし否認する．

｛繍助捗加入〉
東京電力の棒主総会に陶砂て，原子力・立場本書E援用に用意された接考資料

に， 『福島地震の徐被欝鋳』に関守る記臓があり．その中で.,I豊郷野信や貞寵担軽
波に関する毘縫がおるととはIIめ．その余は否認する．

十一一… …－ 
f被告跨俣及び関潜水3
後告E量俣及び阿清水11.原告らが主張する内容が配震された『掠主健会本官事長

- S手持ち資事専jを受け取っ・ておらず，かつ，その書証明を受けていないので．畿告E聾4

東京勧の継総会柑長輔ち酬に．福島艇の樟波野霊として， e:I五回棚氷糊 酬によって例措置する内容を醐したと主張するので
大糊に到する知見として，醐評価制綿織について箆杭とれ搭械否箆ない し 約 ， c崩磁3, 7貰143 I HU. 6 に伴う樟波を考慮すると象地レベルまで速し，非常用務浪ポンプは水設する！昭 広即時申咽

ととが記’書されていた押92・12, 2 1頁：） . ト一一一一一一一時一一一一一一一四一一一一一一一一一ー一

｛被告武泉及び田氏擁｝
榛主総会本歯車長手持ち貧終に， 『徳島地区の樟波野価』に関する記帳があり，

その中で，長期停缶争点領陳訟に関する館般があるととの震度で蕗めるがーその
2根内容の:iE磁性については杏挺する．

ト『回目白由自．山岡山ー自由 ー回目司同時間四

東京鴛カはF 土木学会に対し．平成20Ji.？月末の方針変更〈長沼野債の
取援いも含めて．棒波野信協会に検討することを決めた．）を踏まえて，津

44 I HZI. 6. II I波野価についての爾査研究を喬寵した．この番低研究期間は．平成24年3
月24日までと定められた f荷83) • 

舞台資源エ本JI,ギー調査会原子力安全・保安窓会耐震・構造11'.A't小委員会
地震・簿波．地質・地盤第32周合同WG（.専門寵会合｝において．岡村行
信費量JU:t.貨観地震による樟放の規模が想定されている塩屋埼沖地震による
俸波よりも極めて大きかったととや，震.識は仙台よりかなりJllfまで忽定す
るお要があるととなどを指篇し，貞観地震による棒波について，産業鏡荷量E

45 I 1121.6.24 i合研究所や東北大学の繍査報告が出ていたにもかかわらず，本件発電所の厳
it握指針のパックチェックの中間報告で，東京包カがとの棒波の原因となっ
た貞観地震について会〈触れていないのほ問題であるなどと指翁した．

ζれを受防て，保安畿の名倉安全審査官は． 『津波については，貞製の地
震についても踏まえた検討を詣然して本被告に出して〈ると考えておりま
す.Jと発曾した｛甲17・1? ]I{，甲18) • 

当初の耐震バックチェックの終了予定時期〈申29・452寛，申92・
46 1盟21.6末 I1 OJU 

名倉安全審棄官は，総合資書面エネルギー碩査会原子力安全・保安官事会爾
鍵・構造寂野小質員会地震・捧波，地質・地盤第33回合開明（Gにおいて，

471 821. 7. 13 i貞慎樟被の堆積物についての纏鎗を踏まえた上で．東京電力に対し， 『本報
告で樟波のととろもやづて〈るはず』等遺ベ，役針用穂波水位の評4置に貞観
地震を考慮するよう示唆した｛甲18，甲 l9・14頁｝．

東京電力は，佐竹槍文に基づ〈鼠算結果については保安院から明示的に穏
明を求められるまで脱萌不要との方針の下．保安院に対し，本件発電所の俸

制 I1121.8.28 明望号：：竪農民c主~報告甜い，想定輔の糊はo P. + 
保安院は，東京電力に対し，次の機会に佐竹論文に基づ〈鼠算結果の税務

を行うよう求めた［申28・401頁｝．

東京電力拡，保安誌に対し．貞観樟設に関する佐竹槍文に基づいて鼠算し
@ I u21. 9. 7 iた設賓の数値由s.本件発電所でO.P.＋給量. 6m～鈎呂. 9mであるとと

