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大津波の警告を葬った
東電と国

添田孝史

＠たんばぼ舎

2018年4月8日

清水正孝〃東電社長会見

・2018年3月13日（地震の2日後）

「津波そのものに対する、これまでの想定

を大きく超える水準であった、レベルであ

ったという評価はしております」

東電福島事故はなぜ起きた？ 
．地震後の対処が不適切だった？ 

．もっと早くベント（減圧・排気）していれば‥ 

．菅さんが福島第一に乗り込んできて怒鳴ったから？ 

．1号機のIC（非常用復水器）が機能していたら… 

事故の根源的な原因は、東北地方太平洋沖 � 
地震が発生した2011年3月11日以前に求めら 
れる。i　　　　国会事故調報告書P．10 

原因〃責任問題のポイント

1．高い津波は予想されていた

2．東電は、対策コストや原発停止による電力
不足を懸念して対策を先送りした

3．回は、安全より国策（プルサーマル）を優
先し、東電の対策遅れを容認した

4．東電や政府事故調は、重要な事実をいくつ
も隠し続けてきた。今も隠している。

4つの事故調
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「福島第一原発事故と4つの事故調査委貴会」

国会図書館調査と情報756号2012年8月
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政府事故調最終　2012年7月

・東京電力の津波対策の経緯等を追ってみると、

同社には原発プラントに致命的な打撃を与える

おそれのある大津波に対する緊迫感と想像力が

欠けていたと言わざるを得ない。そして、その

ことが深刻な原発事故を生じさせ、また、被害

の拡大を防ぐ対策が不十分であったことの重要

な背景要因の一つであったと言えるであろう

東京電力の報告書　2013年3月

旧原子力経営層は、福島県沖を含め三陸沖北部

から房総沖の海溝沿いにおいて大地震（即ち大

津波）の発生は否定できないとの地震本部の専

門家の意見を軽視した

「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン」

東電や国の姿勢

東電
「津波は予見できなかった。しかし原子力損害

賠償法により無過失でも賠償することが定めら
れているので賠償している」

国

「事故の国の法的責任は無い。原発を国策とし
て進めてきた社会的責任しかない」
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国会事故調　2012年7月

・福島第一原発は40年以上前の地震学の知識に基づ

いて建設された。その後の研究の進歩によって、

建設時の想定を超える津波が起きる可能性が高い

ことや、その場合すぐに炉心損傷に至る脆弱性を

持つことが、繰り返し指摘されていた。しかし、

東電はこの危険性を軽視し、安全裕度のない不十

分な対策にとどめていた

未解明部分が多く残された

・揺れで原発の重要部分は壊れなかったのか

→新潟県の検証委員会

・津波対策を東電や国が見送った意思決定過程

→裁判の争点に

裁判のポイント

・予見可能性

敷地（海抜10m）を超える津波は予見できたか

・結果回避可能性

対策をとっていれば事故は避けられたか

・賠償責任

東電、国の責任割合
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さまざまな裁判
・損賠賠償請求訴訟（集団訴訟）

東電や国を訴えた集団訴訟は全国で約30あり
原告1万2000人以上。個人レベルでの訴訟を含
めると約400件。

・株主代表訴訟
東電の株主が、取締役の個人責任を追及して

いる。
・刑事裁判

勝俣恒久元会長、武黒一郎、武藤栄元副社

疑盛隷撥翻酷激起訴さ
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福島地裁「生業訴訟」で勝訴判決を告げる弁護団ら　2017年10月的甘　木野艦遠島握影

高い津波は想定されていた
一津波想定の変遷
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双葉町の現場検証
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双葉巾で現場榛証に向かう福寄地震の裁判官ら　2016年明17日（弁渡田提供〉1．
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1961年に地元町が誘致

・1961年、原発地元の双葉町、大熊町両議

会で誘致決議。
・1964年、木村守江氏は福島県知事に就任

。原発を中心に動き「原発知事」とも辞
されるようになっていた。

・4期連続当選後、1976年に収賄罪容疑で

逮捕される。知事としては初めて収賄で
有罪となった。



設置許可申請（1966年7月1日）当時

．津波の想定　3．1m

．既往最大＋安全余裕で設計していたo

．どこで大津波が起きるか、わかっていなか

った

津波予測が進化した

プレートテクトニクスの確立
1967年～1968年

地中の断層のずれ具合から、津波を数値計
算する方法の発展1970年代から

津波堆積物の研究1986年から

コンピューターの能力向上

日本海中部地震（1983）、北海道南西沖地震
（1993）のシミュレーションと検証
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数々の「前ぶれ」生かせず
・鰭蟻澱豊橋躍麿擢災
う」と判断される地震を想定する。
⇒2002年　地震本部長期評価

