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第１  ＩＡＥＡの安全基準及び地震調査研究推進本部地震調査委員会に

ついて  

 １  ＩＡＥＡの安全基準は「確立された国際的な基準」  

   債務者は，債権者らの主張につき，「我が国において，ＩＡＥＡの

安全基準に基づく規制がなされていなければ（新規制基準に取り込ま

れていなければ），その評価は不合理である旨を主張する」としてい

る（債務者準備書面（５）２７頁）が，誤りである。債権者らは，「現行

法上，原子炉設置者は確立された国際的な基準たるＩＡＥＡの安全基

準を踏まえて安全を確保することが要請されており，これを踏まえな

い場合，その評価は人格権に基づく差止請求訴訟においても不合理と

判断されるべきである」と主張している（準備書面（５）３０頁）ので

あり，行政庁による規制のことは直接には問題にしていない。  

   本裁判では，人格権に基づく差止請求権の存否が問題となっており，

言い換えれば，債務者において伊方原発の安全性を確保出来ているの

か否かが第一義的な争点である。原子力規制委員会における規制が不

合理と言えるかという点は，間接事実の１つに過ぎず，行政裁判では

ない本裁判では，第一義的な争点とはならない。  

   この点，原子力基本法は，第４章ないし第６章において，明確に私

人（原子力事業者等）の責務を規定しているように，同法は行政機関
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の責務のみを規定するものではない。そして同法２条１項においては，

原子力利用は，安全の確保を旨として，民主的な運営の下に，自主的

にこれを行うものとした上，同条２項において，安全の確保について

は「確立された国際的な基準」を踏まえるべきことが規定されている。

言うまでもなく，原子力関係法規上，原子力の安全確保について第一

義的な責任を負うのは原子力事業者である。こうした点からしても，

原子力基本法２条２項によって「確立された国際的な基準」であるＩ

ＡＥＡの安全基準を踏まえて安全の確保を図るべき責務は，第一に債

務者ら原子力事業者にあるというべきであり，原子力規制委員会がこ

れを規制に取り込んでいなくても，この責務が免除されるということ

はない。  

したがって，本裁判においては，原子力規制委員会がＩＡＥＡの安

全基準を採り入れているかどうかにかかわらず，これが「確立された

国際的な基準」と言える以上，当該基準を踏まえて，伊方原発が安全

であるか否かの判断を行うべきである。  

国会事故調（甲Ｃ１０・４８２頁）においては，東京電力が，「自ら

は矢面に立たず，役所に責任を転嫁する黒幕のような経営を続けてき

た」ことが強く非難されている。債務者における，ＩＡＥＡの安全基

準を規制委員会が採り入れていない旨の主張は，事故前の東京電力同

様の，規制機関への責任転嫁である。債務者において債権者らの主張

に対し正面から反論せず原子力規制委員会へ責任転嫁をする理由は，

債権者らが指摘した，国際基準における①最大潜在マグニチュードの

評価と，②サイトにもっとも近い場所における震源の想定に基づく地

震動評価（債権者ら準備書面（５）・３２頁）を，債務者が行っていない

からだと見るより他ない。  

ただし，ＩＡＥＡの安全基準を踏まえられていない規制は，原則と
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して不合理と考えるべきである。それはＩＡＥＡの加盟国としての義

務ではなく，確立された国際的な基準を踏まえられていなかったこと

（甲Ｃ１０「国会事故調」１１６頁等参照）が福島原発事故を招来した反

省を踏まえて設けられた原子力基本法２条２項及び原子力規制委員

会設置法１条という国内法の規定からすれば，当然のことである。  

 

 ２  地震調査研究推進本部地震調査委員会（「推本」）の見解について  

(1) 推本の成果物は個々の研究者の論文等と同列には扱えない  

   債務者は，推本の成果物について，国の機関で複数の専門家らによ

って議論がなされたという点で信頼性を有する知見であることは認め

つつも，その成果物は，個々の研究者が発表する論文や報告書と根本

的に異なるものではないと主張する（債務者準備書面（５）２９頁）が，

誤りである。  

   島崎邦彦氏（前長期評価部会部会長，海溝型分科会主査）が，千葉

地裁において，「地震学のような理学系の学問では，これまで誰も言っ

ていないような新しいことを提示するというのは非常に重要です。そ

のことがその後立証されて定説となっていった場合には，必ず最初に

言った人が尊重されるわけですね。ですから，人の言ったことを繰り

返し言っても価値はないです。人とは違う意見，自分だけの独自の意

見を述べるということがある意味我々の習性になっています。」（甲Ｄ

５４６の１  速記録２４頁）と証言しているように，個々の研究者の発

表は，既存の研究成果と重なるものであればほとんど意味がなく，独

自性の要素が非常に重視される。  

一方で，推本の成果物は，一線級の専門家が議論した上で示された

最大公約数的な見解であり，各所の防災対策等で直ちに利用されるこ

とを前提に国の見解として公表されるものであるから，独自性の要素
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は不要であり，信頼性だけが追求されていると言っても過言ではない。 

島崎邦彦氏が，「（地震学者の見解が）統一される場はありません。

統一したのは長期評価です。長期評価こそいろいろな地震学者の間で

達した結論です」（甲Ｄ５４６の２・３６頁）と証言している通り，地震

学者の間で統一的な見解が集約される場を敢えて挙げるとしたら，推

本を置いて他にない。さらに島崎氏は，千葉地裁に平成２８年３月１

１日付けで提出した意見書（２）において，「『長期評価』は，公表

時点での専門家の多数意見であり，防災関係者や一般国民に向けられ

た唯一の情報である。」（甲Ｄ５４７・２頁）とも述べている。多数の

専門家の最大公約数的な見解として推本が作成・公表したものとして

は，基本的に，震源断層を特定した地震の強震動予測手法（「レシピ」）

も同様である。  

   したがって，司法において，原子力事業者が策定した基準地震動の

合理性を判断する上では，長期評価や「レシピ」のような推本の重要

な成果物を十分に考慮しなければならないのは当然のことであり，

個々の研究者が発表する論文や報告と同列に扱うべきではない。  

(2) 推本よりもさらに安全側の想定が求められる  

   島崎氏は，同意見書（２）において，長期評価は，一般防災を目的

とし，評価対象となる地震は，大きな被害をもたらす地震で，それぞ

れの地域でもっとも起こりやすい地震を評価対象としていること，原

子力発電所のように一度重大事故が起きれば人の生命身体に深刻な被

害をもたらすような施設の防災のためには，一般防災としての「長期

評価」を適切に取り入れた上で，これにとどまらず，より頻度が低く，

より規模の大きい，最大規模の地震を想定することが必要であること

を述べている（甲Ｄ５４７「意見書（２）」２，３頁）。島崎氏が述べる

ように，長期評価は，基準地震動の合理性を判断する上で，最低限の
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基準として見るべきである。  

   また，推本が公表している「レシピ」についは，「誰がやっても同

じ答えが得られる標準的な方法論」を確立することを目指しており，

基本的に特定された震源からの平均的な地震動を評価する方法論の提

示を目的とするものであるから，これを原子力発電所の基準地震動評

価に取り入れる上では，さらに安全側の想定をすべきである。  

   債務者は，推本の地震動予測地図作成の前提となったデータは，防

災科研が運営する「地震ハザードステーション  Ｊ－ＳＨＩＳ」で公

開され，ここでは工学利用も前提となっていることから，原子力発電

所の耐震設計においても利用されることが予定されている旨主張して

いる（準備書面（５）３０頁）が，「地震ハザードステーション  Ｊ－

ＳＨＩＳ」のホームページには，原子力発電所の耐震設計における利

用が予定されている旨の記載はどこにもない。「地震ハザードステー

ション  Ｊ－ＳＨＩＳ」のデータを基準地震動策定の上でも参照する

ことは必要なことであろうがが，より安全側の考慮をすべきである。

同ホームページを運営している防災科学技術研究所（防災科研）の藤

原広行部門長は，原子力規制委員会の「地震・津波検討チーム」にお

いて，基準地震動に関し，「我々の認識が足りないところ，あるいは

方法論としてもまだ不正熟で足りないところ」があり，これを考慮す

る必要性を繰り返し訴えている（甲Ｆ２４「第３回会合議事録」３１頁，

甲Ｆ１３「第５回会合議事録」３３頁）ことからしても，原発の基準地震

動策定において，推本のレシピやＪ－ＳＨＩＳのデータだけに頼るよ

うでは，安全側の考慮に欠けると言うべきである。  

   よって，基準地震動策定の上で長期評価やレシピで示された見解を

考慮することは，最低限の要請であり，これらを基礎とした上でそれ

以上に安全側の想定をすることを基本に据えなければならないという
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べきである。  

 

第２  応答スペクトルに基づく地震動評価について  

 １  松田式のばらつき  

        松田式に関わる債務者準備書面（５）第２・１ (3)（４５頁以下）及

び同３ (1)ア（５９頁以下）に対する反論は既に債権者ら準備書面（５）

第４・１で述べた通りであるが，以下に主張を若干補充する。  

 (1) 松田式の理論的根拠とばらつき  

    松田式は，地震学の歴史上大変意義のある式ではあるが，その成

り立ち，根拠としたデータを見る限り，断層の長さと気象庁マグニ

チュードの概括的な関係を把握するのには有効という程度の式に過

ぎない。それ以上の詳しい用途には適切に誤差を見込んだ上で用い

るべきものである。  

そもそも松田式は厳密には回帰式とはいえないもので，松田

(1975)（甲Ｄ１０２・２７１頁）には「Ｍ８の地震ではＬ＝８０ km，

Ｍ７ではＬ＝２０ km として決めたものである」とあり，グラフにプ

ロットしたデータを見て，上記の２点間を「エイヤ」と線を引いた

ものに過ぎない。統計学的には厳密な方法とはいえず，回帰式を当

てはめると，Ｍに関する係数は０．６にはならず，０．５前後の値

にしかならない。  

    債務者は，松田式は単なる経験式ではなく，理論的背景を基にし

て策定されたものであると主張している（準備書面（５）４６頁）。  

地震学における経験式にはすべからく理論的背景はあるだろう

が，債務者の主張する「地震のエネルギーの大小は歪み領域（断層）

の大小に反映している」という理論的背景からしても，松田式がば

らつきの大きい式であることが分かる。  
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    まず，松田式は気象庁マグニチュードを推定する式であって，地

震のエネルギーを表す地震モーメントを推定する式ではない。気象

庁マグニチュードと地震モーメントとは基本的に相関関係にあるが，

厳密な関係性はなく，これらを結びつける代表的な関係式である武

村(1990)の式も大きなばらつきのある経験式である。  

    次の図は，武村(1990)（甲Ｄ５４８「日本列島およびその周辺地域に

起こる浅発地震のマグニチュードと地震モーメントの関係」２５９頁）

に掲載されたものである。黒い丸（ Inland）は内陸地殻内地震のデ

ータであり，濃い黒線が内陸地殻内地震についての気象庁マグニチ

ュードと地震モーメントについての関係式である（レシピとは地震

モーメントの単位が異なるため係数が違っているが同じ式である）。 

 

   このグラフにおいて，比較的データが豊富なＭ７付近を見ると，同

１０倍以上  

ばらつく！ 
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じ気象庁マグニチュードに対し，地震モーメントの最大値と最小値と

で，１０倍以上はばらつくということが分かる。  

   また，仮に債務者が主張するように震源断層の長さを事前に特定で

きたとしても，松田式は断層面積ではなく断層長をパラメータとして

いるため，断層幅に応じた誤差が出ることは避けられない。  

   債権者準備書面（５）７６頁に引用した図（甲１０７「Ｍ８クラスの

大地震の断層パラメータ」６頁 (a)）からしても，松田式は，同じ震源断

層長さ（L of rupture area）当たり，地震モーメントは最大値と最小

値とでは概ね１０倍程度の較差が生じる経験式であることが分かる。  

   さらに，仮に震源断層の面積を事前に正確に特定できたとしても，

地震モーメント予測の上ではばらつきが生じる。  

   例えば，次の図は，入倉孝次郎ほか「強震動予測のための修正レシ

ピとその検証」５７２頁（甲Ｄ１２８）に掲載されたものである。縦軸

が震源断層面積 (rupture area)であり，横軸が地震モーメントあって，

赤い点線（ This study）は入倉・三宅 (2001)の震源断層面積と地震モ

ーメントとの関係式（入倉・三宅式）である。  

 １０倍程度  

ばらつく！ 
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   同じ震源断層面積当たりで見ると，地震モーメントの最大値と最小

値とでは，概ね１０倍程度ばらついていることが分かる。  

   このように，松田式に理論的背景があるとしても，これがばらつき

のある経験式であることは疑いのないところである。  

債務者は，広島事件における審尋期日において裁判所から松田式の

ばらつきの要因について説明を求められ，準備書面（５）の補充書（３）

（甲Ｅ５の３・７頁）においてこの点の説明を試みている。ここで債務

者は，気象庁マグニチュードと地震モーメントとは相関関係にあり，

地震モーメントと震源断層面積とが相関関係にあると述べた上，断層

幅の違いによって松田式にばらつきが生じることは認め，さらにそれ

以外の地域特性によってもばらつきが生じる可能性も認めている。気

象庁マグニチュードと地震モーメントの関係も，地震モーメントと震

源断層面性との関係も，前記の通りばらつきのある経験式でしか表せ

ないことからして，債務者としても，松田式のばらつきの要因につい

ては，種々のばらつきによるとしか説明できていないと言える。  
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(2) 松田式が広く実務に用いられていることについて   

     債務者は，松田式が今も広く実務に用いられていることを主張する

（準備書面（５）４６頁）が，松田式が広く用いられているのは，活断

層から発生する地震の地震規模を事前に推定する上で他に適切な方法

がないことに拠るところが大きい。  

松田式のような大雑把な式が推本のレシピで採りあげられている

ことは，活断層から発生する地震の規模の事前推定の困難さや強震動

地震学の現状を示すものに過ぎない。松田式が広く実用されているこ

とをもって，審査ガイドⅠ .3.2.3（２）の規定があるにもかかわらず

松田式のバラツキを考慮しなくてもよいということにはならない。  

 (3)  地域特性についての債務者の主張  

   債務者は，松田式がばらつくのは基となるデータの地域特性が反映

されたものであると主張する（準備書面（５）６０頁）が，具体的にば

らつきの原因となる「地域特性」とは何なのかについての疎明がない。  

   松田式のばらつきについても地震の本質が破壊現象であることに起

因する偶然的不確定性が影響していると考えられる。したがってばら

つきは不可避である。  

仮にばらつきの原因をすべて「地域特性」で説明できるとしても，

その「地域特性」を具体的に特定できない限り，中央構造線断層帯に

おける当該「地域特性」の有無を確定できないため，結局松田式によ

って地震規模の想定に誤差が出ることは避けられない。  

 (4) 松田式の精度とセグメント区分について  

   債務者は，松田式の基データの気象庁マグニチュードを見直すこと

を主張しているが，それによっても，基データ上，多少ばらつきが少

なくなる程度で，松田式が誤差のない経験式であることにはならない。 

   債務者は，地表地震断層の長さではなく震源断層の長さを用いるこ
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とを主張しているが，債務者が用いている５４ｋｍや６９ｋｍという

想定自体，根拠が不確実なセグメント区分に基づくものであり，実際

に敷地前面海域の断層が活動した際，債務者が想定した通りの震源断

層の長さになるとは考えられず，これによる地震規模想定の誤差は避

けられない。  

債務者は，約４８０ｋｍもの断層長さを考慮しているのだから，も

はや地震規模を過小に評価する可能性は存在しないと主張する。  

だが，４８０ｋｍをセグメント区分して松田式を適用している以上，

松田式にばらつきがあるなら理論上は各セグメントの地震規模にお

いてばらつきが生じることになるから，合計しても誤差は避けられな

いことになる（債権者ら準備書面（５）７７頁参照）。  

その点は措くとしても，債務者は，４８０ｋｍケースの地震動想定

が６９ｋｍケースよりも下回ってしまっている現実を無視している。

すなわち債務者が応答スペクトルに基づく地震動評価において基本

的に用いている耐専式は，等価震源距離というパラメータを用いてお

り，１３０ｋｍないし４８０ｋｍケースではサイトから離れる方向に

断層が延びて行くことになるため，これらのケースでは等価震源距離

が著しく長くなる。そのことにより，６９ｋｍケースが最大の地震動

評価となり，４８０ｋｍケースが最小の地震動評価となるという，明

らかに矛盾した逆転現象が生じてしまっている。その結果，１３０ｋ

ｍや４８０ｋｍという長い範囲の連動を考慮しても，これらの地震動

評価が５４ｋｍケースや６９ｋｍケースの地震規模想定のばらつき

を最終的に補うことが出来ていない。  

岡村眞高知大学特任教授によると，東北地方太平洋沖地震や熊本地

震での経験を踏まえれば，断層がどのように連動するか事前に想定す

ることは極めて困難である（甲Ｆ１１０「岡村スライド」６１頁）。債務
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者は，セグメントやジョグという概念を持ち出して，敷地周辺の中央

構造線断層帯を細分するが，敷地前活断層はほぼ直線に同じセンスで

並んでおり，債務者のように断層を細分する科学的必然性はない。伊

方原発からもっとも近い敷地前断層の地点を中心に，松田式等の通常

の評価手法が適用できる最大値とされる１００～１３０ｋｍ程度 1を

基本ケースとして検討すべきである。  

 

【甲Ｆ１１０「岡村スライド」６４頁に加筆】  

 

審査ガイドⅠ .「2.基本方針」（４）には，敷地で発生する可能性の

ある地震動全体を考慮した地震動を策定すべきことが記載されており，

これは地震動評価に穴が生じないために規定されたものである（甲Ｆ２

１「地震・津波検討チーム第１１回会合議事録」３８頁，甲Ｆ２２「地震・津

                                                   
1 「『活断層の長期評価手法』報告書」（乙１４５・２６頁）では，１００ｋｍ以下

の断層帯については松田式を適用して地震規模を評価することがもっとも確からし

いと記載されている。  

直径約１００ｋｍ  
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波検討チーム第１２回会合議事録」５５頁（各藤原発言）参照）。伊方原発

の基準地震動は，松田式のばらつきを踏まえていないだけでなく，科

学的に十分な根拠がないセグメント区分をすることによって，地震動

評価に穴が生じてしまっている。松田式や耐専式を４８０ｋｍという

長大な断層の一部区間に使うのなら，これらが適用できる最大のケー

スを想定して穴のない評価を心掛けない限り，本件基準地震動は前記

審査ガイドの規定に反するというべきである。  

     

 ２  長大断層に係る地震規模想定について  

(1) 長大断層の評価についての知見は仮説段階  

     スケーリングモデルとカスケードモデルという用語にすべり量の飽

和を関連付けること自体は，専門家の間で一般に行われており（甲Ｄ

３０２「第２回専門家フォーラム」１７頁），何ら誤った用法ではない。

「活断層の長期評価手法」報告書でも，「 W.G.C.E.P.(1995)」の定義

によるカスケードモデルを採用することは見合わせ」 (乙１４５・２６

頁 )とあることからうかがわれる通り，「カスケード」と「スケーリン

グ」の用語法はやや多義的となっている面があるが，ここに記載され

ている１００ｋｍを超える断層の地震規模算定手法は，債務者の定義

によってもカスケードモデルというべきであろう。  

だが，本件で問題なのは用語の使い方ではなく，中央構造線断層帯

が広域に連動した場合を想定する上で，すべり量が飽和すると想定し

て基準地震動を算定することが適切か否かという点である。債務者が

一定以上断層が長くなるとすべり量が飽和するという前提のもとに

基準地震動を策定していることは疑いない。  

     債務者は，室谷ほか (2009)（乙９０）及び室谷ほか (2010)（乙９１）

に基づき，長大断層に限れば地表最大変位量は震源断層の平均すべり
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量の２～３倍であり，地表最大すべり量は断層長さ１００ｋｍで１０

ｍに飽和するとしている（債務者準備書面（５）５３，６７頁）が，これ

らは未だ仮説の域を出ず，確立した知見ではない。  

この点について，藤原広行・防災科学技術研究所社会防災システム

研究領域長（当時）は，「第５回  地震・津波に関する意見聴取会（地

震動関係）」において，債務者の中央構造線断層帯に係る地震動評価

につき，遠田晋次委員より， Murotani et al.(2010)に関して，強震

動の専門家の間でどのぐらい受け入れられているのかという質問が

なされたところ，以下のように，室谷ほか(2009)と室谷ほか (2010)の

内容をまとめた Murotani et al.(2015)（甲Ｆ９６）が出されることを

も見越したような意見を述べている（甲Ｄ５５０の１・３１頁）。  

 

長大断層の評価についてはまだ途上である。１つの仮説としての検

討結果が学会で発表されたというレベルである。ですから，まだ仮に

論文としてまとまろうがどうしようが，実際に起きた地震の記録を持

ってきちんと検証されたという例がほとんどなくて，まだ多く仮説の

段階である。ですから，長大断層についてのさまざまなパラメータ設

定は１つの仮説の延長線上で，仮にこういうふうに置いたらこうなる

というのが現状である。ですから，多くの不確実さを含んでいて，そ

ういったものに対して一体どういう評価を行うのか判断が今ここで

問われているという現状であると思います。  

 