を説明した（申28の402頁）．

7 

〈被告相型車ら 17名）
不知ないし否隠する．

東京電力・IA樟波野省都会に対し，福島県搾海溝沿い領域における地鎗の取扱
いについて．続究の実施11聞を平成24.3月zaaまでとして袋討を張庇した
ととは：fi!l.め．その余捻否恕する． I檎準＠13'～ 17頁a 鵠噂＠12～15頁，
檎稽＠s～10頁，誠事R11～18貰2

総会資源エネルギー踊牽原子カ安全・保安穏会謝震・檎造段針小型署員会地
震・棒波，地質・地鎗包 21!重合同WGにおいて，甲17に密殺された騒拾がさ
れたととは毘め．毛蚕奈は否認する． 【後鋪毒事12頁．繍隼(D20頁，鋪噂＠2
5～Z S買，櫨噂(7)26～27貰．補箪③11～ 12頁】

認める． I繍単＠6東g 橋理＠草～7頁1

総合貧富車エネルギー関査会原子力安全・保安卸会E居侵・構造震計小委員会地
盤・棒波，地質・地盤鎗33包会情WGにおいて．甲191::記較された餓拾がさ
れたことは隠at>，その余は否毘する． ［被舗答12民議噂(DZ0頁，檎鯵⑧1
1～12貰］

東京電カが保安践に対して捧波評価技術に義づ〈想定伸被の指さを説明したと
と．平成21年8})28自に，保安磁の審査官が．佐竹槍文に示された断層モデ
JI, （波源モデル｝案に基づ〈本件発電所における樟綾水位はついて，賦It算結果
で構わないので臨喫するよう求めたことは鉱め．その余は否a・する． E揺噂R2
6頁，檎皐⑦27～28頁，犠1'1R11～12頁】

東京電力が保安践に対して佐竹敏文で提案された波源モデルを用いた波高の鉱
｜算結果が本件宛篭.ffiで0.P. ＋約自. 6m～鈎8. 9mであ合たという磁明を
したととは箆める． 【被補答l21{，補稽①20頁，槍準＠26頁，捕寧('2)27 
～28貰．舗僧，＠11～ 12実1

． 
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｛績助参加入〉
じ平成23抑 制蹴中継糊糊樹T制が糊された；：：J::.閥的鮒
目Eせメモ〈商事 80”のl:lf：館者鏑I:，被告鶴自民開首席耳丸掲撹..開館，開小
型・間輔自棚割瞬時抑制とと．商事Sの1の f主制調的側分に．被
4告武線のS軍奮として f縁者EはliJ!lff';tに.告書が簡でい〈が．縄りの.カ＃嚇
lわって〈ると3臣家減量Eいという震も鳴で＜？＞. lFl～3t~,;iちいかもしれない
が．全体としてよ〈対応している袋署監見せてい＜. .！とのaがあるとと肱麗め
る.ji軍司書の1のlJまの宮rJ.際I:r宮崎t平成22'!!2.146fJ（霞） J l:OJ総織が
ある紙これは r時：平成23年2前日（fl)J繍館である. ［：磯部7
実1
同・・・・・－・M ・H 一一一日・一一・尼崎wー・・…－－…一一一...……一一一一……………

f被告島俣及び岡清水〉
被告m俣及び肉情家が平成23年21.16自に随儀された中魁神地震対応会鑓に

出席したζと．情98の1の打合せメモに原告らが号rmする包織｛ただし，鎗言
者紘末尾に括司直鯵で記帳されている．｝があることは思める．
』なお．鎌倉餓僚理kぴ間清水•1. 原告らが主張する荷BSの1の打合せメモの発
｜曾について，具体的な記捻はない．