・2004年スマトラ沖津波

諾統轄報命ス写経辞幣緒論
われる」

・2005年宮城県沖地震

ぅ津波堆積物調査が進む。福島第一の想定を超
ぇる大津波が、過去に襲来していた証拠が明確
になった
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吉田調書から

貞観津波の波源で考えたときにも、うちの敷地
は3mか4mぐらしか来ないから、これは今の基準
で十分持つという判断を1回しているわけです。貞
観津波の渡瀬のところに、マグニチュード9が来る
と言った人は、今回の地震が来るまではだれもい
ないわけですから、それをなんで考慮しなかった
んだというのは無礼千万だと思っています。

吉田昌郎　政府事故調調書　2011年8月8日、9日その3
P．21

伝承が女川原発
を救った

東北電力の元副社長、故平井弥
之助氏（1902－86）。平井氏の実

家（宮城県岩沼市）の近くに、千貫
神社がある。今の海岸線から7キ
ロ以上内陸にあるが、仙台藩に伝

わる記録では慶長津波が到達し
た。

平井氏は「真鶴津波クラスに備え
る必要がある」と力説。設置許可
申請上は、「既往最大は3m程度」
だが、敷地高さは14　8mにした。

北海道南西沖地震で再評価動きだす 

・1993年10月　資源エネルギー庁が電事連に対 

して津波安全性評価を指示 
・94年3月、東電が報告書提出　文献記録のあ 

る1611年以降の13の地震津波を取り上げ、そ �� 

れらと比較して福島第一地点での最大の津波 
はチリ地震津波であると結論。高さ3．5m 

電事連への指赤、報告書、報告書の内容を審議 � 
した専門家会合の議事録、すべて非公開だった。 

26 

1994年津波再評

価の欺瞞

①東電（1994）M83

（D宇佐美（1987）M8・3±11

③箕浦民ら（2001）

④佐竹民ら（2008）M8・4
福島第一で9．2m
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「想定外し」が被害者を増やした

阪神・淡路大腰災 �神戸市の被害想定 

直下地麗 �M7、3 �想定せず 

震度 �7 �5強 

全壊建物 �67000 �3000 

火災 �7000 �110 

断水 �72万戸、消火栓も 　使えず �想定せず 

／諸国擬 � �∴一 �� 

、綴 

漢聞泳固、／六、、、詳言読嘉葉巻誉烹三言／’、、ここ‾ ������ 

〇〇〇〇〇」〇三、二、　　　　　（くく1べヾ＼今i＼、1、時 ��� 

豹上告主　薬樟葉諦華子レ一言、グ稿さく簸た極赦約－雄二泳鮒 

書一療纏騨擁騎輝繊薄）冬も粉荻′）轍鮒竜一

語群∵宮子言譲鱗∴；つでン中）瞳

東日本大霹災の記録　千葉県　2013年3月
httpsllwww・Prefchibaigjp／b。uSaikh掘nIkirokusI／documentS／lsyoupdf　ぅ，
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紳∴翠∴と∴鍍∴漆 研究者が警告していた
直下地震

神戸市周辺にみられる複雑

な断層系は、有史時代の記

録こそ少ないが、長い地質

時代において地震が繰り返

して発生した場所の証拠と

もなる。活断層の数多くあ

る神戸市周辺においても今

後大地震が発生する可能性

が充分ある。

地震本部（推本）とは

・地震防災対策特別措置法（1995年）で設置

・第7条　文部科学省に地震調査研究推進本都を

置く。

・第7条2の四　地震に関する観測、研究を行う

関係行政機関、大学等の調査結果等を収集し、

整理し、及び分析し、総合的な評価を行うこと
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日本海溝寄りの地震を予測

ノヽ〆

ノ
末書

圏“
ノ　し

2002年

政府の地震本部
日本海溝寄りのどこでも
M8級地震が起こりうると

予測

津波地震（明治三陸タイプ）
30年以内に20％程度

正断層型（昭和三陸タイプ）
30年以内4－7％

報告書によれば、「三陸沖北部から房総沖の海溝
寄りのプレート問大地震（津波地震）は、領域内
のどこでも発生する可能性があると考えた」とさ
れています。一方で、佐竹先生の論文（谷岡“佐
竹1996）では、典型的なプレート間地震が発生し
ている領域の海溝付近では、津波地震が発生しな
いことが述べられています。