この発言の要旨は，野津意見書（甲Ｄ４８０・３ 1 頁）に記載されたも

のと一致すると言ってよく，強震動地震学の専門家の共通認識である

と言える。  

日本の長大な活断層から発生する地震動を予測することについては，
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データがほぼないため知見が固まっておらず，モデル，知見に係る認

識論的な不確定性が大きい。本来，こういった限界を踏まえた上で，

分からない点は出来るだけ安全側に考慮するというのが，原発の耐震

設計においてあるべき「各種不確かさの考慮」（設置許可基準規則解釈別

記２第４条５項二号⑤）である。  

室谷ほか (2009)や室谷ほか (2010)が仮説段階であることは明らかで

ある。債務者においては，実証された見解ではないことを正面から認

め，その分の不確実さを考慮した地震動評価をすべきであるが，これ

を考慮していない点で債務者の評価は誤りである。  

 (2) 室谷ほかのデータについて  

室谷ほか(2009)（乙９０）及び室谷ほか (2010)（乙９１）を見ると，断

層長さが１００ｋｍを超える地震は１１個しかデータがなく，そのう

ちの１０個までが海外のデータであって 2（Stirling et al.(2002)は海

外のデータである。），前記室谷氏らの見解はそこから経験的に導か

れたものであることが分かる。  

だが従前より，「日本と北西アメリカの地殻内地震では，明らかな

違いがあることがわかった。同じ地震モーメントの地震に対して，ア

スペリティで占められている面積はほぼ等しいが，日本の地震の破壊

面積は小さく，平均すべり量は大きい」（ Somerville et al,1993）（甲

Ｄ３２２・２９２頁）等と指摘されていたように，海外のデータから経験

的に日本の地震のすべり量を推定することには過小評価のおそれが伴

う。  

しかも，室谷ほか (2009) （乙９０図２）を子細に見ると，限られたデ

                                                   
2 島崎邦彦氏は Murotani et al.(2015)が濃尾地震の断層長を１２２ｋｍと見ている

ことには批判的であり，６９ｋｍに過ぎないとしている（甲Ｄ５９１「活断層で発

生する地震の地震モーメント事前推定」）。島崎氏の見解を前提にすると，日本で長

大な断層の観測記録と言えるようなものは一切存在しない。  
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ータの中でも，地表最大変位量が１０ｍを超えるデータ（1999 Chi Chi 

台湾の集集地震）や，震源断層の平均すべり量が６ｍを超え地表最大

変 位 量 は そ の １ ． ５ 倍 程 度 の デ ー タ （ Stirling et 

al.(2002)(Strike,Normal)）（Figure5 からすると断層長は約３００ km）

という，室谷ほか (2010)等の結論と矛盾するものが存在する。なお，

室谷ほか (2010)では一度，集集地震のすべり量が１０ｍ未満に修正さ

れているが， Murotani et al.(2015)（甲Ｆ９６）で元に戻され１０ｍ超

になっている（下記は Murotani et al.(2015)Figure2(a)と Figure5 か

ら引用）。  

 

 

地表最大変位量  

１０ｍ超  
平均すべり量  

６ｍ超  

地

表

最

大

変

位

量 

震源断層での平均すべり量  
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さらに，推本の「『活断層の長期評価手法』報告書」（乙１４５・２

７頁）図２－９（ Manighetti et al,2007）（次図）には，地震時のず

れの量（縦軸Ｄ max）が１５ｍを超えるものが３，４個，ずれの量１０

ｍを超えるものは１５個程度プロットされている。個別のデータを検

討しなければ明確には言えないが，１００ｋｍで最大地表変位量１０

ｍに飽和するという室谷ほか (2009)等の結論はこれと矛盾しているよ

うにも解釈できる。この図２－９の曲線を無視してデータだけを見れ

ば，過去のデータ上，すべり量は飽和すると言えるのか，飽和すると

しても何キロメートルの断層から飽和するのかについて，確定的なこ

とを言うことがいかに困難であるかがうかがえる。  

見直された  

1999 Chi Chi 

 

L=100km 以上のデータ

は僅か１１個。  

そのうち１０個海外。 

 

地

表

最

大

変

位

量 

断層の長さ  

平均すべり量  

６ｍ超のデータ  
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２０１６年熊本地震のように，精度の良い観測記録が相当数収集さ

れている地震でも，最大すべり量は，纐纈他では８．３ｍ，久保他で

は３．８ｍ，Yagi et al.では５．７ｍとかなりばらついている（甲  Ｆ

１１０「岡村スライド」２５頁）。このように，特に長大ではない断層か

ら発生した最近の国内の地震でさえ，すべり量は解析者によって大き

くばらつく。まして海外の地震については，設置されている地震計の

数も十分ではなく，地盤情報も精度の良いものが少ないことから，す

べり量の解析はさらに困難であって誤差が大きい。  

このように，断層長１００ｋｍで地表最大変位量１０ｍに飽和し長

大断層では地表最大変位量が震源断層の平均すべり量の２～３倍にな

ると見る室谷ほかの見解については，様々な不確かさが伴う。こうい

った不確かさを直視せず安易な想定をすることは，万が一のことまで

考えなければならない原発の基準地震動の想定において相応しくない。 
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(3) レシピ改訂と室谷ほかについて  

債務者は， Murotani et al.(2015)がレシピに記載されたことによっ

て室谷ほか (2009)等が確立された知見となったかのような主張をして

いる（債務者準備書面（５）５４頁）が，レシピでは，Murotani et al.(2015)

のうち Mo=S×1017 という関係式が採用されただけであり 3（乙３８・４頁），

地表最大すべり量は断層長さ１００ｋｍで１０ｍに飽和するという部

分も，長大断層に限れば地表最大すべり量は震源断層の平均すべり量

の２～３倍となるという部分も，レシピでは採用されていない。  

むしろレシピでは，断層幅と平均すべり量が飽和する目安として，

Mo＝ 1.8×1020(N・ m)が記載された（乙３８・１２頁）ことからすると，

Murotani et al.(2015)において断層長１００ｋｍですべり量が飽和す

る旨の見解は否定されたとも解される。  

(4) 小括  

      ４８０ｋｍもの長大な活断層から発生する地震動を予測する手法は

確立されていないため，そのような規模の断層から発生する強震動を

想定しなければならないことが明確になった時点で，伊方原発は立地

不適であると考えるのが正しい。  

だが，もしどうしても伊方原発の地震動評価をしなければならない

としたら，保守性の確保のために，すべり量は飽和しないという仮定

を置くべきである。  

 (5) 長期評価との齟齬について  

ア  ずれの量について  

    債務者は，長期評価における石鎚山脈北縁西部－伊予灘のずれの

量２－７ｍという設定を室谷ほか (2010)等及び堤・後藤 (2006)（乙

                                                   
3 推本では全国地震動予測地図を作らなければならない関係上，かねてから室谷氏

らの知見を用いて長大断層から発生する地震規模を推定していた。その関係で新し

いレシピにおいては Murotani et al.(2015)を記載することになったと思われる。  
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８９）等の知見から過大であるかのように主張する（答弁書２９０頁，

準備書面（５）６６頁）。  

岡村眞高知大学特任教授によると，堤・後藤 (2006)に記載されて

いる四国西部での変位量２～４ｍというのは，前回の活動（最新の

活動）の変位量にすぎない（甲Ｆ１１０「岡村スライド」７５頁）。長

期評価（乙３３・２頁，３３頁）によると，四国東端の鳴門市付近か

ら愛媛県伊予市を経て伊予灘の佐田岬北西沖付近に至る範囲では，

１６世紀に最新活動があったと推定されているが，比較的短い時間

間隔で複数の区間に分かれて活動した可能性があり，最新活動時に

どの区間が連動したかは分からない。仮に活動区間が同じとしても，

前回のすべり量が次回のすべり量と同じかどうかも分からない。将

来における１３０ｋｍや４８０ｋｍといった広域での連動の際の

ずれの量について，最新活動時と同じになる保障はなく，不確実さ

が大きい。  

また，岡村教授によると，堤・後藤 (2006)は痕跡が残されている

場所のみにデータが限られており，データの分布は均等ではなく，

数も十分ではない（甲Ｆ１１０「岡村スライド」７６頁）。債務者は，

２～４ｍという数値を最大地表変位量と推定するようであるが，限

られた調査結果を最大値と解釈することには飛躍がある。最新活動

時の地表平均すべり量と推定する方がまだ適切であろう。 Wells 

and Coppersmith (1994) （甲Ｄ５５２）（同論文では１００ｋｍを

超えるような断層も適用対象となっている。）によると，平均的に

は「地中平均すべり量」は「地表平均すべり量」の１．３２倍とさ

れていることに当てはめると，２～４ｍを地表平均すべり量とすれ

ば，地中平均すべり量は２．６４ｍ～５．２８ｍになる。  

さらに，限られたデータしか存在せず不確実さが大きいことを前
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提に，将来発生し得る最大規模の地震について地中平均すべり量を

予測する場合，中央構造線断層帯の震源断層は地下でつながってい

ると考えられることから，石鎚山脈北縁西部－伊予灘の活動区間

（約１３０ｋｍ）について，他の区間（讃岐南縁）における調査結

果の変位量７ｍから推定することは，特段不自然なことではない。 

債務者は，断層の平均すべり量を地表最大変位量と同じ７ｍに設

定すると，室谷ほか (2009)の知見に照らせば地表最大変位量は１４

～２１ｍとなるとし，室谷ほか (2010)の知見や堤・後藤 (2006)の調

査結果と整合しないとしているが，室谷氏らの知見が仮説に過ぎな

いことは，前記の通りである。堤・後藤 (2006)における四国東部の

変位量７ｍも，四国西部における２～４ｍのずれの量も，たまたま

見つかった最新活動時のずれの量に過ぎず，１３０ｋｍや４８０ｋ

ｍが連動する際の地表最大変位量と同じとは言えない。前記債務者

の主張は，堤・後藤 (2006)の解釈を誤り，また確実でない知見をさ

も確実であるかのように用いている点で，不適切である。債務者は，

推本の「地表最大変位量（７ｍ）が断層の平均すべり量と同じとい

う仮定」は不合理であるとしているが，推本は７ｍを「地表最大変

位量」とは認定していない。  

    なお，推本はずれの量をすべての区間で７ｍと仮定しない場合の

モーメントマグニチュードも算出し，当麻断層－伊予灘西部断層ま

で約３６０ｋｍ区間につきＭｗ７．９－８．３としている（乙３３・

７８頁）。この数値からしても，債務者の想定（４８０ｋｍケース

でＭｗ７．７－８．０）はやはり過小である。  

イ  「活断層の長期評価手法」報告書の不採用について  

    債務者は，「活断層の長期評価手法」報告書（乙１４５）に示された，

断層幅の４倍を超えない活動区間に区分して地震規模を求める手法
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につき，地震学的に合理性を有すると主張しており（準備書面（５）

６２頁），債権者らとしても，この合理性を全否定するつもりはない。  

    しかし，この手法によるとどの程度正確に長大断層から発生する

地震の地震規模を予測できるのかという点の検証はなされておらず，

この手法が記載されるに至ったのは，理論的な理由によるものであ

る。だが，長大断層については観測例が少ないため，この理論式に

ついては不確定性が大きい。  

推本の長期評価部会としても，「マグニチュード８．０程度もしく

はそれ以上」という，自治体の防災担当者が困惑するような中央構

造線断層帯の長期評価の記載は，可能であれば改めたいと考えてい

たはずである。推本が長期評価を改訂するに当たり，上記手法の信

頼性を高く見ているのであれば，当然この手法によって将来発生す

る地震規模の最大値を算定したはずが，これをせず，中央構造線断

層帯については多くの調査により地表付近の断層の傾きや過去の活

動におけるずれの量が報告されていることを踏まえ，従前どおり

Kanamori(1977)の式によってモーメントマグニチュードを算定する

こととした。つまり推本は，中央構造線断層帯については，「活断層

の 長 期 評 価 手 法 」 報 告 書 に 記 載 し た 手 法 を 用 い る よ り ，

Kanamori(1977) による方が，適切に地震規模を推定できるという判

断をしたということである。  

    このことからしても，債務者において「活断層の長期評価手法」

報告書に記載されている手法を採用している 4からといって，長期評

価に記載された最大のモーメントマグニチュードを無視してもよい

ことにはならない。  

                                                   
4 ただし厳密には，債務者は断層幅を１３ｋｍとし，その４倍よりも長い区間を設

定しているため，「活断層の長期評価手法」報告書に記載された手法はとっていない。 
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ウ  小括  

    前記の通り，長期評価は一般防災を対象にした想定をしているに

過ぎず，原子力発電所の評価ではその地震規模に上乗せすることが

検討されてしかるべきである。債務者の主張からは，長期評価に記

載されたモーメントマグニチュードを無視してもよい正当な理由は

見いだせず，１３０ｋｍケース，４８０ｋｍケースの地震規模の過

小評価は明らかである。  

 

 ３  距離減衰式のばらつき  

 (1) 耐専式のばらつきについての債務者の主張  

債務者は，耐専スペクトル（耐専式）のデータベースのばらつき

は，各データが観測された地点の地域特性そのものであるところ，

本件発電所の地震動評価において反映すべきは本件発電所の地域特

性であることから，耐専スペクトルのばらつきを考慮しなくてもよ

いかのような主張をしている（準備書面（５）６７頁）が，これには以

下の３点で誤りがある。  

まず第１に，距離減衰式のばらつきの要因の約半分は偶然的不確

定性による旨の債権者らの主張を無視し，ばらつきをすべて地域特

性として事前に把握できることを前提としている点で誤りである。  

第２に，仮に耐専式のばらつきに地域特性が影響しているとして

も，ばらつきを示す各データに具体的にどのような地域特性が影響

しているのかを特定しなければ，伊方原発にそのような地域特性が

あるかどうか確認できないはずだが，その点の検討を怠っている点

で誤りである。  

第３に，耐専式のばらつきに地域特性として事前に把握できるも

のがあるとしても，データの少なさや知見ないし技術の限界による
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認識論的不確定性によるばらつきは残っており，その可能性を認め

ていない点で誤っている。  

以下これら３点について詳述する。  

 (2) 偶然的不確定性の無視  

一般に，地震動予測式のばらつきの要因は認識論的不確定性と偶然

的不確定性に区分される。認識論的不確定性は，「より正確なモデル

化や新しい知見・データを追加することで低減可能なばらつき」，偶

然的不確定性は「新しい知見・データが追加されても低減不可能なば

らつき」と定義されている（甲Ｄ３０７「距離減衰式における地震間のば

らつきを偶然的・認識論的不確定性に分離する試み」，甲Ｄ３０８「距離減衰

式のばらつきに関する検討」参照）。  

債務者は，伊方原発の地域特性を適切に反映したと主張するが，地

震の本質は破壊現象であるから，不可避的に「偶然的不確定性」を含

むのであり，これに起因して地震動予測式にバラツキがあることは必

然である。島崎邦彦氏が千葉地裁で，「地震の発生は破壊現象であり，

その中には必然的に偶然に支配される部分が入ってきます。ですから，

地震あるいは津波の詳細まで予測することはできません。」（甲Ｄ５

４６の１  平成２７年７月１０日付け速記録４０頁）と証言している通り

である。  

耐専式に限らず，距離減衰式は少ないパラメータで地震動を予測す

ることから，「モデル化しない（できない）ことによって生じる偶発

的ばらつき」（甲Ｄ１３０山田・他 (2007)１０５頁参照）は不可避である。  

内山・翠川 (2013)（甲Ｄ１１８，甲Ｄ３０７・３８頁）において「震

源特性における震源メカニズムや破壊伝播方向，伝播経路における

媒質（速度，減衰構造）の不均質性，サイト特性における地盤の不

整形性や入射角などによる地震動強さの違いは予め想定することが
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困難であり，これらが地震間および地震内のばらつきにおける偶然

的不確定性の要因になっていると考えられる。」と示されている通り，

震源特性，伝播（経路）特性，増幅（サイト）特性との３分類をして

も，いずれにも偶然的不確定性が絡んでくる  

  距離減衰式における「偶然的不確定」によるばらつきを否定する

見解は皆無であり，「偶然的不確定性」を低減させることは，この概

念の定義上できない。したがって，強震動予測を行う場合，当該予測

手法のばらつきによって想定を上回ることを避けるためには，出来る

だけこの「偶然的不確定性」を定量的に把握した上でその分の余裕を

持たせることが重要である。  

内山・翠川 (2013) （甲Ｄ１１８，甲Ｄ３０７・３８，４８頁）では，

既往の研究において，距離減衰式の回帰分析における地震間のばら

つきの標準偏差の７０％程度，地震内のばらつきの標準偏差の４０

～５０％程度が，偶然的不確定性によると指摘されていることを踏

まえつつ，偶然的不確定性の標準偏差は，距離減衰式における地震

間のばらつきの標準偏差に比べ，最大加速度はその６０％程度，最

大速度はその８０％程度となるという研究成果が述べられている。

この研究成果からすると，距離減衰式全体のばらつきの概ね半分程

度は，偶然的不確定性によるものと見ることができる。  

距離減衰式を発表する論文には必ずと言っていいほど，その元デ

ータとの回帰誤差が示されている。各式によってその数値は異なる

が，例えば，本件で用いられている距離減衰式の１つである内山・

翠川 (2006)の回帰誤差は，下記図８（甲Ｄ３０９・８５頁）から読み取

れる限り，対数標準偏差（下記縦軸 standard deviation）で０．３～

０．５の範囲にある。これは，標準偏差で平均から２倍，３倍程度

までばらつくということを意味する。  
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【甲Ｄ３０９  内山・翠川 (2006)・８５頁】  

 

   債務者は，本来こういった既往の研究成果を活用して偶然的不確定

性によるばらつきを定量的に評価し，基準地震動評価に取り込むべき

であり，それは十分可能であるはずが，これを怠っている。  

  この点，ＩＡＥＡの安全基準ＳＳＧ－９の 5.6 でも，距離減衰式に

は偶然的不確定性 (ℇgm)を要素として含むべきこと，同 7.1(4)(iv)では

距離減衰式等の地震動予測式における関係式のばらつきを考慮すべ

きこと，同 (5)では偶然的不確定性と認識論的不確定性の両方を適切

に取り扱うべきことが記載されている。距離減衰式において偶然的不

確定性を考慮しないというのは，「確立した国際的な基準」（原子力基

本法２条２項）に反し不合理な評価である。  

債務者は，偶然的な不確かさについて，安全側に重畳させて基本震

源モデルに予め織り込むこととしたとも主張している（準備書面（５）

６８頁）が，距離減衰式の適用に際し具体的にどこへどのように織り

込んだのか，明らかではない。債務者において偶然的不確定性による
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距離減衰式のばらつきを考慮できておらず，敢えて債務者に有利に考

えても，内陸補正係数を用いないという方法でしかこれを考慮してい

ない。  

 (3) 偶然的不確定性の考慮は規則の要請  

    審査ガイドⅠ3.3.3（２）①１）では，アスペリティの位置・応力

降下量や破壊開始点の設定等は特に重要であるとされているが，耐

専式等の距離減衰式を用いる「応答スペクトルに基づく手法」では，

応力降下量や破壊開始点の不確かさをパラメーターとして考慮する

ことはできない。したがって，これらは，山田ほか (2007)（甲Ｄ１３

０）表１「“バラツキ”の分類」に記載された「①モデル化しない

（できない）ことによって生じる偶発的なバラツキ」であり，耐専

式の偶然的不確定性の要因と言うことも出来る。  

    債務者が，設置許可基準規則解釈別記２第４条５項二⑤は「例示

されたすべての不確かさを応答スペクトルに基づく地震動評価にお

いて考慮すべきことを要求するものではない」（準備書面（５）７０

頁）と主張していることからすると，アスペリティ応力降下量や破

壊開始点等の不確かさは断層モデルを用いた手法だけで考えれば十

分であるという認識のようである。だが，現在の断層モデルに基づ

く手法に，距離減衰式を用いるよりも高度の信頼性があるとは言え

ない。そのことは，推本のレシピでも「予測結果の検証」として距

離減衰式を用いた推定値との比較が記載されている（乙３８・３３頁）

ことからして明らかである。  

そもそも，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動評価」に

おいて，応答スペクトルに基づく手法と断層モデルを用いた手法の

２つを併用する趣旨は，いずれの手法でも十分な保守性を確保する

ことで手法の未成熟さによる過小評価のおそれを可能な限り低減
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させるところにあったはずであり，そうである以上，その一方にお