時………・....…目白山町四日目町四日町一，H ・M ・－…H ・H ・H ・H ・H ・－－・..... -......・M ・・・・…・

〈被告禽簸｝
平成22年21.169に中越神地震対応有合せが関織され，被告書主鹿が情打合せ

に出席したζとは奇gする．
E 荷98の1に概要が配電車された中館神地震対・Jlj;打合せ由.値されたのは平成2

地 震対応錦繍開催され｛出掛＝柚胤肺水．問蝋両！神2Jl6Bである杭批被告鵡煎献勧の醐役を退任した蜘軸で
議， ll!J1J峨；阿武鳳， R膏源七被告武薦鼠 『量蜘は玄R爾式に報告書がlあるので，4 箆否の寵りではない，
出てい〈が.JIIJりの憶力が絡わって〈ると東軍隊遭いという筒も出て〈る. I 
lFl～3はつらいかもしれないが，全体としてよ〈対応している安を見せ「町一日目・・－・・.........……一一…白山一－一一一一一－
てい＜.j と発言した｛丙98のll• I t被告武藤｝

平成22年2,1!B自に中盤沖地震対応打合せが開催され，被告氏薦が開打合せ
I:出稼したととは否恕する，
宵宮自の1に概要が記砲された中越沖地震対応打合せが開催されたのは率直亀2

3年21!自民であ弘被告武藤紘問符合せに幽腐した．彼倍氏磁が問打合せにお
いて f最短は五月雨式に報告書が出てい〈がF周りの電カが終わって〈ると家電
は遣いという話も出て〈る.1 Fl～Sはつらいかもしれないが，全体としてよ
〈対応している姿を見せてい〈，』との発曹をしたか否かについては，被告批際
立は開発曹をした具体的な記債がないため不知．

……………… 
t綾i!f,j¥,掛
平成22毒芋2,EJ6 Sに中滋神地鍵対応都合せが覇軍鍍され，被告小海が関釘合せ

1:lli，席したととは否寵する，
湾嘗事のlt::畿.地噛書罪された中越神鎗禽貴重忠釘会常が鏑値されたのは.,l¥t,£2
s•2ns沼であO，後世旨小織拡鱒釘合せにt陸自臨した．被告俄穫が問符合せにお
いて原告らが盆鑓ずる湾震をした＃暗かについて拡．畿管小樽I：：は問符奮を繍い
~具体的な節也がないため不拡
............・H ・..........................-........ -..... －－－・日目・・－・－日目白山......・H ・聞．自由....・H ・.....・・・.........町

｛被告量産及び関西樺｝
平成23年2116日に中路枠組震対応打合せが鱒継されたとと，問符合せの打

合せメモ｛丙98のりの出席者の槙I:f綾1及び f首題担』ーとの配織があるとと
捻箆め＝その余は不知ないし否毘する．

不知冒
I I ・ 本件売電車町は， It地があまり置くな〈．もともと郁痕に
I i要な地点だが，貞視の飽震は敷地高を大き〈超えるおそれが
I l ・ 津波の評価にはかなりの時間を要する可富島怯が高〈，ま
I i擁市場裏になる可能性も十二分足ある．

5% I H22. 6 

53 I HZ2. 8 

・ 東京電力t.t.役員クラスも』題担Eの婚震による樟波は認織している．
本件発寝所の棒波パックチェックの際価では，厳しい結果が予想され

る．

保安院は，当初予定し’ていた最終報告書官D提出期限を通告foと耐震バック
チェックの遅れを問題観するようになり，領事速な対し，道線報告書の鍵Iii
期限についての報告を求めた． i東京電力が，本件事政先生院に磁霞バックテエツタの最終報告を提出していな
騨遣は．上限摘を受杭鰍 健 闘 し ． 各 電 力 会 社 の 最 糊 悼 のiかったとと，本件発輔及び梅臨調子力蹄祷の最終報告書の蹴棚につ