弊社では土木学会に塞いて津波の検討を実施して
おりますが、推進本部から異なる見解が示された
ことから若干困惑しております。推進本部がその
ように考えた理由をご存知でしたらお教えいただ
ければ幸いです。
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東電社員「40分抵抗」

東電社員2002年8月5日メール

状況は以下の通りです。　　＿／
1－紫野4名が出雪／ノ俄乾
き況は以下の通りです。

（中略）
福島～茨城沖も津波地震を計算するべき。本日、
東北電力から説明を受けたが、女川の検討では、
かなり南まで渡瀬をずらして検討している。
ぅ谷田・佐竹の論文を説明するなどして、的分間く
らい抵抗した。結果的に計算するとはなっていな
いが、推進本部がなぜそうしたのか、委員の先生
から経緯を聴取するとなった（宿題）。

東電社員、佐竹氏にメール

2002年8月7日15時4分

佐竹健治先生

東京電力のロロです。

土木学会の津波評価部会では大変お世話になり、あり
がとうございました。

さて、7月31日に地震本部から公表された長期評価に関
して、委員でいらっしゃる佐竹先生にお聞きすれば分
かるかと思い、メイルさせていただく次第です。

佐竹氏、2時間後に返信

2002年8月7日17時12分

東京電力　ロロ様

津波地震については、その発生メカニズムなどまだ完
全に理解されているわけではありません。

谷間・佐竹（1996）では、少なくとも日本海溝沿いで
は1896年タイプの津波地震が発生する場所と、通常のプ
レート間地震が発生する場所とは異なる、と述べました
。ただ、これがどこまで一般的に成り立つかについては
、可能性を述べ、今後の研究を待つ、と結論しました。
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地震本部では、1約6年のほかに、1611年（慶長津波）、
1677年（房総沖）の地震を津波地震とみなし（これには私
を含めて反対意見もありましたが）、400年間に3回の津波
地震が起きている、というデータから確率を推定しました

また、津波地震については（中略）海溝沿いにはどこで
おきるかわからないとしました。これは、1611年、1677年
の津波地震の波浪がはっきりしないためです。

今後の津波地震の発生を考えたとき、どちらが正しいの
か、と聞かれた場合、よくわからない、というのが正直な
答えです。ただ地震本部では少なくとも過去400年間のデー
タを考慮しているのに対して、谷田・佐竹では、過去100年
間のデータのみを考慮した、という違いはあります。

・そこで、佐竹先生に、なぜどこでも起こるという結論

になったのかをお聞きした。
・佐竹先生は、分科会で異論をとなえたが、分科会とし
てはどこでも起こると考えることになったとのこと。

・土木学会手法に基いて確定論的に検討するならば福
島～茨城沖には津波地震は想定しない

．ただし、電共研で実施する確率論（津波ハザード解析
）では、そこで起こることを分岐として扱うことはで
きるので、そのように対応したい。

野田審査官からは、「そうですか。分かりました」とい
う回答がありました。

以上、ご報告します。

土木学会とは

土木学会原子力土木委員会津波評価部会
1999年11月～2001年3月

．委員30人中　電力会社員13人

電力中央研究所員3人
電力グループ会社員1人

．研究費や会議にかかる費用（約2億円）は全
て電力会社負担

．議事の公開　事故8か月後

．土木学会は東電株を3万株所有
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「そうですか」保安院審査官

8月23日（題名　津波地震に関する宿題の件）

関係各位
ロロ＠東電です。

お世話になります。
昨日、野田審査官に表記宿題の件、下記のとおり口
頭で説明しました。
・推進本部の長期評価部会　海溝型分科会に佐竹先

生が委員として入っていらっしゃることが分かっ
た。

保安院の言い分

「当時、全国の原子力発電所では、同じ年の平

成14年2月に土木学会が策定した「原子力発電所
の津波評価技術」に基づいた想定津波を前提と
した津波評価を決定論的に行うことになってい
ました」

li順修司・保安院原子力発電安全審査課
（2002年8月当時、耐震班長、その後、耐震安全

審査室長）　千葉地裁に提出した陳述書　2017
年11月24日

図

2月の決定と矛盾 
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