いて不確かさの考慮が不完全で非保守的となってもよいというこ

とにはなり得ない。  

    したがって，アスペリティの応力降下量や破壊開始点の設定等，

「応答スペクトルに基づく手法」における「モデル化しない（でき

ない）ことによって生じる偶発的なバラツキ」は，耐専式等の距離

減衰式による地震動評価に定量的に地震動を上乗せすることによっ

て考慮するのが，設置許可基準規則の解釈別記２第４条５項二⑤や

審査ガイドⅠ3.3.3（１）で要求されている，不確かさの適切な考慮

というべきである。  

糸井ほか (2009)5には，「距離減衰式の地震間誤差が主に断層パラ

メータの影響で説明可能であることを示した」（甲Ｄ５５４・１２８頁）

とあるように，距離減衰式の震源特性に係るばらつきは，断層モデ

ルにおけるパラメータの不確かさに相当するものと考えられる。こ

の点からしても，前記のような解釈は正当なものである。  

 (4) ばらつきの原因となる「地域特性」の詳細が不明  

第２点目として述べたように，債務者は過去のデータのばらつき

の原因となる地域特性を十分に特定できておらず，したがって伊方

原発におけるそのような地域特性の有無につき確定できないはず

が，債務者は「耐専スペクトルのデータベースのばらつきは，各デ

ータが観測された地点の地域特性そのものである」（準備書面（５）

６８頁）等と抽象的に述べるだけで，この点を誤魔化している。  

したがって，伊方原発には地震動を大きくするような地域特性が

存在する可能性は否定できないから，耐専式のばらつきの考慮を避

                                                   
5 糸井達哉，翠川三郎，鬼頭順三，三浦弘之，内山泰生，坂本成弘「統計的グリー

ン関数法で評価した地殻内地震の応答スペクトルのバラツキ」日本地震工学会論文

集，第 9 巻，第 1 号， 2009， 128-142 頁  
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けるべきではない。  

(5) 事前調査の限界  

先に第３点目として挙げたデータの少なさや知見ないし技術の

限界による認識論的不確定性によるばらつきに関し，「第５回  地

震・津波に関する意見聴取会（地震動関係）」 6において，東京大

学教授の高田毅士委員が，「我々が対象にしているような大きな地

震というのはなかなかデータがない，非常に知識が少ない。そうい

うところに起因する不確実さということで，必ずしも調査だけでは

ない」（甲Ｄ５５０の１  議事録８頁）と述べているように，いかに債

務者が調査をしようと，認識論的可能性を低減できる幅は限られて

いる。  

債務者は，伊方原発の地盤の地下構造は，地震動を増幅させる特

異な性質のない良質な地盤であると主張している（答弁書１４６頁）

が，債務者の行った調査は極めて限られたものである。   

まず債務者は，比較的規模の大きい過去５つの内陸地殻内地震を

用いて，増幅特性の検討を行おうとしている（乙１１・６－５－６５

頁，同１４６頁）が，震央距離が１２１～２８０ｋｍと遠い上，過半

数が耐専式の適用範囲外である（甲Ｄ９７の１「伊方発電所  地震動評

価について」２０頁）。観測された加速度は０．９～３．４ガル（ｃ

ｍ／ｓ２）と非常に小さく，地震規模（Ｍ６．６～７．３）自体も

本件で想定しているものよりも小さい。これをもって敷地前５～８

ｋｍにある断層が活動した際にも増幅特性によって地震動が大き

                                                   
6 東北地方太平洋沖地震と福島原発事故を踏まえて，原子力安全・保安院が設置した審

議会。当初は「地震・津波の解析結果の評価に関する意見聴取会」という名称であった

が，第３回から名称が変更され「地震・津波に関する意見聴取会」となった。同意見聴

取会は，平成２３年９月３０日から原子力規制委員会が発足する直前の平成２４年９月

７日まで続き，本会議は第１回から第２３回まで実施された他，地震動関係の分科会が

第１回から第７回まで実施された。  
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くならないと言うことは出来ない。  

また債務者は，１５の微少地震（Ｍ２．２～４．５）の敷地観測

記録を用いて到来方向による差異の確認をしようとしている（乙１

１・６－５－６６頁，甲Ｄ９７の１・２２頁）が，同じ敷地南方からの

地震動でも応答スペクトル比が２０倍程度ばらついており（乙１

１・６－５－１４８頁，甲Ｄ９７の１・２３頁），到来方向以外の要因

がばらつきに与える影響は非常に大きいと考えられ，これをもって

到来方向による差異がないとの判断はできない。その中でも，敷地

西方からの観測記録に短周期側でやや大きめの観測記録があるの

はやや気に掛かるが，債務者がこれについてさらに検討を行った形

跡はない。  

債務者は深部ボーリングを行って地下２ｋｍまで特異な速度構

造はなく硬い岩盤であることを確認したとも主張している（答弁書

１４８頁）が，深部ボーリングが行われた場所は３号炉から南西側

に約１ｋｍも離れた１箇所だけである（乙３５･３０頁，甲Ｄ９７の１

「伊方発電所  地震動評価について」２９頁）。伊方原発主要建屋が立

地する地盤が同様である保証はない上，実際に敷地前断層が活動し

た際にここを地震波が通過することが想定されるわけでもない。そ

の他債務者が示している敷地の地質構造も大雑把なものでしかな

い（乙３５・３２～３６頁）。  

オフセットＶＳＰ探査によって地下構造評価を行った解析側線

も１本しかなく（乙３５・５５頁，甲Ｄ９７の１・３９頁），敷地前断

層とは伊方原発を挟んで反対側であるから，やはり敷地前断層が活

動した際に債務者が調査した地盤を地震波はほとんど通過しない

と考えられる。  
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     ２００９年駿河湾地震の際には，局所的な「低速度層」の影響で，

浜岡原発５号機において他の号機よりも大きな揺れが観測されたと

されている 7が，債務者の調査では，同様の「低速度層」が伊方原発

の直下にあったとしても，見逃してしまうだろう。同年新潟県中越

沖地震の際に柏崎刈羽原発１号機側で特に地震動を増幅させた褶曲

構造も，それ自体は局所的なものであり，やはり債務者の調査では

事前に特定困難である。  

また前記の債務者の説明は，地下浅部（２～４ｋｍ以浅）の地下

構造に係るものでしかないが，敷地前面の震源断層の下端は，債務

者の主張を前提としても地下１５ｋｍにある。つまり，地下深部の

構造の影響によって地震波が増幅される伝播経路特性によるばらつ

きについては，債務者の調査ではほとんど考慮できない。例えば，

新潟県中越沖地震の際に柏崎刈羽原発を襲う地震動を２倍程度に増

幅させた深部地盤の不整形（地下４～６ｋｍ）が伊方原発の地下あ

ったとしても，この程度の調査ではそれを事前に特定することは極

めて困難である。  

     特に地盤の問題が指摘されていない福島第一原発でさえ，東北地

方太平洋沖地震の際に観測された地震動は，隣り合った１号機から

４号機までで３１９ガルから５５０ガルまでばらついていた（いず

れも東西方向，基礎版上）（甲Ｃ１０「国会事故調」１９９頁）。新潟

県中越沖地震の際も，柏崎刈羽原発１号機でのはぎとり波が１６９

９ガルとされているのに対し，隣接する同２号機では１０１１ガル

                                                   
7 2009 年（平成 21 年） 8 月の駿河湾地震（M6.5 スラブ内地震）において，浜岡

原発 5 号機では他の号機よりも 2 倍程度強い揺れが観測され，一部の観測記録は基

準地震動 S1 による応答加速度を超過した。中部電力は，この地震後に地下構造の

特性を調査した結果， 5 号機の地下 300～ 500m のところに，地震波である S 波の

速度が周囲の岩盤に比べて 3 割程度低下している局所的な「低速度層」が確認され

たとしている（甲 D439「駿河湾の地震に関する浜岡原子力発電所の状況」）（答弁

書２９５頁にも記載されている。）  
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であった（甲Ｃ９２・添付資料２頁）。ここからは，同じ地震でも，

ほんの僅かな増幅特性や伝播特性の違いで１．５倍以上ばらつくこ

とが分かる。東京電力も，このように隣り合う原子炉で地震動に相

当のばらつきが生じることはまったく想定出来ていなかった。債務

者が行った調査も，このような細かい特性の違いを補足できるよう

な緻密なものではない。  

     以上の通り，「偶然的不確定性」のみならず「認識論的不確定性」

によっても，伊方原発を襲う地震動が大きくなる可能性は否定でき

ない。したがって，この点のばらつきを考慮して地震動想定に上乗

せしない限り，当該敷地を襲うおそれがある最大の地震動を考慮し

たことにはならない。  

(6)  地震・津波検討チームでの藤原氏の提言  

防災科学技術研究所の藤原広行氏は，第３回地震・津波検討チー

ムにおいて，以下のような意見を述べている。  

 

「三次元の地下構造を考慮した地震動の評価を行うことは必須であ

る。これはぜひともやっていただきたいというふうに思います。…

（決定論的な把握を）できない部分については，さまざまなシミュ

レーションなりを援用して，そういった不確実さが残る中でどの程

度上乗せすればいいのかという検討をぜひ加えてほしいなと思いま

す。   

 中越沖地震や浜岡の経験で，三次元の地下構造の影響ということ

が大変重要であるということがわかっていますし，…三次元の地下

構造を考慮するということは，もう常識的なことではあろうと思う

のですけれども。  

 …  
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 ただ，浜岡の５号機に影響を及ぼしているような不均一性ですね，

…これを事前にある特定の地点でそれを限定する評価が本当に今の

時点で短期的に行えるかどうか，ここは大変疑問もある。  

 …  

 三次元については，考慮すると。ただ，決定論的に扱える部分と，

不確実さとして扱わざるを得ない部分に切り分けて，両方のアプロ

ーチでそうした影響を考慮できるような枠組みをつくる必要があろ

うかと思っております。」  

（甲Ｄ４３５  地震・津波検討チーム第３回会合議事録４８頁）  

    

伊方原発につき，債務者は限られた調査で地下構造を水平成層か

つ均質と仮定し，必須のはずの三次元の地下構造の把握を行ってい

ない。不確実さとして扱わざるをえない部分についての地震動の上

乗せも行っていない。  

  よって，地下構造に係る不確定性のために基準地震動を上回る地

震動が本件原発に襲来するおそれは否定できない。  

 (7)  新潟県中越沖地震についての債務者主張の誤り  

債務者は，新潟県中越沖地震では，逆断層であったために，断層面

が敷地の方向に傾いてアスペリティと敷地との距離が近くなり，また

パルス波が増幅されるような位置関係になったことから，新潟県中越

沖地震で短周期レベルが大きくなったのは，まさに逆断層型の地震で

あったことによるものであると主張している（債務者準備書面（５）７

０頁）が，論理が飛躍している。  

原子力安全基盤機構の分析によると，新潟県中越沖地震で短周期レ

ベルが大きくなった要因はアスペリティの性質とその破壊形式にあ

ることから，債権者らは，同様の性質のアスペリティの性質や破壊形
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式は伊方原発敷地前断層にある可能性は否定できないと主張してい

る（準備書面（５）８９頁）。アスペリティが敷地と近くなったことや，

パルス波が増幅されるような位置関係となったことは，柏崎刈羽原発

で大きな地震動が観測された要因にはなるかもしれないが，震源の性

質そのものである短周期レベルの増大とは無関係である。債務者は，

伊方原発前面海域断層におけるアスペリティの性質やその破壊形式

が新潟県中越沖地震と同様となる可能性については何ら否定できて

いない。  

確かに逆断層の方が横ずれ断層よりも短周期レベルが大きくなる

傾向があるという知見はあるものの，それは未だ定説と言えるもので

はない。推本のレシピでは逆断層と横ずれ断層の短周期レベルについ

て書き分けていない（乙３８・９頁）ことからしても，それは明らかで

ある。  

例えば，染井ほか (2010)8では，「断層タイプ別に短周期レベルＡを

比較すると，本研究での解析条件から得られた結果は，明瞭な違いは

見られなかった。佐藤と同等の条件で解析した結果，逆断層型の地震

の方が横ずれ断層型の地震よりＡが大きいようにも見えるが，佐藤で

示されるほど明瞭な違いはなかった。」とされ，「解析手法の違いに

よるモデルパラメータ推定値の違いについて，比較検討が必要である」

（甲Ｄ５５５・３１０頁）と結ばれている（甲Ｄ５５６長沢「伊方３号の基

準地震動に関する補足説明」ⅷ～ⅹも参照）。  

むしろ横ずれ断層の方が短周期レベルは大きくなるという知見も

                                                   
8 染井一寛，浅野公之，岩田知孝「ひずみ集中帯内外で発生した地殻内地震系列間

の震源特性の比較」第 13 回日本地震工学シンポジウム (2010) 
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ある。次の図は，片岡ほか (2006)9（甲Ｄ５５７・７４５頁）に掲載され

た，１９７８年から２００３年までの，Ｍｗ４．９以上の４７の内陸

（地殻内）地震のすべりのタイプ別の短周期レベル（縦軸 A）と地震

モーメント（横軸 Mo）との回帰式を表したものである。  

 

 実線は内陸地震全体（all）の回帰線であり，点線は横ずれ断層

（ strike slip）だけの回帰線である。やや大きめの地震（概ね Mo＞

１０１ ７【N・m】）については，同じ地震モーメントで比較すると，

横ずれ断層は内陸地震全体よりも短周期レベルが大きくなる傾向が

あるとされている。  

 逆断層（ reverse）を示す●は全部で１０個あるが，そのうちの７

つまでが，全体の回帰式を示す実線よりも右下にプロットされてい

る。このグラフからすると，同じ地震モーメントで比較した場合，

                                                   

9 片岡正次郎，佐藤智美，松本俊輔，日下部毅明「短周期レベルをパラメータとし

た地震動強さの距離減衰式」土木学会論文集 AVol.62 No.4, 740-757,2006.10 
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逆断層の短周期レベルは内陸地震全体よりも小さくなる傾向がある

ことが分かる。  

 よって，片岡ほか (2006)のデータ上，逆断層よりも横ずれ断層の

方が短周期レベルが大きくなる傾向があると言うことができる。  

 しかも，伊方原発周辺は圧縮場になっている（後記第３・６ (2)）。

敷地前面海域断層が逆断層の成分が入った横ずれ断層と考えられる

ことからしても，やはり短周期レベルが大きくなるということが考

えられる。  

 このように，中央構造線断層帯が横ずれ断層であるからと言って，

その短周期レベルが新潟県中越沖地震ほど大きくならないとは，誰

も言えない。  

 (8) 小括  

    そもそも，地域特性を把握するための「詳細な調査」をしている主

体は債務者であるが，比較的簡便な調査でこれが活断層であること

を明らかにすることは可能であったにもかかわらず，中央構造線断

層帯が活断層であることを設置許可申請書に記載しなかった債務者

が，「詳細な調査」により地震動が大きくなるような要因を何か発

見したとしても，これを正直に申告することは考えられない。  

その点は措くとしても，債務者は，あらゆる不確定性についてこ

れをないものと仮定し，地震動を上乗せしないことにしたと言って

いるに過ぎない。  

だが，過去に何度も原発の設計の基準となる地震動を超過した事

例があり，そのうちのほぼすべてが，債務者が言うところの「地域

特性」を事前に十分把握できていなかったことによると言える（答弁

書２９５，３０３頁）ことからすれば，不確定性の無視は原発の安全確

保の上で相応しくない。これまでの再三にわたる「想定外」から，
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地震動に係る「地域特性」を地震発生前に把握することが極めて困

難であることは明らかである。債務者は，遠からぬ過去に他の原子

力事業者（東北電力，北陸電力，東京電力，中部電力）が「地域特

性」を見落としていたにもかかわらず，なぜ債務者に限ってその見

落としがまったくないと言えるのかという点については，十分に疎

明できていない。  

債務者は，「本件発電所に相応しいばらつきを考慮した地震動評

価を行っている」と主張している（債務者準備書面（５）７１頁）が，

そのような主張をするのであれば，債務者が考える平均値と考慮し

たばらつきについて，数値や図をもって具体的に示すべきである。

これをしないのは，耐専式を適用するケースにおいて，内陸補正を

乗じないことによる平均値から１．６倍程度のばらつきしか考慮し

ていないことが明白になるからであると考えざるを得ない。  

防災科学技術研究所の藤原広行氏は，「今の基準地震動の値は一

般に，平均的な値の１．６倍程度。実際の揺れの８～９割はそれ以

下で収まるが，残りの１～２割は超えるだろう」（甲Ｄ１２  平成２

７年５月７日付け毎日新聞）と発言しているが，高浜原発その他の原発

では耐専式で内陸補正係数を用いないこととそれに若干上乗せした

程度の「不確かさ考慮」により基準地震動のレベルが決まっている

ことを念頭に置いた発言と考えられる 10。伊方原発で耐専式を適用し

たケースについても，少なくとも実際の揺れの１～２割は超えるで

あろう。  

  ただ，債務者が耐専式を適用しているケースについては，内陸補

                                                   
10「１～２割は超える」というのは，耐専式の基データのばらつきが標準偏差で１．

７倍程度であり，「不確かさ考慮」で１σ程度は補えていることをイメージしてのも

のと思われる。耐専式のばらつきは標準偏差で倍半分程度である（債権者準備書面

（５）５９頁）とすると，１～２割以上超えることが考えられる。  
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正係数を用いないことで，まだ多少なりともばらつきを考慮出来て

いると評価できる。債務者が用いた９つの「その他距離減衰式」に

ついては，まったくばらつきが考慮されておらず，地震動評価の瑕

疵が著しい。債務者は検討ケースを複数設定することでばらつきを

考慮したと主張する（準備書面（５）７６頁）が，この債務者の主張が

成り立つためには，「その他距離減衰式」による評価の中でも平均

的な値が地震動評価としての適正な平均値であることが前提として

必要がある。だが，原理上は「その他距離減衰式」それぞれが地震

動の平均値を示すものであり，また下記４の通り，これらは恣意的

に選定された疑いがあることから，債務者の主張は成り立たない。  

 

 ４  耐専式の排除の恣意性  

(1) 債務者の主張に対する反論  

   債務者が５４ｋｍ，６９ｋｍおよび１３０ｋｍの鉛直ないし南傾斜

ケースに耐専式を適用しない理由をまとめると，①基となるデータか

らして本来の適用範囲から外れていること，及び②その他距離減衰式

及び断層モデルによる評価から大きく乖離していること，の２つであ

る（準備書面（５）３７頁）。  

   ①について，そもそも，耐専式のデータベースはＭ５．５～７．０

の範囲にしかない。つまり，耐専式の基データからすると，耐専式は，

本件基準地震動評価において全ケースで使えない式である。それが，

後にＭ８．１までの地震動記録についてその適用性が検証され（乙３

５・３頁参照），適用範囲が拡大されているのであり，基データだけか

ら距離減衰式の適用範囲が画されるものではない。極近距離よりも等

価震源距離が短くなると観測記録が再現できなくなること（適切な予

測が出来なくなること）の検証や論証がなされているわけではない。
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地震規模について適用範囲が拡大されたのと同様，等価震源距離につ

いても，基データにはなくとも，後の検証により短縮された範囲が適

用可能となる余地は元々ある。  

   一方，債務者は４８０ｋｍ鉛直及び北傾斜ケースでは耐専式を適用

しているが，その地震規模はＭ８．５と設定しており，耐専式につい

て適用性が検証された最大ケースのＭ８．１（乙１７１「耐専スペクト

ルの適用性検討」３頁）をかなり超えている。５４ｋｍ，６９ｋｍ及び

１３０ｋｍの鉛直ケースにおいて基データとの不整合を言いながら，

４８０ｋｍケースにおいてこれを言わないのは，等価震源距離が非常

に長くなることで地震動評価が小さくなることが債務者にとって好都

合だからだと疑わざるを得ない。  

   以上のように，基データから導かれる適用範囲から外れているから

といって，耐専式の適用を排除してもよいということにはならない。

この点債務者も，個別に適用性を検証する必要性は認めている（準備

書面（５）３８，７２頁）。  

   ②について，断層モデルはとりあえず措くとして，確かに耐専式に

よる予測結果は，債務者が選定した９つの「その他距離減衰式」によ

る予測結果と違っている。だが，だからといって耐専式の予測結果は

信頼できないと判断するのは早急に過ぎる。  

まず，耐専式は，その対象となる地盤条件・種別が本件原発の解放

基盤表面（債務者によるとＶｓ＝２，６００ｍ /ｓ）と整合する。  

一方，「その他距離減衰式」は，元データの地盤条件・種別が本件

原発の解放基盤表面と整合しない。Ｖｓ３０による補正が可能なもの

もあるが，これによりどの程度予測の正しさが担保されるのか，債務

者による疎明は何らなされていない。  
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【甲Ｄ９７の１「伊方発電所  地震動評価について」７０頁】  

 

地盤の軟らかい地点での観測記録や地盤の情報が不明確な観測記

録を基にした距離減衰式を用いて，原発が設置される地点のように硬

い地盤での地震動を評価する場合には，その適用性に疑義が生じ得る

ことは，債務者自ら述べていることである（準備書面（５）３４頁）。

本件では，耐専式と「その他距離減衰式」との地盤条件・種別の違い

が予測結果の乖離を生んでいる可能性がある。本件でより確からしい

予測結果を導くと考えられるのは，地盤条件･種別が整合する耐専式

の方である。  

耐専式との比較を考えるならば，同じ等価震源距離をパラメーター

に用いる式も採用すべきであろうが，債務者が選定した「その他距離

減衰式」は，いずれも断層最短距離をパラメータとしているため，こ
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の点に起因して予測結果の乖離が生じている可能性もある。鉛直ケー