蹴スケジュールをまとめて提出した．ぞれI:よると．本件畑駒聴 い 納 枇 諸 検討を進め．平即時12月時点1 平成23緒的軸
バッタチェックの僻櫛奮の提出主平成Z昨日末以降と蹄されてい127年度臓にかけて闘する開鵬を作成していたとと細め，その余師
たがJ 押師生備に．東購カが耐町ヲクチェック最鯛密接を制i知ないし吾隠する．
することはなかった． ， ’ 
東京電力の内部資料によると，本件事故時点における最終報告書の提出郷

漉民平成28年1月と定められていた〈申29・453東｝．

f議島地点津設対策ワーキング」を鴎催し．津波対2置のためのヱ事内容とし
て，梅水ポンプの電動梅の水密化等の検討を行ったととは恕め，その余は否憶す
Eる． 【舗穆⑥27～ZE頁．横$⑤15～16貰l

かった．
同ワーキングでは，長期野舗や3聖徳律波を踏まえた社内の賦算で，最高水

伎は， O.P.+15.7mと野値していた〈甲29・89頁．甲75・7I 

頁〉．
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54 lllZ. 12 さめし原たでご子場調とE合力いに司安炉．世心全海帯基鎮水で舞炉傷ポ心梅にン鍋歪構プや傷はる非餓．ま常でf炉用歪性デ心縛る構イと衝申量と産ゼにをし関，ル指発防指す波色るし報堤た機等告を〈書超曲甲噛Jえ2憧にる1）お禽喪失，いさてすの糊，る結樟果誌瑚の．臨篭寅 貫良の原＝余1子はBW否力安臨R全のす器事る縫故．議シI被機ーが橋ケ事ン事f平ス1成の3賦貰2，解1年掃街＝度事』①織2（震甲1貰記2録.1鎗〉る護箪を事＠公槍表2的しSJ安たZ全．と翁勝と草偏は⑥手隠訟め1の，1改そ

むけ保ると安障と肢波を予は対定策，推のし進て現本状い留る等が旨に義の測期情す報解る4健をE入明を改手を訂霊し，前して東し』京た町民電｛棒力甲畿に7対に5関する2臓を盛り込 平成2す3年るよ2｝！要に，Z書保し安た践こがと，は東認京め篭．そカのの害余事被は停不知恒なに関いすし否る取隠すり組るみ，我E況檎簿に4つD 55 HZ3. 2 し．本件発電車時ζお いて蹴明 ラ
• 1頁｝． 12頁1

56 H23. 3. 3 官鑑書し官，・能識..，，，・需品a品E・a合E晴E島弘晶纏表議町砧毒事d珂唖同哉腸と仏l'l)Jlll、r千で2轟ト謝戸野4傷~＂岨i通~：しt監？つ 時ーされて凶器態鵠磐越援問図に情’I{]z報東交換京金’Eがカmら電倍さ気事れ業た者とと いての
と 30

回 HZ1 3. 1 

ーてS原東．．発京穂7電m及波野力E～曙a拡：，島鏡．保第舗1安三でm院原示｝宛とさ，れ長』とfおてお期宮けい野ちる信る合樟断ヒわ層対波せ野モ応J値デしをルたに行つ量を着服用いい，てモいJデ保た安俄ルと民題算に結基すに対集づる書いしfた，面O，候を：徳交型．車結島付＋第果し

東京電力が保安院に対して申15櫨の策第①斜を2燭0賞いて，補報告懲＠をff'zたととは罷めaそ

がめ1（大紙明3治．算き三結：m農集な〉地る（震，可0.能』：恒P最観性．大樟が＋波Oあ8~るにP関i）す：～るを1佐報：．竹．告槍7し2m文mた．のCi斯た甲E宝珊だ1房モし1，総ラール沖申2地～を／fl震：割い：・短た程7大場度買合棒~－渡．のP波志．高位＋ 

の会は否隠する． I後編答121{, 東1

司降

畠