スは北傾斜ケースと比べて敷地から震源までの距離が近くなるため，

等価震源距離は短くなるが，断層最短距離は変わらない。このことか

ら，鉛直ケースでは等価震源距離を使う耐専式が他と乖離した評価に

なるのは，当然と言えば当然のことである。耐専式の評価結果が過大

であるかどうかを検討するためには，耐専式と同じく等価震源距離を

パラメータとする距離減衰式も採用すべきであるが，債務者は９つも

「その他距離減衰式」を選定しながら，等価震源距離を用いるものは

１つも選定していない。債権者が準備書面（５）９４頁で指摘した，

原子力学会の実施基準に掲げられた「原子力発電所施設に対しての適

用性が高いと考えられる距離減衰式」のうち，耐専式以外にも２つの

等価震源距離を使う距離減衰式が挙げられている（甲Ｄ８６・３３９頁）

が，これらを使わなかった理由は具体的には述べられていない。  

さらに，前記「距離減衰式一覧」によると，ＮＦＲＤ効果 11を考慮

できるのは耐専式だけであり，「その他距離減衰式」ではＮＦＲＤ効

果を考慮できない。予測結果の乖離はこの点が影響しているとも見ら

れる（甲Ｄ９８の１  平成２６年１１月７日付け「伊方発電所  地震動評価」

１２２－１２６頁）。本件では敷地前面海域断層は伊方原発までの距離

が近く，ＮＦＲＤ効果を考慮できる距離減衰式の方が適切な式である。 

また，「その他距離減衰式」は，耐専式での評価がいかにも過大で

あるかのように見せるため，恣意的に選定された疑いを拭えない。  

債務者によると，６９ｋｍケースはＭｗ＝７．４，断層最短距離Ｘ

ｓｈ＝８ｋｍであり，１３０ｋｍケースはＭｗ＝７．５，Ｘｓｈ＝８

ｋｍという設定になっている（甲９８の１  平成２６年１１月７日付け資

                                                   
11 NFRD 効果（Near Fault Rupture Directivity Effect） :アスぺリティによる断層

近傍の破壊伝播効果。破壊伝搬方向に観測点があるとき，地震動が重なって増幅す

る。  
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料１－１「伊方発電所  地震動評価」１２４，１２６頁）。前記「距離減衰

式一覧」からは分からないようになっているが，これらの条件は，「そ

の他距離減衰式」の適用範囲に必ずしも整合しない。  

まず，内山・翠川 (2006)（甲Ｄ３０９）の下記図を見ると，Mw７．０

以上の地震では，断層最短距離（下記図横軸の Distance）４０ｋｍ程

度より短い地震記録はデータベースに存在しない。債務者によると，

本件各ケースは Mw７．２以上，断層最短距離８ｋｍとなるが，基デー

タと著しく乖離している。これが何故耐専式よりも「最適な手法」と

言えるのか，極めて疑問と言わざるを得ない。  

 

【内山・翠川 (2006)８２頁】  

 

下記のように，片岡ほか (2006)（甲Ｄ５５７）も基データからして完

全に適用範囲から外れている。つまり，これら２つの式は耐専式の予

測結果が信用できないよう演出するためだけに選定されたものであ

る。  

この部分に  

データがない  
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【甲Ｄ５５７  片岡ほか (2006) ７４２頁】  

 

Kanno et al.(2008)と Zhao et al.(2006)もほとんど条件が整合する

データベースはなく，データがあるとしても数少ない海外のデータだ

けである（甲Ｄ９８の１・１１２，１１３頁，甲Ｄ５５０の２「伊方発電所  中

央構造線断層帯の地震動評価  １３０ｋｍ北傾斜ケース」）。平成２４年６

月１９日に開催された旧原子力安全･保安院の「第５回  地震・津波に

関する意見聴取会（地震動関係）」において，債務者は，Kanno et 

al.(2008)はデータがないため本来適用できず，Zhao et al.(2006)も適

用が「ちょっと苦しい」と述べている（甲Ｄ５５０の１  議事録３０頁）。

この時の債務者の説明は１３０ｋｍケースを意識したものかもしれな

いが，前記のとおり，６９ｋｍケースの地震規模の想定もほとんど変

わらない。したがって，これら２つの距離減衰式の適用結果も信頼性

が乏しい。  

Abrahamson and Silva(2008)以下５つの距離減衰式は，同じＮＧＡ

プロジェクトの海外中心の地震データを基に作成されているものであ

この辺りに 

全くデータがない  
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る（甲Ｄ１８１「準備書面 (12)（ 2016 年 3 月 9 日付け）への反論」１０頁）。

翠川 (2009)によると，ＮＧＡプロジェクトのデータベースは，世界各

地で発生した地殻内地震による１７２地震約３５００記録であり，そ

のうち「約５０％は１９９９年台湾・集集地震とその余震による観測

記録が占めている。また，Ｍｗが大きい地震における震源近傍でのデ

ータはカリフォルニア以外の地震（１９９９年 Kocaeli 地震，２００

２年 Denali 地震）によるものが大部分を占めている。日本の観測記録

は１９９５年兵庫県南部地震における２２記録が含まれるのみであ

る。」（甲Ｄ５５８・Ｓ４７２）という。つまり，ＮＧＡのデータベース

は，海外のデータが大半である上，数は多くても偏りが大きい。距離

減衰式は経験式であることから，海外の偏ったデータから導かれた距

離減衰式を国内のサイトに適用することは慎重でなければならない。  

地域地盤環境研究所の西村利光氏は，ＮＧＡプロジェクトの距離減

衰式と日本国内の観測記録（７地震）及び距離減衰式について比較を

行った（甲Ｄ５５９「ＮＧＡプロジェクトの距離減衰式と日本の距離減衰式」）。

下記は断層最短距離３０ｋｍ以下についての検証結果を示すものであ

り，縦軸は応答スペクトルの対数標準偏差，横軸は周期である。これ

によると，いずれの距離減衰式も内山・翠川 (1999)より精度が低く，

特に短周期側でその傾向が堅調になる。周期０．１秒では，Chiou and 

Youngs 以外の４つは対数標準偏差が０．５前後（真数で３程度）で

ある。ここからしても，ＮＧＡプロジェクトの距離減衰式は日本国内

で直ちに適用可能とは到底言えない。なお，Chiou and Youngs(2008)

は，本件各ケースにおける「その他距離減衰式」による評価において，

ほぼ常に最も保守的で最も耐専門式による予測結果に近い値を示して

いる（甲Ｄ９８の１・１２２頁以下）。  
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【甲Ｄ５５９・８７４頁】  

 

結局，債務者が無数にある距離減衰式の中から「その他距離減衰式」

を選定した理由は，それによる予測結果が断層モデルによる予測結果

と整合することが最重要視されたと言える（債務者準備書面（５）４１，

７６頁参照）。債権者が準備書面（５）９４頁で指摘した，原子力学会

の実施基準に掲げられた「原子力発電所施設に対しての適用性が高い

と考えられる距離減衰式」（甲Ｄ８６・３３９頁）のうち耐専式以外の

４つを採用しなかった理由について，債務者は「メリット・デメリッ

トを勘案して結果的に採用するに至らなかった」（準備書面（５）７６

頁）と述べるだけで，具体的なメリット・デメリットの説明はない。

前記の通り適用範囲から外れた距離減衰式をも採用していることから

すると，断層モデルによる予測結果と整合せず，債務者にとって不都

合だったと推認される。  

断層モデルによる予測結果と整合する予測結果になる距離減衰式だ

けをかき集めて耐専式による大きな予測結果を排除することは，「応

答スペクトルに基づく手法」と「断層モデルを用いた手法」を併用す

ることによって手法の未成熟さによる過小評価のおそれを低減させよ

うという基準の趣旨を没却する。６９ｋｍ鉛直ケースや１３０ｋｍ鉛
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直ケースにつき，断層モデルないし債務者が選定した「その他距離減

衰式」と耐専式の予測結果が乖離して大きいからといって，耐専式の

予測結果を信頼できないとするのは，保守性の確保の観点からは好ま

しくない。  

 (2) 藤原広行氏による問題提起  

   前記「第５回  地震・津波に関する意見聴取会（地震動関係）」に

おいて，債務者の基準地震動評価につき，高田毅士委員より「本当に

こんなものに距離減衰式が適用できるのか」という問いかけがなされ

たところ，藤原広行氏からは以下のような意見が述べられている（甲

Ｄ５５０の１  同議事録３２頁）。  

  

   耐専スペクトルの式が適用できないからここはほかのということで，

距離減衰式で用いている距離と一言に言ってもいろいろな定義があっ

て，その距離の取り方によって大きく結果が違ってしまう。  

   回帰式ですごく単純化された式，断層モデル以上に物すごい単純化

されていますので，その式で説明できる能力にはおのずと限界がある

ために，平均値に対して大きくばらつくものの中で適用していかなけ

ればならない。それが一体どういったところに適切にフィッティング

された距離減衰式かということで性質が違ってくる。ですから，長い

断層のごく近傍で適用可能な距離減衰式などはまだほとんどないので

はないか。それはそういったデータがないから十分なそういうところ

で適用可能な適切な回帰式がないというのが現状で…（中略）…それ

は回帰式をもう少ししっかりと見直して日本の原子力のサイト用の

ものをつくっていくということをやらない限りは，この混乱は収まら

ないのではないかという気がしています。  

   …断層モデルでしか評価が妥当にできそうにないサイトについて，
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断層モデルはもしかしたら過小評価になっているのではないかとい

う懸念，そういった懸念を抱かせるような場合もあった中で断層モデ

ルだけでしか走れないサイトが今ある。そこで１回そういう風になっ

ている現状がどこに起因しているのか，そこも十分分析した上で，今

持っている手法の限界を踏まえた上である程度余裕を持った想定を

しないと，…全体として整合性のある一貫した評価手法で安全性が担

保出来ているということを説明するためには，その辺りについてもこ

れから改善していかなければいけないのではないか」  

 

   このように，債務者は，平成２４年の段階から，距離減衰式につい

て日本の原子力のサイト用のものを新たに作るべきこと，断層モデル

では過小評価になっているおそれがあることから手法の限界を考慮し

て余裕を持った想定をしなければならないことについて，藤原氏から

適切な指摘を受けていた。  

債務者は耐専式の適用性を入念に検討したと主張するが，断層モデ

ルによる予測結果よりも大き過ぎることから排除したと言うに等しい。

本来，最近２０年間に日本で数多く観測された断層近傍の地震動観測

記録を用いて，極近距離よりも等価震源距離が短い範囲でも耐専式が

適用できるかどうかという点の検証結果を示すべきであるが，債務者

がこれを示さないのは，債務者にとって都合の悪い結果が出ているか

らだと疑わざるを得ない。  

 (3) 断層近傍の観測記録との整合性について  

   債務者は，債権者らが準備書面（５）９３頁で示した，極近距離と

乖離していると債務者が判断して耐専式の適用を排除した本件各ケー

スとほぼ条件が変わらない６つの地震動記録について，耐専式と概ね

整合していることを否定していない。これだけのデータがあるのであ
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れば，６９ｋｍ鉛直や１３０ｋｍ鉛直のケースについて，暫定的に適

用できるものと判断するのが妥当であろう。債務者は，極近距離より

も近い震源について耐専式を適用するためには科学的根拠が必要であ

る旨の主張をしている（準備書面（５）７２頁）が，耐専式は経験式な

のであるから，実観測記録との整合性の確認が何よりの根拠となる。  

   その他，最近国内で観測されたＭ７クラスの地震の断層近傍の地震

動，例えば，２０００年鳥取県西部地震（Ｍ７．３）の際にＴＴＲＨ

０２（日野）観測点で観測された５７５ガル（地中 12），２００７年

新潟県中越沖地震（Ｍ６．８）の際に柏崎刈羽原発１～７号機で観測

された５３９～１６９９ガル（はぎとり波），２０００８年岩手・宮

城内陸地震（Ｍ７．２）の際にＩＷＴＨ２５（一関西）観測点で観測

された１０３６ガル（地中）からしても，本件で６９ｋｍ鉛直ケース

（Ｍ７．９）に適用した結果（約９００ガル）が特段過大とも思われ

ない。  

   さらに，大阪府立大学名誉教授の長沢啓行氏によれば，２００４年

北海道留萌支庁南部地震（Ｍ６．１）のＨＫＤ０２０観測記録（はぎ

取り波）や，２０１６年熊本地震（前震，Ｍ６．５）の益城町の地中

観測記録からすると，耐専式は断層近傍ではむしろ過小評価になるお

それさえある（甲Ｄ１８１「準備書面 (12)（ 2016 年 3 月 9 日付け）への反論」

７頁，甲Ｄ５６０「福岡高裁宮崎支部の仮処分決定が見逃した重大な事実およ

び 2016 年熊本地震と島崎氏の問題低的で暴かれた適合性審査の過誤･欠落」３

６頁）。  

(4) その他の債務者の主張  

   債務者は，北傾斜のケースにつき，断層長５４ｋｍや６９ｋｍの方

が１３０ｋｍや４８０ｋｍの評価結果よりも大きくなるのは，５４ｋ

                                                   
12 概算では，地中観測記録を２倍したものがはぎとり波相当と考えられている。  
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ｍや６９ｋｍのケースの方が耐専式の適用範囲を超える度合いが大き

く，保守的な地震動評価を行っているからだと主張している（準備書

面（５）７４頁）が，なぜ５４ｋｍや６９ｋｍの評価結果がより保守的

と言えるのかという点の根拠が不十分である。地震規模の点からは，

４８０ｋｍケースは本来の適用範囲を大きく外れ，断層全体としては

端に近いところにサイトがあることにより等価震源距離が過大になっ

ていることから，単に４８０ｋｍケースの地震動評価が過小評価にな

っているだけかもしれない。また，６９ｋｍケースで保守性を考慮し

ながら，４８０ｋｍケースで同様の保守性を考慮しなくても良い理由

は述べられていない。  

   債務者は，伊方原発の基準地震動が高浜原発よりも小さくなってし

まった理由として，伊方原発の方が「極近距離」からの乖離が大きい

ことを挙げている（準備書面（５）７５頁）。だが，債務者のこの説明

では，より断層が長くてより断層に近いサイトの方が地震動想定が小

さくなってしまう矛盾について，「耐専式の適用範囲は限られている

から仕方ない」と述べているも同然である。藤原氏が指摘した通り，

整合性のある一貫した評価手法で安全性が担保出来ていると言うため

には，耐専式の適用範囲という形式的な理由で過小評価されることが

ないような工夫や努力がなされるべきであるが，債務者や規制委員会

にはそのような姿勢は皆無である。  

 (5) 小括  

債務者が耐専式の適用を排除した理由に十分な合理性がなく，断層

モデルによる予測結果も十分な精度や保守性が確保出来ているのか疑

わしい状況において，債務者が耐専式の適用を排除した各ケースにつ

いても，耐専式による予測結果が妥当である可能性は否定できない。

さらに本件では，南傾斜やアスペリティ配置，ＮＦＲＤ効果等により，
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実際の地震動は６９ｋｍ北傾斜ケースでの評価よりもさらに大きくな

ることが十分考えられることからすれば，保守性確保の観点から，６

９ｋｍ鉛直ケースや１３０ｋｍ鉛直ケースでは耐専式を適用すべきで

ある。  

 

第３  断層モデルを用いた手法による地震動評価について  

１  レシピ改訂による Fujii and Matsu ’ura(2000)の適用限界  

     債務者において，レシピが改訂されても５４ｋｍケース及び１３０

ｋｍケース（鉛直，南傾斜）に Fujii and Matsu’ura(2000)による応

力降下量（３．１MPa）を使い続ける根拠として挙げているのは，①

敷地前面海域断層の断層群の場合には，断層幅 (１３km)に対して，５

４㎞のモデルにおいても断層の長さは幅の４倍以上はあり十分に長

いこと，②糸魚川―静岡構造線断層帯の中北部区間では，Mo=3.97×

1019(N・m)であるにもかかわらず，２０１６年版の震源断層を特定し

た地震動予測地図において Fujii and Matsu’ura(2000)が適用されて

いること，の２つである（債務者準備書面（５）７８頁）。  

   ①については，推本は改訂されたレシピで Fujii and 

Matsu’ura(2000)の適用範囲を明示することとし，その際に断層幅と

断層長さの関係によってこれを規定することもできたにもかかわら

ず，それをせずに敢えて断層幅と平均すべり量が飽和する目安値とし

ての Mo=1.8×1020(N・m)を設定していることを無視した主張である。

レシピにおいては，かねてより Fujii and Matsu’ura(2000)の応力降

下量につき，「いくつかの条件下で導出されたものであり，その適用

範囲等については今後十分に検討していく必要があるが，長大断層の

静的応力降下量Δσ (MPa)に関する新たな知見が得られるまでは暫定

値としてはΔσ＝３．１ (MPa)を与えることとする」（甲Ｄ１１９付録
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３－１１，乙３８・１２頁）と記載されていた。つまり，Fujii and 

Matsu’ura(2000)の応力降下量につき，仮説の段階であって信頼性が

十分でないことから，その適用範囲を限定する意図でこれに脚注を付

け加えたものと解される。  

債務者は，５４ｋｍ北傾斜ケース（断層幅２６ｋｍ）でも Fujii and 

Matsu’ura(2000)の応力降下量を用いている（甲Ｄ９７の２  平成２７年

３月２０日付け「伊方発電所  地震動評価について＜添付資料＞４３頁）が，

５４ｋｍの断層長さは断層幅の２倍強しかないため十分に長いとは

到底言えず，債務者の主張が成り立たないことは明白である（６９ｋ

ｍ北傾斜ケースも同様）。５４ｋｍケースのような明らかに通常のレ

シピが使えるケースにまで債務者が壇ほか (2011)や Fujii and 

Matsu’ura(2000)の適用にこだわるのは，断層モデルにおいても断層

が長くなると地震動が小さくなってしまうという逆転現象が生じる

のを避けたいからであろう。そのような恣意的な評価が許されないの

は言うまでもない。  

②については，推本が糸魚川―静岡構造線断層帯の中北部区間に未

だ Fujii and Matsu’ura(2000)を適用しているからと言って，敷地前

面海域断層にもこれを適用してもよいということにはならない。  

   新レシピでは，「断層幅のみが飽和するような規模の地震に対する

設定方法に関しては，今後の研究成果に応じて改良される可能性があ

る」（乙３８・１２頁）と規定されており，５４ｋｍケース，６９ｋｍ

ケース及び１３０ｋｍケースはこの「断層幅のみが飽和するような」

場合に当たる。その場合に Fujii and Matsu’ura(2000)の応力降下量

を用いることは，一般的には全否定されるものではないかもしれない

が，原発の有する潜在的危険性の大きさからすれば，漫然と Fujii and 

Matsu’ura(2000)の応力降下量を適用して地震動を過小評価すること
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は許されない。  

    

2 大飯原発基準地震動の再計算について  

   前原子力規制委員会委員長代理の島崎邦彦氏の問題提起を受けた大

飯原発基準地震動の再計算に関する事実は，本裁判でも重要な意義を

持っている。一連の経過から明らかになったことを，その後も経緯も

含めて，以下に整理する。  

 (1) 入倉・三宅式による過小評価のおそれ  

    まず第一に確認すべきことは，島崎邦彦氏が指摘した，垂直若し

くは垂直に近い活断層に入倉・三宅式を適用した場合の地震モーメ

ントが過小評価されるおそれ自体は，規制委員会も規制庁も否定は

していないということである。  

例えば，櫻田規制部長は，「入倉・三宅式は，ほかの関係式に比

べて，同じ断層長さであれば地震モーメントが小さく算出されると

いう，そういう可能性も有していることは頭に置いてやっていきま

す。」（甲Ｆ４２  平成２８年７月２７日議事録１０頁）と述べ，田中委

員長も，「絶対的に入倉・三宅式がいいと我々は判断しているわけ

ではないのです」（甲Ｆ３９  ７月２０日付け記者会見録６頁）と述べて

いる。田中委員長が「（入倉・三宅式を）すぐには残念ながらやめ

るというほどの手だてを我々は持っておりません」（甲Ｆ３７「面会

速記録」２５頁）と述べる通り，規制委員会が島崎氏の提案を受け入

れなかったのは，入倉・三宅式が合理的であると積極的に判断した

からではなく，入倉・三宅式を使う手法以外の手法が地震動評価手

法として未確立であるという消極的な判断をしたことによる。  

だが，この点は島崎氏の提案を却下する理由にならない。入倉・

三宅式による過小評価のおそれが相応の科学的信頼性・妥当性をも



- 58 - 

って指摘されているのであるから，地震動計算手法が未確立であっ

ても，その分安全側に余裕を持った想定をさせるべきであり，それ

こそが本来の「不確かさの考慮」であるべきである。  

藤原広行・防災科学技術研究所部門長は，ＮＨＫのインタビュー

で，「安全規制の立場からは，地震の規模が過小評価になるおそれ

があるというのは懸念事項で，よい計算手法がないので検討できな

いとして結論を出しているのは，元委員の指摘に正面から答えてい

ないという印象だ」「熊本地震で新たな知見が得られ，地震の揺れ

が計算以上になる『不確かさ』も含めて，今の審査のやり方が本当

によいのか検証し，審査の手法に反映させるべきだ。その意味で，

今回の元委員の指摘は大切で，より時間をかけて検討すべきではな

いか」（甲Ｆ９７  ７月２７日付けＮＨＫ「かぶん」ブログ）と述べ，拙

速に検討を終了した規制委員会の対応を批判している。  

(2) 規制庁の試算結果を無視すべきではない  

その中でも，原子力規制庁が，武村式を使った場合の地震動評価

は入倉・三宅式を使った場合の約１．８倍になるという結果を示し

たことは無視すべきではない。島崎氏の指摘により，不確かさの考

慮で短周期を１．５倍等しなくても試算結果が基準地震動を越える

可能性が公になった（甲Ｆ３６「 2016 年 7 月 14 日原子力規制委員会委

員長  田中俊一様」で始まる書面２頁）ため，原子力規制委員会は「や

ってはいけないことをやった」（甲Ｆ３７  面会速記録１８頁），「撤回

と言えば撤回」（甲Ｆ３９  ７月２０日記者会見録４頁）等と，試算結

果の妥当性を否定することに躍起になったが，強震動について規制

庁以上に専門的知識のない規制委員会に，規制庁によって公式に報

告された試算結果を全否定できるものではない。櫻田規制部長が，

「我々が撤回するのは多分ない」「ざっくりしたレベル感とか言い
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ましたけれども，そういうことを目的として使うということには，

もしかしたら使えるかもしれないとは思いますし，前回はそういう

ことを考えて，Ｓｓ（基準地震動）と比較するとこのぐらいのレベ

ルになるということをお話しさせていただいた」（甲Ｆ３８  ７月２

０日規制委員会会議議事録１６頁）と述べているように，規制庁は試算

結果の妥当性について全否定はしていない。  

武村式の適用によって約１．８倍地震動が大きくなったというこ

とは，垂直ないし垂直に近い断層について，入倉・三宅式よりも武

村式の方が現実に近い地震モーメントを推定出来るのだとしたら，

仮に島崎氏の見解に反して入倉・三宅式による過小評価の性質が短

周期等の１．５倍の不確かさの考慮で補えるものであるとみなして

も 13，入倉・三宅式による地震動の過小評価を補えないおそれがあ

るということになる。武村式を盛り込んだ妥当な予測手法を編み出

すとしたら，地震動はこれまでの１．８倍以上に大きくなる可能性

も否定できない。  

なお，原子力規制庁は，自ら行った試算結果の妥当性を自ら低減

させる根拠として，レシピにしたがうとアスペリティ面積が断層の

面積よりも大きくなることを挙げている（甲Ｆ３７  面会速記録２頁）

が，関西電力は元々，レシピに記載された手法の１つである短周期

レベルからアスペリティ面積を求める方法ではなく，アスペリティ

面積が断層面積の３０％を超えた場合はアスペリティ面積を断層

                                                   
13 なお，短周期レベルやアスペリティ応力降下量を１．５倍するという「不確かさ

の考慮」については，元々新潟県中越沖地震の反省によるものであり，同地震の震

源断層は低角の逆断層とされているため，高角の横ずれ断層における入倉・三宅式

による過小評価の問題とは無関係のものであるから，短周期レベル１．５倍等の「不

確かさの考慮」と武村式とがバーターではあり得ないというのは，島崎氏が主張す

る通りである（甲Ｆ３７   面会速記録１０，１９頁）。櫻田規制部長は，１．５倍を

そのまま使っていいのか判断できないということを述べるが，入倉・三宅式以外の

式では短周期レベル１．５倍等をしなくてよい理由については何ら述べられていな

い。  
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面積の２２％にする方法を採用している（甲Ｄ４１４「大飯発電所  地

震動評価について」６６頁）。規制庁は入倉・三宅式以外の部分は関西

電力と同じ手法で計算することを前提としていたのであり（甲Ｆ３

７  面会速記録１頁），そうであるとすると，初めからアスペリティ

面積が大きくなりすぎた場合の対応として断層面積の２２％とす

ることに，特に問題はなかったはずである。レシピには，「内陸地

震によるアスペリティ総面積の占める割合は，断層総面積の平均２

２％（Somerville et al.,1999），１５～２７％（宮腰・他，2001）

であり，拘束条件にはならないが，こうした値も参照しておく必要

がある」（乙３８・１０頁）と記載されており，この記載からしても，

短周期レベルを用いる方法によるとアスペリティ面積が大きくな

り過ぎるときにアスペリティ面積を２２％に設定することは，レシ

ピで予定されている手法と言うべきである。レシピに従うとアスペ

リティ面積が大きくなりすぎることについての規制庁の説明は，武

村式を用いた試算結果の妥当性を後付けで低減させるためのもの

であると疑わざるを得ない。  

規制庁は，自らの試算結果の妥当性を低減させるもう１つの根拠

として，武村式を用いた試算結果では，背景領域の応力降下量が７．

６MPa となり，これが２００９年の「全国地震動予測地図」の平均

値２．７MPa の３倍程度（もう少し正確には約２．８１倍）となる

こと等を挙げている（甲Ｆ４２  平成２８年７月２７日議事録６頁）が，

この点島崎氏が述べる通り，同じ震源断層面積から地震モーメント

が従来の約３倍になる式を採用している以上，それまでのモデルか

ら数値がずれるのは当然のことである（甲Ｆ３７  面会速記録５頁）。

問題は，この点の齟齬があることによって，原発の基準地震動策定

において入倉・三宅式による地震モーメント過小評価のおそれを考
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慮外にできるのかという点であるが，規制当局がその点の詳細な検

討を行った形跡はなく，職務怠慢が疑われる。  

(3) 地震発生前に使用できるのは震源断層の情報ではない  

    島崎氏において，「（地震モーメントの）推定には，震源断層の長

さ（あるいは面積）と地震モーメントとの関係式が使われるが，地

震発生前に使用できるのは活断層の情報であって，震源断層のもの

ではないことに注意しなければならない」（甲Ｄ１０５の２「活断層長

に基づく地震モーメントの事前推定」），「断層の長さや面積などの断層

パラメーターは，地震発生後に得られるものであって，事前に推定

できる値とは異なり，大きくなることが多い」（甲Ｄ３１２「過小な日

本海『最大クラス』津波断層モデルとその原因）等と述べている通り，

地震発生前の活断層の情報を入倉・三宅式にあてはめた際の過小評

価のおそれを指摘していることに注意しなければならない。  

   島崎邦彦氏は，名古屋高裁金沢支部宛の陳述書（甲Ｄ３１５）にお

いても，「関西電力株式会社が言う『詳細な調査等』を実施してい

たとしても，入倉・三宅  (2001) の式を用いることによる過小評価

の可能性は変わりません。」と述べるが，この記載は，原子力規制

委員会の担当委員として適合性審査の実務に携わった経験を踏ま

えても，原子力事業者が実施する活断層調査では，入倉・三宅式に

よって正確に地震モーメントを推定するために必要な震源断層の

情報を得ることは不可能であることを意味している。島崎氏は，６

月１６日の規制委員会での面会時にも，「とくに，事業者はどちら

かというと短い断層を好むわけで，地表の観測データから考えられ

るところを自ら進んで（注：入倉・三宅式で熊本地震の地震規模に対応

する断層長である）５７ｋｍという長い断層を提案する事業者は恐ら

くいない。ということはすなわち，今の入倉・三宅式を使っている
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限り，震源の大きさは過小評価される」（甲Ｄ３１９「島崎前原子力規

制委員会委員長代理との面会の概要について」，甲Ｄ３２６「島崎邦彦氏の

問題提起と 2016 年 6 月改訂新レシピは原発基準地震動の根本改定を求めて

いる」８頁）と述べているが，本質を突いた指摘である。  

東京大学地震研究所の纐纈一起教授は，東洋経済のインタビュー

で，「大地震が起こる前にいくら詳細な活断層調査を実施したとし

ても，震源断層の長さや幅を正確に推定することは困難なので，よ

り正確に計算できる別の予測手法を用いるべきだ」（甲Ｄ４１５  平

成２８年８月１７日付け東洋経済）等と述べ，地震発生後の震源断層の

データを元にしている入倉・三宅式による予測の限界を指摘し，島

崎氏の見方を支持している。纐纈教授は熊本地震についてのインバ

ージョン解析（逆解析）も行っている（甲Ｄ４１６「 2016 年 4 月 14

日・ 16 日熊本地震の震源過程」）が，「原発の耐震評価で用いられてい

る（入倉・三宅式を使う）地震動の予測手法を熊本地震に適用する

と，地震動は過小評価になることがわかった」とも述べている（同

旨・甲Ｄ４１７の１・２  テレビ朝日「そもそも総研」纐纈教授インタビュ

ー）。田中俊一委員長は，纐纈教授が行った熊本地震発生後のデータ

であるインバージョン解析の結果等を使って島崎氏の見解を批判

する（甲Ｆ４２  平成２８年７月２７日議事録１７頁，甲Ｆ４３  同日記者

会見録２頁）が，島崎氏の見解に対する理解が根本的に不足しており，

まったく的外れである。  

式を提唱した入倉孝次郎・京都大学名誉教授も，「計算式は地震

規模の算定に有効だと科学的に確認されている。ただ，地震の揺れ

の予測に使う場合には，断層面が垂直に近いと地震規模が小さくな

る可能性はある。行政判断として，過小評価にならないよう注意し

ながら使うべきだ」（甲Ｄ４１８  平成２８年６月１６日付け毎日新聞）
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と述べ，島崎氏の指摘の正当性を基本的に認めている。  

(4) 修正レシピを適用すべき  

    櫻田道夫・原子力規制部長は，入倉・三宅式以外を使う方法につ

いては科学的・技術的熟度がない旨の説明をしている（甲Ｆ４２「平

成２８年７月２７日原子力規制委員会会議議事録」１０頁）が，推本は２

００９年（平成２１年）に松田式を用いた修正レシピを作成し，「全

国地震動予測地図」での活断層地震の地震動評価等では入倉・三宅

式によって地震モーメントを推定する（ア）の手法ではなく松田式

等による（イ）の手法（甲Ｄ１１９「レシピ」付録３－３，３－５参照）

を基本的に用いている事実（甲Ｄ４１５  平成２８年８月１７日付け東洋

経済３頁）を無視している。最新の「全国地震動予測地図」でも，

基本的に，地震規模の算出において入倉・三宅式ではなく松田式を

用いる修正レシピが使われている（甲Ｄ４１９，甲Ｄ４２０）。修正レ

シピでは，巨視的震源特性に係る地震モーメントの算出と震源断層

モデルの作成を除けば，入倉・三宅式によって地震モーメントを算

出するレシピと同様の手法によることが出来る（乙３８「レシピ」５，

４１頁）ため，地震動評価に当たっての問題は生じない。地震動予

測手法としての修正レシピの科学的・技術的熟度は，入倉・三宅式

によるレシピと同等以上である。  

田中委員長は，「入倉・三宅式を使うことをやめる手立てを持た

ない」と述べるが，「松田式を使った修正レシピで計算するように」

と事業者に指示すれば済む話であり，現に旧原子力安全委員会は島

根原発の耐震バックチェックの際にこれを行っている（甲Ｄ３２６

「島崎邦彦氏の問題提起と 2016 年 6 月改訂新レシピは原発基準地震動の根

本改定を求めている」３３頁，甲Ｆ４４「『耐震設計審査指針改訂に伴う中

国電力株式会社  島根原子力発電所１，２号機新耐震安全性に係る中間報
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告の評価について』に対する見解」１３頁）。  

    修正レシピを採用しなかった理由について，７月２７日の規制委

員会の会議における櫻田規制部長の説明は，「原発の審査におきまし

ては，震源断層の詳細な調査を求めておりまして，その結果を評価

して，活断層の特に形状などが分かりますので，そこからその情報

を使って地震動を求める際には，レシピの（ア）の方法（注：入倉・

三宅式を地震規模の推定に用いる方法）を用いるのが普通であろう

ということで，そういうやり方をとってきているということであり

ます」（甲Ｆ４２  平成２８年７月２７日規制委員会議事録９頁）という

ものであった。  

    だが，この櫻田規制部長の説明は，単にこれまでの適合性審査で

入倉・三宅式を使う手法でレシピを適用するのが普通であったこと

を述べるだけである。入倉・三宅式による過小評価のおそれがある

としてもこれに固執する理由はまったく述べられていない。  

平成２８年８月３０日の毎日新聞の記事（甲Ｄ５６１）によると，

纐纈一起東京大学地震研究所教授（推本の長期評価部会部会長，強

震動評価手法検討分科会主査）は，「活断層が起こす揺れの予測計

算に，地震調査委は０９年の方式（注：松田式により地震規模を求

める修正レシピ）を使う。規制委が採用する方式の計算に必要な『断

層の幅』は詳細調査でも分からないからだ。これはどの学者に聞い

ても同じで（注：入倉・三宅式によって地震モーメントを予測する

手法を使い続けることとした）規制委の判断は誤りだ」と指摘して

いる。  

    さらに纐纈教授は，日本地震学会２０１６年度秋季大会において，

「震源断層の幅は活断層調査で得ることは難しく，『大地震の震源

断層は小地震による地震発生層内に収まる』という仮定に基づいて
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決められる。熊本地震付近の地震発生層は下限１５ｋｍ程度とされ

ているが，実際の震源断層の下端は約１６ｋｍであった。震源断層

の幅を地震発生層の下限で打ち切ると面積は過小評価されてしまう。

そこで，全国地震動予測地図では，すべての活断層に対して，面積

に基づいた『予測手法』（ア）の方法ではなく，長さに基づいた（イ）

（注：松田式を用いる修正レシピ）の方法を用いている。」「詳細

な活断層調査を行っても震源断層の幅の推定は困難であるので，活

断層の地震の地震動予測には『手法』（イ）の方法を用いるべきで

あることを確認した」（甲Ｄ５６２「『震源断層を特定した地震の強震

動予測手法』と熊本地震」）と発表している。  

    大地震時における地震発生層の下限深さの過小評価の問題はこれ

までも指摘されてきた。例えば，防災科学技術研究所の森川信之氏

らは，日本地球惑星科学連合２０１６年大会において，「地震調査

委員会による活断層の長期評価では地震発生層下限深さが微少地震

の震源分布から評価されているが，大地震時に断層下端がそれより

も深くなる可能性はある。しかしながら，どこまで深くなるかとい

う知見が今までにほとんど得られていない」（甲Ｄ５６４「断層幅の

不確実さの強震動評価結果への影響に関する検討－活断層の地震－」）と

いう発表をしている。  

    本件で債務者は，中央構造線断層帯の地震発生層の下端を長期評

価と同じく１５ｋｍと設定している（甲Ｄ９７の１  平成２７年３月２

０日付け「伊方発電所  地震動評価について」５３頁）のであり，余裕が

ない。これによる過小評価のおそれは大きい。  

平成２８年８月３０日付けの毎日新聞の記事には，「調査委作成

のマニュアルでは両方式が併記されているが，調査委は現状を踏ま

え，マニュアルを改定する検討を始めた」と記載されているが，こ
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れは，推本において，レシピ（乙３８・３頁）に（ア）としてさも「詳

細な調査」を行えば震源断層が入倉・三宅式の適用に支障がない程

度に推定できるかのような誤解を招く記載がされていることを改

めるべく，改訂の作業を進めていることを意味している。債権者ら

は，地震本部の事務局に問い合わせ，島崎氏の指摘を踏まえたレシ

ピ改訂につき検討作業が行われていることを確認した。  

   債務者が震源断層について「詳細な調査」を実施しているとして

も，入倉・三宅式による過小評価の問題はなくならない。この過小

評価のおそれを低減させるためには，現状，松田式を用いた修正レ

シピを適用するのが妥当である。  

 (5) 規制当局は今も事業者の「虜」なのか  

    ７月１３日の会議において規制庁が報告した入倉・三宅式を用い

た試算結果が，関西電力の評価の６割程度に過ぎないというのは，

どう考えても不自然である。櫻田部長は，統計的グリーン関数法に

おける手法の差である旨述べている（甲Ｆ３８  ７月２０日規制委員会

議事録１１頁，甲Ｆ４２  ７月２７日規制委員会議事録７頁等）が，櫻田

部長は島崎氏との再面談の際，「入倉式を別の式に置きかえて，あと

は関西電力と同じやり方で地震動を計算してみたらどうかというこ

とだと理解した」（甲Ｆ３７  面会速記録１頁）と述べており，敢えて

関西電力と異なる手法を用いる理由がない。入倉・三宅式以外の経

験式を用いた場合の地震動試算結果と従来の基準地震動との比較を

可能にするために，グリーン関数法で異なる手法を用いてはいけな

いことは，規制庁においてもよく分かっていたはずである。関西電

力がとった手法の詳細が分からないのであれば，関西電力に問い合

わせれば済む話である。島崎氏が行ったように，係数を掛けるもし

くは地震動を上乗せすることで，近似値を求めることも出来る（甲
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Ｆ３６，甲Ｄ４０７）。関西電力が評価した地震動をまったく再現でき

ていないことは結果を見れば一目瞭然であり，規制庁の職員全員が

気づかないというのは極めて考え難い。  

    島崎氏にこの問題を指摘されると，規制庁は一転して，試算結果

そのものが無理を重ねたものであることを述べ始めた（甲Ｆ３７  面

会速記録２頁）のも不自然である。そのような無理な計算しか出来な

かったのであれば，大飯原発の基準地震動と比較する前提が崩れて

いるのであるから，これを比較する前にその断りを規制委員会へ行

うべきであり，それを行わない理由も見出し難い。  

以上からすると，原子力規制庁は，大飯原発の基準地震動見直し

を避けるために，意図的に地震動が小さくなるような計算をしたと

疑われても仕方がない。この違いを規制委員会の会議で報告せず，

何の断りもなしに武村式による試算結果は入倉・三宅式を用いた計

算の不確かさの考慮の範囲に収まる旨説明したのは，確信犯である

疑いが拭えない。  

さらに，原子力規制庁が，この試算結果について，武村式を用い

たケースの「ざっくりしたレベル感」の把握には使える可能性を留

保していた（甲Ｆ３８  平成２８年７月２０日規制委員会議事録１６頁）

にもかかわらず，規制庁以上に強震動に疎いはずの規制委員会の委

員長，委員がこの試算結果の妥当性を全否定し，早々に検討を切り

上げたことについては，事故防止のために最善かつ最大の努力をし

なければならない旨規定した原子力規制委員会設置法の理念に悖

ると言わねばならない。  

本来であれば，島崎氏の提案にしたがい，強震動の専門家を招聘

する等して，この問題を専門的知見に基づきさらに検討すべきであ

った。規制委員会は，これまで，幾つもの個別テーマについて，外
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部有識者を招いて検討チームや有識者会合等を組んで検討してき

ており（甲Ｄ４２２「原子力規制委員会  検討チーム等」），新規制基準

策定に当たって設けられた地震・津波検討チームには藤原広行氏や

釜江克宏氏のような強震動の専門家が参加している。田中委員長は，

島崎氏の提案について，「我々は，そういうことはやる余裕はない

し，やるべき立場にもない」（甲Ｆ３７  面会速記録２６頁）と言って

あっさり退けたが，審査に影響が出ることを嫌って本来の職務を放

棄したとの批判は免れない。  

 (6) 規制当局の能力不足  

    仮に規制庁は意図的に地震動を小さくしたのではなかったのだと

しても，入倉・三宅式を用いた基本ケースの評価が大幅に違ってい

るにもかかわらず，安易に試算結果と基準地震動とを比較したこと

については，規制庁に基準地震動の審査をする能力がないと言わざ

るを得ない。これが規制庁の説明する通り，統計的グリーン関数法

における要素地震波の生成や波形合成のプロセスによる 14ものだと

すると，規制委員会も規制庁も，事業者が用いたグリーン関数法の

設定や過程の詳細を適合性審査でチェックしていないことを意味す

る。そして，規制委員会も規制庁も，グリーン関数法の手法につき，

地震動が６割程度になるよう恣意的な設定がされていても，審査で

見抜けないおそれがあるということになる。  

平成２８年７月２７日の記者会見において，ある記者から，「関

西電力が出している１９の基準地震動については，規制庁でもわか

っていないブラックボックスの部分があると思ったのですが，その

部分で何らかの恣意性が働いていないという確証はどのようにあ

                                                   
14 グリーン関数法の計算において，関西電力は，横ずれ断層に合わせて放射特性に

偏りを持たせて計算していたが，原子力規制庁にはこれを行う能力がなかったよう

である。  
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るのでしょうか。田中委員長，もしよろしければ。」と質問される

と，田中委員長は「いや，あっちの方が専門家なので。」と言って

答えを避け，代わりに小林総括官が，「レベルがどのくらいの程度

かというのをまず把握します。言ってみれば，このくらい断層が近

くて，このぐらいアスペリティ置いたら，相当な地震動になるだろ

うと。そのときに小さい値が出てくれば，何らかのおかしな情報な

り，手法が用いられているのではないかということで，その辺を指

摘して，…」と回答した（甲Ｆ４３  平成２８年７月２７日記者会見録９頁）。

この回答通りの審査だとしても，規制当局は，統計的グリーン関数

法に限らず，外形上明白におかしな点がない限り，事業者による地

震動の恣意的過小評価を見抜けないような，杜撰な審査をしている

ことになる。例えば，事業者が地震動評価を全体的に６割程度切り

下げ，パラメータスタディの外形上不合理な結果となることを回避

した場合は，これを見抜けない 15。  

旧規制機関時代は，藤原広行氏のような，外部の専門家が事業者

の評価に対し直接意見を述べる場があったが，原子力規制委員会の

適合性審査においてはそのような機会がなく，基準地震動に係る専

門性は，むしろ後退している。藤原氏が懸念するように，揺れの計

算は専門性が高いため，審査が甘くなっていると考えざるを得ない。 

(7) 規制委員会の事務局任せ  

    規制庁が関西電力よりも基本ケースで大幅に地震動を過小評価し

ていたことを見抜けなかったこと等，田中委員長も認めている通り，

前記一連の事実経過において，強震動に関して規制委員会に規制庁

                                                   
15 規制当局に強震動の専門的能力が不足していることについては，平成２８年７月

２１日毎日新聞「特集ワイド『忘災』の原発列島  揺れ過小評価を指摘  島崎元規

制委員長代理『過ち繰り返したくない』」（甲Ｄ３７１）も参照。島崎氏の委員時代，

規制委員会は仕方なく強震動の専門家を招いて講演をしてもらっていた。  
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を統制する能力がなく，基準地震動の審査は，事実上，事務局であ

る規制庁に一任されている実態が明らかとなった。  

平成２８年７月２０日の規制委員会の会議では，伴信彦委員より，

「特に直接専門としていない分野に関しては，まさに事務局の情報

がすべてになりますので，そこのところで十分な情報提供がなされ

なかったというのは大いに問題であると思っています。」と述べら

れた（甲Ｆ３８「平成２８年７月２０日原子力規制委員会第２２回会議議

事録」１９頁）。  

同月２７日の会議終了後の記者会見において，記者から，「田中

知先生が，いわゆる基準地震動の策定における保守性の考慮の妥当

性というか，適切性については，事務方にどう担保しているのです

かというようなご質問をされていましたけれども，本来，そこの判

断というか，認識論というのは規制委員会がやるべきで，今回，そ

このところで，本当の意味で専門家がいなかったことが，正直言い

まして，事務方も迷走したという本質論があると思うのですね。だ

から，地震の専門家がアドバイザーとしているぐらいでないと，正

直言って，事務方に不確かさの判定みたいなものを委ねているよう

に私は見えるのですけれども，そこはどうなのでしょうか。今の規

制委員会は皆さん専門外だ 16と言うけれども，それは顧問でも何で

もアドバイザーを持って，事務方が迷走しないように御指導いただ

くのが，本来，第３条委員会の本質だと思っているのですけれども，

事務方が決めることではないと思いますね。不確かさの考慮の云々

というところを。」と指摘されると，田中委員長は，「ご指摘の点は，

                                                   
16 田中俊一委員長，更田豊志委員及び田中知委員は原子力工学，石渡明委員は地質

学・岩石学，伴信彦委員は放射線防護の専門家で，強震動の専門家は勿論，地震学

や地震工学の専門家も一人もいない。  
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別に反論するつもりはないし，多分そうなのでしょうね。ＮＲＣ 17ぐ

らい厚みがあると，いろいろ専門家も抱えられるし，そこのところ

が必ずしも十分でないというのは御指摘のとおりです。」と認めた

（甲Ｆ４３  同日記者会見録７，８頁）。  

    基準地震動に関わる検討用地震の選定や不確かさの考慮につい

て，準備書面（５）第２・３  (1)（２４頁）で主張した通り基準は

曖昧なままであるが，どの程度のリスクであれば社会として許容

できるのかという，適合性審査の根幹に関わる部分であるから，

田中委員長も認める通り，本来は事務局（原子力規制庁）任せに

せず，一応は民主的手続によって任命された原子力規制委員会と

して議論を尽くし，決定すべき事項である。ところが，現状，こ

ういった部分については規制委員会が規制庁を統制する意思も能

力もなく，完全に事務局任せになっている。  

 (8) まとめ  

    以上の通り，原子力規制庁が武村式を用いた計算をすることに

よって，入倉・三宅式の適用による基準地震動の過小評価のおそ

れがあることはより明白となった。  

また，この件についての規制当局の振る舞いにより，規制当局

が未だに事業者の「虜」であるか，そうでなくても地震動につい

て審査する能力が欠如していることが露見した。司法の場におい

ては，規制委員会の審査を通過していることをもって，その基準

地震動が適切に策定されたものであるとの推認を及ぼすべきでは

ない。  

 

                                                   
17 ＮＲＣ： Nuclear Regulatory Commission の略。アメリカ合衆国原子力規制委

員会。  
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 ３  入倉・三宅式についての債務者主張に対する反論  

 (1)  北傾斜３０度を考慮しても地震動過小評価のおそれを補えない  

    債務者は，北傾斜３０度とする不確かさを考慮していることから島

崎氏の指摘は当たらないと主張している（準備書面（５）８２頁）。  

だが，北傾斜３０度のケースは，地震モーメントは大きくなっても，

応力降下量の設定が Fujii and Matsu’ura(2000)で固定値にされてい

るため，鉛直（基本）ケースと同じアスペリティ応力降下量（１４．

４ (MPa)）になっている（甲Ｄ９７の２  平成２７年３月２０日付け「伊方

発電所  地震動評価について＜添付資料＞」４３頁）。しかも北傾斜ケース

では震源断層面が敷地から遠くなる上，アスペリティ応力降下量を１．

５倍する等の不確かさの考慮がなされていない。結果として，北傾斜

３０度のケースの不確かさ考慮は，実際に断層傾斜角が鉛直ないしそ

れに近いときに入倉・三宅式を適用していることによる地震モーメン

トの過小評価の帰結としての地震動の過小評価のおそれを補えない。 

現状，基準地震動Ｓｓ－２として採用されているのは，傾斜角鉛直

の想定でアスペリティ応力降下量の不確かさ考慮をしたものだけで

あり，北傾斜ケースは１つも採用されていない（甲Ｄ９７の１  平成２

７年３月２０日付け「伊方発電所  地震動評価について」１１７頁）。  

したがって，債務者が北傾斜３０度の不確かさ考慮をしているから

といって，入倉・三宅式による過小評価のおそれを考慮しなくてよい

ということにはならない。  

(2) 修正レシピとレシピ再改訂について  

    債務者は，推本が修正レシピで松田式を用いる手法を掲載すること

になった経緯は，多くの断層帯を対象として一括して計算できるよう

に便宜的に簡便化した方法を設定する必要があったからだと主張す

る（準備書面（５）８３頁）。しかし，推本が松田式を用いた修正レシ
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ピによって強震動計算をしている主要活断層については，元々入倉・

三宅式による計算実績があったものや，相当詳細な活断層調査が行わ

れているものも少なくない。それも含めて敢えて推本が松田式を用い

るレシピを適用しているのは，単にその方が簡便だからではなく，そ

の方が妥当な予測結果になると推本が判断したからだと考えるより

他ない（債権者準備書面（５）１１２頁参照）。  

   確かに，レシピの記載を見ると，詳細な調査によって震源断層を推

定する場合は，入倉・三宅式によって地震モーメントを推定する方法

（レシピ（ア）の方法）を適用できるかのように読めるが，推本では

島崎氏の問題提起を契機にこの記載の問題を認め，レシピ改訂のため

の検討作業を進めている（甲Ｄ５６１  平成２８年８月３０日付け毎日新

聞）。  

   東洋経済の記事（甲Ｄ４１５）によると，原子力規制等の事務レベル

では，「熊本地震の知見を踏まえると審査のやり方の再検討は不可避」

との見方が広がり始めている。規制委員会は推本の議論が固まるのを

待つつもりのようであるが，伊方原発は入倉・三宅式を用いて策定さ

れた基準地震動で現在も稼働している。悠長なことをしていては，突

然襲い来る地震動によって取り返しのつかない事態になるおそれが

ある。  

 (3) 詳細な調査をしても不均質な震源断層は分からない  

    債務者は，入倉・三宅  (2001) が査読論文であることや，複数の論

文によってその有効性が確認されていることを主張する（準備書面（５）

８５頁）。債権者らも，震源インバージョン（逆解析）によって求め

られる不均質な震源断層の断層面積と地震モーメントとの関係式と

しては，入倉・三宅式は，ばらつきは大きいものの，有効な関係式で

あることは否定しない。債務者が挙げる宮腰ほか (2015)（乙１４３）も，
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震源インバージョンの結果が入倉・三宅式とよく一致することを確認

しただけである。  

だが，島崎氏は一貫して，地震発生後に得られた情報を基にした関

係式で地震モーメントを事前推定することの問題を指摘している。地

震発生前には，震源インバージョンによって求められる不均質な震源

断層の断層面積を特定することは不可能である。島崎氏による熊本地

震を含む過去の地震の検証結果からすると，入倉・三宅式は，高角の

断層から発生する地震の規模を事前に
．．．

予測する手法
．．．．．．

としては，相対的

に有効な関係式とは言えない。債務者の主張は，現状，いくら詳細な

調査を行っても地震発生前には不均質な震源断層面積を求めることが

不可能であることを無視している 18。  

  

 ４  経験式が抱えるばらつきについての債務者主張に対する反論  

   債務者は，松島ほか (2010)（甲Ｄ１２４）と Murotani et al.(2015)

の筆者が同一であることから，室谷氏らは，長大断層には入倉・三宅

(2001)ではなく Murotani et al.(2015)の式を適用すべきという新し

い知見を提案したと主張している（準備書面（５）５７頁）が，Murotani 

et al.(2015) な い し そ れ と ほ ぼ 同 内 容 で あ る と い う 室 谷 ほ か

(2009)(乙９０ )等を見る限り， Murotani et al.(2015)は震源断層の面

積から地震規模の平均値を推定するためのスケーリング則である。つ

まり Murotani et al.(2015)は長大な断層の最大の地震規模を求める

ものではなく，一方で松島ほか (2011)では長大な断層の最大の地震規

模を推定する方法として入倉・三宅 (2001)が記載されており，松島ほ

か(2010)と Murotani et al.(2015)とで特に矛盾するところはないの

                                                   
18 インバージョンと事前推定の問題は Murotani et al.(2015)のスケーリング則も

同様に抱えており，推本は入倉・三宅式同様，この式をレシピに記載することにつ

いても，再検討を迫られることになろう。  
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であるから，室谷氏らが松島ほか (2010)に記載した見解を撤回したと

見ることはできない。  

   また債務者は，入倉・三宅 (2001)の式等の経験式でばらつきが生じ

るのは個々の観測記録の地域特性のためであり，それは伊方原発の地

域特性とは異なるから，入倉・三宅 (2001)に記載されたばらつきを地

震動評価に用いるのは適切ではないと主張する（準備書面（５）８９頁）。  

     仮に債務者が主張するとおり，各経験式のばらつきが個々の観測記

録の地域特性の反映によるものであるとしても，ばらつきを生じさせ

ている地域特性が具体的にどのようなもので，そのような特性が本当

に伊方原発にはないと言えるのか，債務者は明らかにできていない。

ばらつきを生じさせる地域特性というものが仮にあるとしても，それ

を漏れなく抽出するようなことは不可能である。  

結局，中央構造線断層帯が活動した際にその地震規模が各経験式で

予測するよりも大きくなるか小さくなるかは誰も分からない。入倉・

三宅 (2001)（甲Ｄ１２８）に記載された基データのばらつき（なお標準

偏差１．６倍というのは同じ地震モーメントに相当する震源断層面積

のばらつきであり，地震モーメントのばらつきは標準偏差で概ね倍半

分程度である。）は，当該式による誤差を定量的に評価する際に十分参

照できるものであり，これを用いることが適切ではないという債務者

の主張は根拠を欠く。  

（ただし，以上の地震規模を推定する経験式のばらつきについての議

論は，本件のようにアスペリティ応力降下量を固定値にする手法を採

用している断層モデルでは，実質的な意義は乏しい（後述６）。）  
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５  壇ほか (2011)について  

(1) 長大断層に用いる手法が未検証であること  

    債務者が用いた壇ほか（２０１１）（甲Ｄ１０６）や Fujii and 

Matsu’ura（２０００）を含む長大な横ずれ断層に対する強震動評

価の現時点での体系は，仮定の上に仮定を重ねたものとなっており，

実際の強震記録によって検証されていない（甲Ｄ４８０「野津意見書」

３１頁）。すなわち，日本では内陸の長大断層から発生した地震に

よる強震記録が得られておらず（１８９１年の濃尾地震でさえ断層

の長さが「長大な断層」とまでは言えない上，震源付近での記録が

得られていない。），壇ほか（２０１１）のモデルあるいは Fujii and 

Matsu’ura（２０００）のモデルによって正しく長大断層について

の地震動予測を行うことができるのか，検証不可能である。したが

って，これらのモデルは，現時点では「魅力的な仮説だが正しいか

どうかは実際に地震が起きてみなければわからない」というのが実

状である。特に，強震動評価結果に大きな影響を及ぼす応力降下量

等の微視的震源パラメーターの設定方法については，長大断層につ

いてはなんらの検証も経ていない。仮に債務者側が，それができた

と考えているならば，現時点での強震動地震学の実力を大幅に過大

評価していると言わざるを得ない。  

特に債務者が断層モデルに基づく手法において依拠している壇

ほか（２０１１）の手法は，その前提として断層面上の構成則（す

べりとせん断力の関係）を仮定した動力学的断層破壊シミュレーシ

ョンを実施し（入江（２０１４）（甲Ｄ３２７・４－１３以下）による

と法線応力及び動摩擦力を「仮定」している。），応力降下量や関係

式を導いているものであるが，仮定された構成則が正しいという保

証がない。構成則については，アメリカの研究者などから様々な説
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が提唱されており，一義的に定めることはできない。したがって，

壇ほか（２０１１）の結論は正しいとも確からしいとも言えない。

伊方原発周辺の中央構造線断層帯が活動したとき，壇ほか（２０１

１）によって予測された地震動を上回らないかどうかは，まったく

目途が立たない。債務者は，アスペリティ応力降下量を１．５倍若

しくは２０MPa にする等の「不確かさ考慮」も行っているが，現時

点では４８０km に及ぶような長大断層の地震によるアスペリティ

の応力降下量のデータが得られていないため，アスペリティ応力降

下量を１．５倍や２０MPa にしたケースも，真値の平均値にさえ届

いていない可能性がある。   

    債務者は，壇ほか（２０１２）（乙１４１）において，２００２年

アラスカ Denali 地震の地震記録や司・翠川（１９９９）の距離減

衰式との整合性の観点から壇ほか（２０１１）のモデルを検証した

と述べられていることを挙げるが，司・翠川（１９９９）の距離減

衰式は長大断層のデータに基づいておらず，アラスカ Denali 地震

の記録も１地点だけであり，かつ，液状化の影響を受けた記録であ

るため，これによって壇ほか（２０１１）により長大断層から発生

する強震動を予測できると検証されたというとはできない。  

    債務者は，壇ほか（２０１１）は査読を通っているからというこ

とも主張している（債務者準備書面（５）８７頁）が，壇ほか（２０

１１）は，一つの仮説を提唱しているに過ぎず，査読は仮説として

成立していることを見ているに過ぎない。査読を通っているという

ことは，学術上何らかの意義があるということは意味するが，提案

法が実際のデータで十分検証されていることを保証するものでは

ない。  

この点に関し，岡村眞高知大学特任教授も，「論文の査読は原発
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の安全審査を想定して行われているわけではない。学問的な議論に

耐える基準と，現実に原発を建設し運転するための基準が同じであ

るはずがない。論文があるからといってその背景を顧みず，都合の

よい結論だけを使用するのは，危険極まりない行為である。」と指

摘している（甲Ｆ１１０「岡村スライド」１９頁）。  

    以上の通り，現段階では，長大な活断層である中央構造線断層帯

から発生する地震動については算定不可能なのであるから，その近

傍に位置する伊方原発については立地自体が誤りだったと言わざ

るを得ない。少なくとも，６５０ガルという全国最低クラスの地震

動では不十分であることは明らかである。  

(2)  ３４bar，１２２bar を用いる不合理性  

     仮に伊方原発を立地不適とせず，４８０ｋｍという長大な断層に

ついても何らかの手法によって強震動評価をするのだとしても，原

発の耐震設計に用いる以上，当該手法の適否は十分検討されるべき

である。  

     壇ほか (2011)は，「平均動的応力降下量とアスペリティの動的応

力降下量を先駆的に定めていることが特徴である」（甲Ｄ１０６・２

０４９頁）と記載されている通り，平均動的応力降下量を 34bar

（3.4MPa），アスペリティの動的応力降下量を 122bar（12.2MPa）

の固定値にしてしまうところに特徴がある。断層モデルにおいて

地震動評価結果にもっとも影響を与えるパラメータがこの応力降

下量であり，債務者は中央構造線断層帯の敷地前面海域断層群に

つき，断層長や傾斜角に関わりなく，応力降下量について「不確

かさの考慮」を行った一部のケースを除いて，一律にこの値を用

いている。  

      壇ほか (2011)では日本の９地震と海外の１３地震のデータ（甲Ｄ
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１０６・２０４５頁表１）を合わせて上記各応力降下量を導いている

が，準備書面（５）第６・３  (3) （１１０頁）で主張した通り，

日本の地震と海外の地震とでは性質に差異があることから，日本の

活断層から発生する地震動を予測する上では，本来，日本の地震デ

ータのみを用いるべきである。壇ほか (2011)の共著者の１人である

入江紀嘉氏の学位論文「動力学的断層破壊シミュレーションを用い

た内陸横ずれ断層の強震動予測のための震源特性に関する研究」

（入江 (2014)）にも，「本来，日本で発生する地震の断層パラメー

タを想定するには，日本の地震データのみを用いるべきである」（甲

Ｄ３２７・４－６６）と記載されている。少なくとも，この点による

評価の誤差や不確かさは十分踏まえなければならない。  

     壇ほか  (2011) の基データの破壊領域幅 Wrup に着目すると，国

内９地震の平均値は約１４．４ｋｍ，海外１３地震の平均値は１９．

２ｋｍと有意に差がある（いずれも算術平均）（甲Ｃ２８３「伊方３

号の基準地震動は過小評価されている」２０頁）。  

      壇ほか (2011)に引用されている Irie et al.(2010)では，震源断層

の幅 Wmax=15km と仮定したシミュレーションにより各地震の平

均動的応力降下量が算出されており，その結果，平均動的応力降下

量Δσ ♯ と震源断層面積Ｓおよび地震モーメントＳのとの関係と

して，以下のような関係式（１９）が得られている（甲Ｄ３２７・

4-62 も参照）。  

 

つまり，平均動的応力降下量と Wmax は基本的に反比例する関係

にある。  
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壇ほか (2011)で用いられている W=(15/18)Wrup という関係式から

導出すると，国内９地震の平均断層幅は 12km となる（計算式：14.4

×15/18 = 12）。このことから，Wmax を 15km から 12km に設定し

直して上記（１９）式に当てはめれば，平均動的応力降下量Δσ♯は

3.4MPa（34bar）4.3MPa（43bar）に引き上げなければならない（甲

Ｃ２８３・１８頁）（計算式： 3.4×15/12 ≑  4.3）。（ただしこれは近似値

であり，本来は Wmax = 12km とした動力学的断層破壊シミュレー

ションを行わなければならない。）  

    また，壇ほか (2011)に掲げられた国内９地震の平均動的応力降下

量 19 の 算 術 平 均 は 50.9bar， 海 外 １ ３ 地 震 の デ ー タ を 含 め て も

42.7bar である。壇ほか (2011)の 34bar というのは全２２地震の幾

何平均 20であるが，算術平均よりも有意に小さい。なぜ幾何平均で

妥当と言えるのか，壇ほか (2011)では何も説明されていないようで

あるが，明らかに算術平均値よりも小さい幾何平均値を特段の理由

なくそのまま基準地震動評価に採用することは適切とは言えない。  

    さらに，壇ほか (2011)では，国内３地震と海外２地震の短周期レ

ベルＡと地震モーメントＭｏからアスペリティの動的応力降下量の

平均的な値を 122bar と算出している。  

    この値と前記 34bar からアスペリティ面積比を求めると，Δσ／

Δσa＝３．４／１２．２≑２７．９％となる。レシピではアスペリ

ティ面積比は平均２２％，１５～２７％とされ，長大な断層では２

                                                   
19 なお，壇ほか (2011)表 1 で挙げられた国内の地震の断層パラメータのうち，1995

年兵庫県南部地震以降の３地震のデータは，他の６データよりも平均動的応力降下

量が顕著に小さく，破壊領域幅はやや大きめに設定されている。しかもその引用文

献に筆者らのものが挙げられている等，明らかに不自然な点があるが，取り敢えず

指摘だけに止めておく。  
20 幾何平均とは，対象データを乗じた値の累乗根である。相乗平均とも言う。  

 算術平均は，対象データの総和を対象データ数で割ったものである。相加平均と

も言う。  
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２％を適用することとされている（乙３８・１１頁）ことからしても，

２７．９％というのは過大である。国内地震用の平均動的応力降下

量４．３MPa とした上でレシピに記載されたアスペリティ面積比２

２％を採用すると，アスペリティ動的応力降下量Δσ a＝４．３／

０．２２＝１９．５MPa となる。原発の基準地震動の評価の上では，

基本ケースとして少なくともこの程度の値を考えるべきであり，債

務者の評価に妥当性はない。  

       壇ほか (2011)で短周期レベルが記載されている１９９５年兵庫県

南部地震，２０００年鳥取県西部地震，２００５年福岡県西方沖地

震については，それぞれ，アスペリティの動的応力降下量が３１．

９MPa，６．７MPa，１８．９MPa と算定されており（甲Ｄ３２７  

入江 (2014)214-68）この３つの数値の相加平均は１９．２MPa となる

ことからしても，１２．２MPa というのは過小評価のおそれが大き

い。  

    以上は相加平均を基にした考察であるが，入江 (2014)（甲Ｄ３２

７・4-65）においては，日本のデータのみの相乗平均に当たる平均動

的応力降下量３．８MPa，アスペリティ動的応力降下量１５．５MPa

が記載されている。数値はかなり異なるが，相加平均にせよ，相乗

平均にせよ，国内のみの地震データを使うと応力降下量が大きくな

ること自体は疑いない。  

(3)  壇ほか (2011)のデータのばらつきについて  

    以上はあくまで平均的値を用いることが前提の議論であるが，原

発の潜在的危険性の大きさに鑑み最大ないし最大に近い値を用いる

ことをも考えなければならない。壇ほか(2011)の基データを見ると，

                                                   
21 入江 (2014)の末尾には，日本原子力発電株式会社との共同研究であることが記載

されており，檀氏，入江氏らの一連の研究成果に原子力事業者が関与していること

は疑いない。  
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応力降下量が非常に不安定なパラメーターで，平均動的応力降下量

を 34bar（≑3.4MPa），アスペリティの動的応力降下量を 122bar

（≑12.2MPa）に固定してしまうことの危険性がうかがえる。  

    壇ほか (2011)のデータベースの国内９地震 (甲Ｄ１０６・２０４５頁

表１ )を見る限り，断層全体の平均動的応力降下量Δσ ♯については，

６～１０２ bar（０．６～１０．２ MPa）の範囲でばらついている。

特に国内のデータについては，もっとも古い１８９１年濃尾地震を

除けば，本件で基本条件とされた応力降下量３４ bar に整合してい

ると言えるデータは，壇ほか (2011)に掲げられたデータベース中に

１つもない。しかも，壇ほか (2011)の平均動的応力降下量３４ bar

と比較すると，国内地震のデータベースでは６／９ケースでその平

均動的応力降下量が３４ bar を上回っており，５／９ケースで３４

bar の１．７９倍以上大きくなっている。  

    さらに，入江 (2014)（甲Ｄ３２７・4-68）の表 4.4-2 を見る限り，

2000 年鳥取県西部地震のアスペリティ動的応力降下量は６．７ MPa

（67bar）とされている一方，１９９５年兵庫県南部地震は３１．９

MPa(319bar)，２００５年福岡県西方沖地震は１８．９ MPa(189bar)

とされている。壇ほか (2011)のアスペリティ動的応力降下量１２．

２MPa は，これらの平均値（約１９．２ MPa）よりも有意に小さく，

数はわずか３つだが，１２．２ MPa を基準とすると，そのばらつき

は約０．５５倍～約２．６倍程度とかなり大きい。債務者は，「不

確かさの考慮」として，アスペリティ応力降下量が１４．４ MPa と

なる Fujii and Matsu’ura(2000)の適用ないしアスペリティ応力降

下量を１．５倍若しくは２０ MPa としているが，その程度では十分

にばらつきを考慮したとは言えない。  

    債務者は，壇ほか (2012)において，２００２年アラスカＤｅｎａ
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ｌｉ地震の記録や２０００年鳥取県西部地震の記録とよく整合した

と主張しているが，入江 (2014)の表 4.4-2 を見る限り，2000 年鳥取

県西部地震のアスペリティ動的応力降下量は６．７ MPa，Ｄｅｎａｌ

ｉ地震の平均動的応力降下量は５．７ MPa であり，元々壇ほか (2011)

との乖離が少ない。債務者は，アスペリティ応力降下量が小さい地

震や海外の地震，その適用性が疑わしい距離減衰式と比較するだけ

でなく，兵庫県南部地震や福岡県西方沖地震の観測記録との整合性

も確かめるべきであり，これがなされない壇ほか (2011)は信頼に足

りるものとは言えない。  

    また，債務者は，中央構造線断層帯が横ずれ断層であることから，

短周期レベルが大きくなるとは考え難いと主張するが，壇氏らの解

析によると，同じ瀬戸内海ないしその沿岸で発生した横ずれ断層で

ある兵庫県南部地震では，３１．９ MPa という，債務者が想定する

不確かさを大幅に上回るアスペリティ応力降下量が解析されている

ことを無視している。  

(4) レシピでの不採用の意味について  

    壇ほか (2011)は，Fujii and Matsu’ura (2000)と同じく，長大な横

ずれ断層の応力降下量についての知見である。もし壇ほか (2011)が

信頼性のある知見と推本で見られたならば，新たな知見が得られる

までの暫定値に過ぎない Fujii and Matsu’ura (2000)のΔσ=３．１

についての記載はすぐに改められたはずであるが，推本はそれをし

なかった。現状，長大な横ずれ断層の応力降下量についての知見と

して，推本に集まった専門家は，壇ほか (2011)よりも Fujii and 

Matsu’ura (2000)の方がまだ信頼できると判断したものと考えるよ

り他ない。  

    勿論，Fujii and Matsu’ura (2000)よりも保守的な地震動評価に
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つながるというのであれば，レシピに記載されない手法を採用する

ことはむしろ奨励されるべきであろうが，アスペリティ応力降下量

という断層モデルにおけるもっとも重要なパラメータにつき，壇ほ

か (2011)は Fujii and Matsu’ura (2000)よりも非保守的な設定 22に

なっている。そのような手法は安易に基本的手法として採用される

べきではない。  

    債務者は，Fujii and Matsu’ura (2000)等での評価もしているの

であるからそれでよいだろうと言いたいようであるが，壇ほか

(2011)を適用した場合は多様な「不確かさ考慮」を行われている一

方，Fujii and Matsu’ura (2000)を適用した場合については多様性

に欠けている（甲Ｄ９７の１  平成２７年３月２０日付け「伊方発電所  

地震動評価について」５９頁）。４８０ｋｍケース及び１３０ｋｍ北

傾斜ケースでは，レシピに記載された Fujii and Matsu’ura (2000)

によって応力降下量を求めることを最低限の基準とすべきである。 

 (5) 壇ほか (2011)のすべり量の設定  

    岡村眞高知大学特任教授は，「断層が長くなっても，原発からは

遠ざかる。従って断層が長くなり，地震の規模が大きくなっても，

それだけなら実は大きな問題はない。問題は，断層が長い（規模の

大きい）地震は，すべり量も大きくなることにある」（甲Ｆ１１０「岡

村スライド」７９頁）と述べつつ，壇ほか (2011)の下記元データを示

す図をもって，「式の線を除けば，とても６０ｋｍ程度で（すべり

量が）一定になるとは思えない（もちろんデータが少なすぎるが…）」

と指摘する（同７８頁）。同じ震源断層の長さに対してデータが１０

                                                   
22 壇ほか (2011)は 12.2(MPa)，Fujii and Matsu’ura (2000)は 14.4(MPa)であ

る。前者は動的応力降下量であり，後者は静的応力降下量であるため，概念とし

ては違うが，基本的に同じものと見なして問題ない。前者による想定が後者より

も地震動を小さくすることは明白である。  
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倍以上ばらついており，ここから震源断層長さ６０ｋｍ程度 23で平

均すべり量が約３ｍ程度で飽和すると見ることについて不確実性

が大きいのは明らかである。  

 

 

    もし原発の潜在的危険性に鑑み，平均的な想定ではなく，最大規

模の想定を心掛けるならば，壇ほか (2011)のデータ分布の上限を取

                                                   
23 壇ほか (2011)では，「Ｌが約８０ｋｍを超えるとほぼ３００ｃｍで一定となる」

と記載されている（ 2047 頁）が，実際は，Ｌ＝６０ｋｍでほぼすべり量が飽和する

設定になっている。  
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るべきであり，そのときの平均すべり量は７ｍ程度となる（下記赤

実線）。データが少ないことからすれば，もっと大きな包絡線をも

考えなければならないだろう。  

 

【甲Ｆ１１０  岡村スライド８４頁】  

 

     国土交通省に設置された「日本海における大規模地震に関する調

査検討会」では，平均すべり量４．５ｍで飽和するとしつつ，ばら

つきを考慮してさらに１．５ｍを加えた６．０ｍまですべり量を考

えている（甲Ｄ４７２の１・１８頁，甲Ｄ４７２の２・１４頁）。同検討

会は一般防災を目的としたものに過ぎないことからすると，原発の

基準地震動策定に当たってのすべり量７ｍという設定は，特段過大

なものとは言えない。  

    だが債務者は，壇ほか (2011)を適用したケースでは，平均すべり

量は２．６ｍ程度しか考慮しておらず，著しい過小評価である（趣

旨・甲Ｆ９９「【迫る再稼働】（２）『揺れ』への評価に『想定外』ないか」

松岡裕美高知大学准教授インタビュー）。  
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(6) 小括  

藤原広行氏は，「第６回  地震・津波に関する意見聴取会（地震

動関係）」において，以下のような提言をしている。  

 

不確かさの中で，単に自然現象の側だけではなくて，それをモデ

ル化して予測式に持っていく段階で，単に情報として何かが欠落し

ているものだけではなくて，それを整理して表現し，更に予測につ

なげていくというプロセスの中での力不足といいますか，人間の認

識不足が起因して，結果として，不正確な予測，ばらつきを伴った

予測しかできないということが生じてしまう。これをもう一つ不確

実さの要因の１つとして明記しておく必要があろうかと思います。 

…モデル化による不確実さをここで明示的に考慮することが非

常に重要なのは，今，地震動予測を行う式の中で，まだ足りないと

わかっていても，中長期の課題として解決するということで，当面，

先送りに近い状況になっている項目が幾つかございます。それにつ

いて，そのまま先送りをして，何ら対処せずに，そこの部分を一切

考えないということではなくて，足りない部分が認識されたものに

ついては，方法論の持つ限界から生じる不確実さとして，何らかの

考慮ができる，そういった枠組みをつくることが必要だと思います。 

例えば特性化した震源モデルで表現しようとした時に，十分表現

できないものを，何らかの不確実さとして上乗せする。  

 

壇ほか (2011)や Fujii and Matsu’ura (2000)は未だ仮説の段階で

あり，原発の耐震設計に適用できるようなものではない（甲Ｄ４８

０「野津意見書」３１頁）。藤原氏が言う「モデル化による不確実さ」

は非常に大きいと言える。したがって，もし壇ほか (2011)等を適用



- 88 - 

するのであれば，その不確定性を定量的に見積もった上で，地震

動想定に相応の上乗せをする必要がある。  

だが，債務者は壇ほか (2011)のモデル自体の不確実性を基本的に

認めておらず，これによる基準地震動の過小評価のおそれは看過

できない。  

   

６  アスペリティ応力降下量についての不確かさ  

(1) アスペリティ応力降下量でほとんど決まってしまう  

    債務者は，複数の経験式を用いることによってさまざまな不確か

さを考慮したと主張している（準備書面（５）８８頁）。  

    確かに，債務者が準備書面（５）８９頁表２に掲げた数字を見る

と，各ケースでスケーリング則を２種類用いることにより，地震モ

ーメントや平均すべり量については多少なりとも違うケースを考慮

しているように見える。しかし，地震動評価にもっとも影響を与え

るアスペリティ応力降下量については，地震モーメントや平均すべ

り量等他のパラメータと無関係な固定値となっており，しかも１２．

２MPa から１４．４ MPa（不確かさ考慮では２０ MPa から２１．６ MPa）

へと若干大きくなるケースを考慮しただけである。これでは，十分

に不確定性を考慮したとは言えない。  

債務者は，壇ほか (2011)において，５４ｋｍケースと４８０ｋｍ

ケースとでは，短周期レベルが約２．９倍ないし約４．７倍になっ

ており，十分に大きいばらつきを考慮していると主張している（準

備書面（５）９０頁）が，短周期レベルが変わっても，壇ほか (2011)

を適用している限り，アスペリティ動的応力降下量はともに１２．

２MPa である。債務者は，サイト付近のアスペリティ応力降下量

の設定で地震動の大きさはほとんど決まってしまうという断層モ
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デルの特性を無視している。債務者自身，５４km ケースと４８０

km ケースとで，壇ほか (2011)による地震動レベルは変わらないこ

とを確認している（乙１５１・１１６頁  短周期側では，５４ｋｍケース

でと４８０ｋｍケースの応答スペクトルは完全に一致すると言っても過言

ではない）。短周期レベルが大きくなったからばらつきを考慮して

いるとの債務者の主張は失当である。  

    アスペリティ応力降下量が断層モデルにおいていかに重要なの

かについては，「第２回  地震・津波に関する意見聴取会（地震動

関係）」における以下の藤原広行氏の発言からも分かる（甲Ｄ５６６  

議事録２４頁）。  

    

    この地震動評価ということで，最終的に地震動レベルを設定する

上で何が一番効いているのかというところを，もう一度振り返って，

…我々が本当に改めて考え直す必要がある点を指摘したいと思う

のですけれども。  

…多分物理的な実態というよりは，それをモデル化したパラメー

タについての議論になっている。その中でアスペリティの応力降下

量というパラメータが出てきておりまして，これが，この中でも特

にサイトに一番近いアスペリティの応力降下量を幾らの値に設定

するのかということで，ほとんどレベルが決まってしまう。…まだ

まだいろいろわからない状況の中で，最終的にどの程度の余裕を見

て，アスペリティの応力降下量を設定するのかというところで答え

が決まってくるということですね。  

    ですから，断層がすごく長くなろうが，短いままであろうが，こ

のアスペリティの応力降下量，特にサイト近傍のところをどう与え

るかで計算結果が決まってしまっているという現実を，この断層モ
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デルの計算手法で見つめたほうがいい…  

(2) 新潟県中越沖地震と藤原氏の提言  

    債務者は，中央構造線断層帯は一般に短周期レベルが励起し易い

逆断層型ではなく，横ずれ断層型であるから，短周期レベルは大き

くなることは考え難いものの，敢えてアスペリティ応力降下量を１．

５倍又は２０MPa にしたと主張している（準備書面（５）７１頁）。 

この点，逆断層の方が横ずれ断層よりも短周期レベルが大きくな

り易いとは言えないことは，前記第２・３  (7) （３９頁）の通りで

ある。そもそも，債務者は断層モデルに基づく手法において，横ず

れ断層のみを対象として平均的な応力降下量を示した知見であると

ころの壇ほか (2011)若しくは Fujii and Matsu ’ura(2000)に基づきア

スペリティ応力降下量を設定しているのであるから，横ずれ断層と

してアスペリティ応力降下量がどの程度ばらつくのかを考えなけれ

ばならないはずが，その点について債務者からの具体的な疎明がな

い。  

    債務者は，アスペリティ応力降下量の不確かさ考慮について，壇

ほか (2011)を適用しているケースでは２０MPa，Fujii and 

Matsu’ura (2000)を適用しているケースではその１．５倍（したが

って，２１．６MPa）という数値を採用しているが，これに関連し

て，藤原広行氏は，下記の通り極めて重要な提案を「地震・津波に

関する意見聴取会」でしている。（なお，通常のレシピでは，短周

期レベルとアスペリティ応力降下量とは概ね比例関係にある（乙３

８・９頁）とされていることから，アスペリティ応力降下量の不確か

さは短周期レベルとして言われることがある。）  

 

  アスペリティの応力降下量，特にサイト近傍のところをどう与
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えるかで計算結果が決まってしまっているという現実を，この断

層モデルの計算手法で見つめたほうがいいということで，そうい

ったところから見たときに，今，不確かさを考慮するということ

が，中越沖地震の１つの経験から大体１．５倍ぐらいを見ましょ

うということで，バックチェック以来，ずっとそれが使われてき

ている。今後のことを考えると，そこを本当に１．５倍するとい

うことの妥当性ですね。これをきちんと説明できるようにしてお

くことが，何といっても重要なのではないかと思っています。  

     …（中略）…  

…アスペリティの応力降下量のばらつきを，例えば１．５倍に

することによって，もう十分な余裕度が見られる条件とは一体何

なのか。本当にそれで大丈夫なのかどうかということを，ぜひと

も検討していただきたいなと思います。（甲Ｄ５６６「第２回  地

震・津波に関する意見聴取会（地震動関係）議事録」２５頁） 

 

      短周期レベル１．５倍というものが結構断層モデルを用いた

地震動評価には効いているというふうに私は理解しております。

この１．５倍というものの値がなぜ出てきたのかと申しますと，

これは中越沖の地震で柏崎刈羽のサイトの評価のところで，たし

か３つのアスペリティが２２から２５ MPa ぐらいで評価するとう

まくいくとかというところで，その中で２５という値が残りまし

て，それが平均的な応力降下量に対しておおよそ１．５倍ぐらい

だろうということで，そこから一般化された数字としてこの１．

５が出てきたんだというふうに考えているんですけれども，今の

この断層モデルを使った地震動の評価手法でアスペリティの応

力降下量というものが一定値で設定される方法もあれば，ある程
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度モデルのほかのパラメータとかの間での相互の関係から平均

値が与えられる場合があって，断層モデルのパラメータ設定の仕

方によっては，この１．５倍のもととなる平均値が大きくなった

り小さくなったりしているというのも現状だと思います。その平

均値の与え方については，一応標準化されたレシピとか幾つかの

提案されている手法があるにも関わらず，まだ絶対値としてのレ

ベルが自然現象として平均値としてそれが本当にいいのかどう

かというのをまだ言い当てている状況ではないと。ですから，こ

の短周期レベル１．５倍というものは，一体何に対して１．５倍

をしているのかというところを，もう一度考えたほうがいいんじ

ゃないのかというところもございます。  

一方で，不確かさを考慮するということでは，柏崎刈羽のとこ

ろで中越沖の地震を経験したという経験はすごく重い事実であ

って，そこからそこのサイトの説明をするときに得られた２５

MPa という値は，それなりに意味を持つ値じゃないのかという気

もしておりまして，例えばこれは私の今の提案なんですけれども，

短周期レベル１．５倍，あるいはこれはアスペリティの応力降下

量１．５倍というふうにも読みかえてもいいと思いますが，そこ

で，この平均値として与えた基本モデルの値がばらついている現

状を考えると，１．５倍で初めから大きな平均値が与えられてい

るところについてはそれを１．５倍するということでもいいかと

思うんですけれども，小さな値になっているところで１．５倍し

ても，例えばアスペリティの応力降下量が２０ MPa に届かないよ

うなサイトもたしかあるとは思います。そういったところでその

ままにしておいていいのかどうか。  

ですから，例えば１．５倍または２５ MPa，ここの絶対値は検
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討されたらいいと思うんですけれども，過去の知見を踏まえて得

られた妥当な数字，その大きいほうをとって不確かさを見たこと

にするとか，そういうふうにされたほうがいいんじゃないのかと

いうことを，幾つかのサイトの地震動の設定手法を拝見させてい

ただきながら感じた次第でございます。」（甲Ｄ５６７の１「第４回  

地震・津波に関する意見聴取会（地震動関係）議事録」６頁）  

 

    以上の通り，藤原氏は，通常のレシピが適用される場面でさえ，

アスペリティ応力降下量の平均値を予測できていないおそれがある

ことを踏まえ，これを１．５倍または２５MPa の，いずれか大きい

方を採用すべきであると提案しているのである。  

    さらに藤原委員は，東京電力が柏崎刈羽原発において佐渡島南方

断層～魚津断層帯（長さ１５６ｋｍ）のアスペリティ応力降下量（１．

５倍して２１．５MPa24）に関し，以下のように意見を述べている

（甲Ｄ５６７の１「第４回  地震・津波に関する意見聴取会（地震動関係）

議事録」３９頁）。  

 

    連動を考慮して長大な断層についての断層モデルによる強震動

の評価を行うということでは，やはりまだ手法そのものが確立され

たとはとても言えない状況だと思っていますので，…基本モデルを

どう設定するのかというところのそもそものところが，まだ確たる

足場がないようなこういう大きな断層帯については，不確実さを含

めた評価のところをどうするのかというところについてもしっかり

と議論していったほうがいいんじゃないのかというところで，今の

                                                   
24 結果的に Fujii and Matsu’ura (2000)を適用した場合とほぼ同じ値になっている

が，東京電力は長岡平野西縁断層帯のΔσ =４．３MPa を使用し，Fujii and 

Matsu’ura (2000)は使用していない（甲Ｄ５６７の２・４頁）。  
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モデルを使った計算法だと，もう何度も申し上げていますけれども，

最終的にアスペリティの応力降下量とかがどのぐらいに設定される

のかというところで新たなレベル感が見えてくるということで，そ

ういたしますと中越沖の経験からはこれが２０～２５ぐらいの値だ

ろうと計算されて，その中でも２５ぐらいにすればいいんじゃない

のかと。だったら，まだ足場がしっかりせずにふらついている平均

値に対して１．５倍というふうな値を設定するよりは，これまでの

実際に起きた事実から推定された値である２５とか，その値の絶対

値をどうするかは別にして，よくわからない場合，不確実さを考え

たときの応力降下量の設定は，例えばこの値で行きましょうとかい

う判断もあり得るんじゃないのかということで，くどいようですけ

れども…  

 

    この点債務者におけるアスペリティ応力降下量の設定は，通常の

レシピどころか，壇ほか (2011)という，極めて不十分な知見に基づ

いており，Fujii and Matsu’ura (2000)も規定された閾値を無視し

て適用している。これらの知見から平均値を導ける確証はないまま，

１．５倍または２０MPa のいずれか大きい方を採用するという方針

に基づき，アスペリティ応力降下量を２０～２１．６MPa に過小評

価してしまっている。特に４８０ｋｍケースでは，真値の平均値に

さえ届いていない可能性が否定できない（甲Ｄ４８０「野津意見書」

３１頁）。  

知見の不確かさを踏まえるならば，アスペリティ応力降下量の不

確かさは，少なくとも２５MPa を考慮すべきである。  

(3) 釜江克宏氏の発言  

     藤原氏ほど明確ではないが，地震・津波検討チーム第５回会合に
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おいて，釜江克宏・京都大学地震研究所教授も，以下のように，ア

スペリティ応力降下量についてより保守的な想定をすべき旨を述

べている。  

       

     やはり先ほどの不確かさですね，これは遠い地震以上にやはり

何らかの形で取り込みながら，基準地震動を作成する必要がある

と。この中には，やっぱり応力降下量ですね。これが一番，藤原

委員もずっとおっしゃっていますし，私もそう思います。これら

についてのやはり不確かさをどう捉えるか。（甲Ｄ４３１  議事録３

６頁）  

 

     釜江氏は，東京大学で行われた「第２回専門家フォーラム」の

話題提供者Ｐ１として，短周期レベルについては以下のような発

言をしている。  

 

     もう一つ大事なのは短周期レベルです。…平均値がこれで，多

くの地震がある範囲の中に入っていますけれども，結構ばらつい

ている。こういうものが，当然，最終的に評価した基準地震動に

影響しますので，こういうばらつきをどうするかということが大

事なんです。新潟県中越沖地震では，この平均値よりも１．５倍

ぐらい大きかったということで，今，短周期レベルを１．５倍ぐ

らい大きく想定して基準地震動を策定しています。実際，このば

らつきをどう見るかですが，１．５でいいのか，もっと大きく２

倍を見なきゃいけないのかという議論もあります。こういうばら

つきをもう少し考えていかないといけない。（甲Ｄ３０２「第２回専

門家フォーラム」７頁）  
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     レシピで採用されている壇ほか (2001)による地震モーメントと

短周期レベルの経験的関係式は，下記（甲Ｄ５６８「山崎断層帯を

想定した強震動評価」から抜粋）のように，倍半分ないしそれ以上ば

らつくと考えられている。たとえ壇ほか(2011)等で平均値を適切

に言い当てられているとしても，この点のばらつきを考慮して想

定外を低減させることを考えるならば，アスペリティ応力降下量

の不確かさの考慮は少なくとも２倍にすることを考えるべきであ

る。  

 

 

 

ここでは地震モーメント Mo と短周期レベル A の関係（下）のみを引用  

当時のレシピでは  

壇ほか(2001)は(6)式  
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 (4) 小括  

債務者はアスペリティ応力降下量の不確かさを３．１１前と変

わらず安易に設定しているが，入倉孝次郎京都大学名誉教授が平

成２６年３月２９日付けの愛媛新聞のインタビューで述べる通り，

これが１．５倍で良い明確な根拠はなく，恣意的と言うことも出

来る（甲Ａ２１）。債務者は，「不確かさが残る場合には不確かさを

安全側に考慮する」（準備書面（５）８８頁）と主張しているが，これ

が嘘でないと言うであれば，２５MPa 若しくは２倍にするべきであ

る。  

  

 ７  南傾斜・南隆起の可能性  

 (1) 震源断層の傾斜角度は調査ではわからない  

高知大学の岡村眞特任教授や港湾空港技術研究所の野津厚氏が

述べる通り，いかに詳細な音波探査，地震波探査によっても，地

震を起こす震源断層の実際は見えない。分かるのは，地表面に見

える活断層の地下周辺に震源断層が存在していることだけである。

したがって，いかに詳細な調査を実施して地表付近の断層の傾斜

角を特定できたとしても，事前に震源断層の傾斜角を正確に予測

することは不可能である（甲Ｄ２５５平成２８年５月１３日付け「岡村

意見書」１頁，甲Ｄ５４２「野津意見書（２）」１頁）。  

産業技術総合研究所（産総研）の活断層・火山研究部門主席研究

員である岡村行信氏も，「第４回地震・津波に関する意見聴取会（地

震動関係）」において，「活断層の傾斜角ってよく分かっていない」

「地震が起こってみないと分からない」「ある幅の中でやはり少し

保守的な数字というものを基本とするというか，何かそういうよう

な基本的な数字というか基本モデルの数字の決め方というところ
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に少し配慮が必要かなというふうに思います」と述べている（甲Ｄ

５６７の１  議事録１１頁）。  

債務者が適合性審査や裁判で提供している資料の中にも，震源断

層のある地下深部に関するデータはない。地表付近の断層が高角度

であると推定されることまでは言えるが，地下深部の震源断層が垂

直であると断定できる根拠はない。  

横ずれ断層は通常高角であることから，敷地前面海域断層の震源

断層の傾斜角を高角（６０°から９０°）であると考えることには

一定の合理性がある。保守性の確保を考えると，本件では，より震

源が伊方原発により近づき揺れが大きくなる南傾斜・南隆起の可能

性を十分考慮する必要がある（甲Ｆ１１０  岡村スライド４５頁）。  

だが，債務者は，南傾斜の可能性を「応答スペクトルに基づく地

震動評価」では行っておらず，「断層モデルを用いた地震動評価」

でも，南傾斜８０°の「不確かさ考慮」をわずかに行っているに過

ぎない。その程度では，南傾斜を事実上考慮していないに等しく，

保守性に欠ける。  

 (2) 伊方原発周辺は圧縮場である  

    国土地理院が電子基準点の動きを捉えた地殻変動ベクトルからし

て，伊方原発周辺はフィリピン海プレートの沈み込みにより概ね西

北西の方向へ圧力がかかる圧縮場となっていると考えられる（甲Ｄ

４８０「野津意見書」３７頁）。  

    野津意見書で参照された国土地理院の地殻変動ベクトルのアニメ

ーションは準備書面で引用困難であるため，下記にはほぼ同内容の

平成２７年３月２０日付け適合性審査資料（甲Ｄ５８・１５頁）の図

を掲載する。  
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上図の通り，伊方原発周辺はフィリピン海プレートの沈み込みに

よる圧縮場になっていることから，敷地前面海域の中央構造線が活

動する際は，横ずれ断層に逆断層成分が加わる可能性が高いと言え

る。  

      債務者は，広島事件において，「テクトニクスの観点から，この

ような横ずれ断層の卓越する場から正断層の卓越する場への遷移域

に位置する敷地前面海域の断層群が逆断層を含み，その震源断層面

が南傾斜しているとは考えられない」（甲Ｅ５の１  広島事件債務者準

備書面（５）の補充書（１）１６頁）と主張しているが，横ずれに線断

層成分が混じるのは豊予海峡より西側に限られ，伊方原発付近は「遷

移域」ではなく，横ずれに逆断層成分が混じる領域であることは明

らかである（甲Ｄ５４２「野津意見書（２）」１頁）。  
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 (3) 南側の隆起  

    逆断層成分を含む地震が北傾斜の断層面で生じたと仮定すると，

断層の北側が隆起することになるので，断層の南側が高い（半島が

ある）という地形の特徴と矛盾する。したがって，南傾斜と考える

べきである（甲Ｄ４８０「野津意見書」３７頁）。  

    債務者は広島事件において，「佐田岬半島が断層運動によって隆起

したことを示すものではなく」（甲Ｅ５の１  債務者準備書面（５）の補

充書（１）１６頁）と主張している。しかし，以下に引用した同事件

債務者準備書面（５）の補充書（１）の図１では，新第三紀～第四

紀堆積物の基底が，断層を挟んで左側（北側）より右側（南側）の

方がだいぶ浅くなっていることが分かる。兵庫県南部地震を引き起

こした六甲山と神戸市の境界にある断層の断面と同様，断層を境に

左側が継続的に沈降してきたので，堆積層が厚く堆積しているので

ある。これを見れば，大半の専門家は断層運動によって南側が隆起

したと考えるはずである（甲Ｄ５４２「野津意見書（２）」３頁）。  

 

  さらに，以下に引用した広島事件債務者準備書面（５）の補充書
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（１）  図２「敷地前面海域における更新世の地層上面の標高」（甲

Ｅ５の１・５頁）を見ると，横に並んでいるバルジや地溝を境にして，

南側は黄色の色が濃くなっており，北側は色が薄くなっている。こ

れは，更新世の地層上面にも高低差があり，北側が低く南側が高い

ことを意味する。従って，更新世から完新世に入ってからも（１万

年前以降も）断層運動が繰り返され，北側が下がり南側が隆起する

傾向が続いていたということを意味する。  

 

断層の南側が隆起しているという事実は，下記伊方原発沖のウォ

ーターガンによる調査結果によっても明らかである。南東側（原発

側）のＤ層は北西側よりも５～１０ｍ高くなっており，過去１万年

に５～１０ｍは隆起したことが分かる（甲Ｆ１１０「岡村スライド」５

２頁，甲Ｄ２５５「岡村意見書」３頁）。  
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     佐田岬半島沿いに，中位段丘，高位段丘が少なくとも６０ｋｍ

にわたって水平に配列していることからも，敷地周辺が過去数十

万年にわたって隆起し続けていることは明らかである（甲Ｆ１１０

「岡村スライド」５９頁）。  

     以上の通り，敷地前面断層の南側が過去の断層運動で繰り返し

隆起していることは明らかである。これと前記敷地周辺が圧縮場

であることを考えれば，敷地前面断層は南傾斜で逆断層成分を含

んだ横ずれ断層である可能性が十分にあると言える。  

     そもそも債務者がかろうじて南傾斜８０°を考慮するようにな

ったのは，原子力安全委員会の地震・地震動評価委員会及び施設

健全性評価委員会ワーキンググループ３（以下単に「ＷＧ」とい

う。）第２５回会合の後，松岡裕美委員（高知大学准教授，地質

学）より，「断層の傾斜角について，垂直と地質境界面に沿った
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北傾斜３０度の議論に加えて，南傾斜８０度程度を検討すべきで

はないか。ほぼ横ずれ断層であることは間違いないが，地形的に

南側隆起成分を含むことであることは否定できず，音波探査断面

からは断層面を確認できていないことを考慮して，南傾斜８０度

程度の可能性が高いと考えられる。震源を特定できない地震で，

横ずれ断層６０度の傾斜で検討しながら，中央構造線は９０度と

いうのも極端ではないか。」 (甲Ｄ５４１・４頁 )というコメントが

され，第３４回ＷＧで議論がされたことによる。「南傾斜８０度

程度の可能性が高い」のであれば，本来これよりも厳しい想定ま

で行うことや，他の不確かさとの重畳を考慮すべきであるが，債

務者には安全性確保に対する意識が希薄である。  

(4) エアガン探査断面図の解釈  

     債務者は，海上音波探査の結果を震源断層が鉛直と判断する有

力な材料としている（甲Ｅ５の１・６頁参照）。しかし，地表付近

の断層の傾斜を調べても，地下の震源断層の傾斜角がどうなって

いるのかは分からない。岡村眞高知大学特任教授によると，地下

深部よりも地表付近で高角度になることも多く，表層の活断層の

傾斜がほぼ垂直であるからといって，地下深部がほぼ垂直である

とは限らない（甲Ｆ１１０「岡村スライド」４６頁）。ただし，債務

者が行った地表付近の断層調査の結果からしても，南傾斜の可能

性は十分示唆される。債務者は自身が行った調査結果の解釈を誤

っている。  

     高知大学特任教授の岡村眞氏によると，債務者が適合性審査に

示した伊方原発沖の下記エアガン探査断面図のデータ（平成２５

年８月２８日付け  資料１－１）を見れば，地表付近の断層面が

南に傾斜していることが確認できる（甲Ｄ２５５「岡村意見書」６頁）。 
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     さらに，原子力安全・保安院も，伊方原発前面海域における海

上音波探査反射断面図について，下記のように黒い線を引き，原

発から水平距離で約８ｋｍの位置にある一番外側の断層線は南傾

斜であるという解釈を示している（甲Ｆ１１０「岡村スライド」４１

頁，甲Ｆ１０２「伊方発電所敷地前面海域における海上音波探査」１０頁

JNI-E 断面図（縦横比をほぼ等倍に改変））。  

 

     上記断面は地溝のものであるが，バルジの部分に当たるそのひ

とつ南西側の側線については，外側の断層線はさらに南側に傾く

ようになっている（甲Ｆ１１０「岡村スライド」４４頁，甲Ｆ１０２「伊
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方発電所敷地前面海域における海上音波探査」８頁 JNI-D 断面図（縦横

比をほぼ等倍に改変））。  

 

    以上の敷地前面海域の断面図からしても，震源断層が鉛直である

断言する根拠はなく，南傾斜の可能性は十分にあると言うことが出

来る。  

 (5) 横ずれ断層はほぼ鉛直？  

    債務者は，広島事件において，「地震学的には，実証的に近年国

内外で発生した横ずれ断層による主な地震では震源断層はいずれも

ほぼ鉛直であることが明らかにされていている」（甲Ｅ５の１  債務

者準備書面（５）の（１）５頁）と主張している。「ほぼ鉛直」の意味

が明らかでないが，債務者が挙げる Nishimura et al.(2006)では福

岡県西方沖地震の傾斜角は７９°であり，Asano et al.(2005)での

Denali 地震は８６°である。岡村教授も述べる通り，横ずれであっ

ても正確に９０°である断層はほとんどない（甲Ｃ９０「岡村意見書」

７頁）。さらに岡村教授は，横ずれ断層について，「実際の断層は垂

直ではなく，どちらかに７０～９０度程度の傾斜を持つことが多い」

と指摘している（甲Ｆ１１０「岡村スライド」４６頁）。  

     ＷＧ第３４回会合では，松岡委員から，債務者も挙げた福岡県の

西方沖地震はかなりきれいな横ずれだが８６度くらいだし，北アナ

トリア地震は８０度位で，綺麗な横ずれでも９０度というのは多く

ないと指摘されている（甲Ｄ５４１・２７頁）。徳山英一委員（東京
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大学大気海洋研究所教授）は，南にも６０度ディップしている（傾

いている）という仮定を置いてＳｓ（基準地震動）を評価する必要

があるという意見を述べている。  

    ２０１６年熊本地震は，横ずれ断層を主体とする地震でありなが

ら，国土地理院は干渉 SAR の解析結果に基づいて傾斜角が６０度の

断層面（甲Ｄ５４３）を，纐纈他は強震波形データの解析に基づいて

傾斜角が７５度の断層面（甲Ｄ４１６）を，浅野・岩田は強震波形デ

ータの解析に基づいて傾斜角が６５度の断層面（甲Ｄ５４４）を，そ

れぞれ提案している（布田川区間に着目した数字）ことから，野津

厚氏は，敷地前面海域の断層の傾斜を少なくとも南傾斜６０度まで

想定し，安全側に基準地震動を策定することが必要であるとの意見

を述べている（甲Ｄ５４２「野津意見書（２）」４頁）。レシピにおいて

は，「高角」とされている場合は６０°から９０°の範囲で傾斜角を

設定することになっており（乙３８レシピ４頁），横ずれ断層でも６

０°まで傾くことは十分あり得ることである。  

    松岡裕美高知大学准教授も述べるとおり，８０°程度南傾斜の可

能性は高い。またそれ以上傾斜している可能性も否定できず，鉛直

を基本ケースとするのは安全側の考慮に欠ける。  

(6) アトリビュート解析  

    債務者はアトリビュート解析も行っているようである（広島事件準

備書面（５）の補充書（１）６頁）が，伊方原発から数十キロメートル

離れた三崎沖ジョグと串沖ジョグでしか行っておらず，伊方原発直

近の断層がどうなっているかは分からない。また，この調査結果に

よっても，地質境界より深い部分でも高角度の断層が続いている可
．

能性が示唆された
．．．．．．．．

，という程度であるから，これをもって震源断層

が鉛直であると推認することはできない。  
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    第３４回ＷＧにおいても，債務者（大野裕記氏）は，「断定的に

今回のアトリビュートで，我々も直 (垂直 )だと，いうところまでは

思ってはございません。データを見ますと，そのように見えるよう

な情報も得られたという段階であるということをちょっともう一度

申し述べたいのと，実は，こういった構造が見えておりますのは，

実はメインとなるストレートな，断層のストレートな部分はやはり

残念ながら見えませんでした。ジョグのところ，堆積層が厚くてそ

こが落ち込んでいるようなところによって，初めて見えているとい

うものでございますので，本体のところの構造とまで断定的に申せ

るというところではないということをちょっと補足させて頂きま

す。」（甲Ｄ５４１・２９頁）と述べている。  

(7) 小括  

     以上からすれば，その可能性が十分に高いと思われる横ずれに

逆断層成分が混じった南傾斜８０°については，少なくとも他と重

畳させる不確かさ，つまり基本ケースとして考えるべきである 25。

不確かさの考慮としては，少なくとも南傾斜６０°程度までは考え

るべきである。債務者は，鉛直を「信頼性の高い想定」と主張し

ているようだ（準備書面（５）９５頁）が，調査技術の限界や現実に

は横ずれ断層であっても傾斜角が丁度９０度になるものはほとん

どない現実を無視している。  

     南傾斜６０°の場合は，震源が伊方原発直下に位置することも考

えられ，その場合，上盤効果 26 によって想定を大きく超える激し

い揺れが伊方原発を襲うことになると想定される。  

                                                   
25 なお，債務者は「岡村氏が指摘するような低角の南傾斜は，敷地調査結果からは

およそ考えられない」（準備書面（５）７３頁）と主張しているが，岡村氏は低角（レ

シピによると０°～３０°）の南傾斜の可能性は指摘していない。  
26 断層面の地表投影面の範囲にある地点では，周期１秒以下で下盤側に比べて上盤

側で３倍程度大きな地震動強さになることを示した研究成果（甲Ｄ５９２「距離減
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８  その他の不確かさ考慮に関する債務者の主張ついて  

(1) 数値から分かる考慮の不十分さ  

    債務者は広島事件において，不確かさケースとして１０２通りを

考慮しており，最大加速度（水平動）が最小ケースで１９８ガル（５

４ｋｍ，壇ほか (2011)，破壊伝播速度不確かさ考慮），最大ケース

で４９３ガル（４８０ｋｍ，壇ほか (2011)，応力降下量不確かさ考

慮）であり，約２．５倍のばらつきを考慮したと言えると主張する

（甲Ｅ５の２  準備書面（５）の補充書（２）４３頁）。  

だが，纐纈一起東京大学地震研究所教授によると，強震動につい

ては再現でも倍半分（１／２～２倍）の誤差が生じるのが通常であ

る（甲Ｄ７０「事情聴取書」）。つまり，特定の震源から発生する地

震動の評価としては，地震モーメントや震源断層の位置，形状等地

震発生後の精度が高いデータが使えるとしても，最小値と最大値と

では，通常４倍程度
．．．．．．

の幅が生じるということである。一方債務者は，

震源断層の長さを５４ｋｍから４８０ｋｍまで変化させ傾斜角を北

３０度から南８０度まで変化させる等の，地震発生後はある程度確

定できる震源の不確かさまで合わせても，僅かに全体で約２．５倍
．．．．．

程度
．．

しか幅を考慮できていない。最大の地震動を考慮するという意

味では著しく不十分なのは明白である。  

債務者は，基本震源モデル自体に，偶然的な不確かさ及び事前に

平均的なモデルを特定することが困難な不確かさ（破壊開始点，ア

スペリティ位置（深さ）等）を安全側に考慮して織り込んだのでば

らつきがある程度抑えられており，安全側に固定した不確かさの固

定を外せば，もっと大きなばらつきが生じると主張する（準備書面（５）

                                                                                                                                                                 

衰式のばらつき特性評価と地震ハザード解析の高度化研究」）がある。  
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９３頁）が，債務者の基本震源モデルがどの程度安全側と言えるのか

について具体的に示せていない。債務者は破壊開始点については３

～５パターンを考慮しており，必ずしも厳しい数値だけを算出して

いる訳ではない。アスペリティの深さについても，断層上端に配置

することが常にもっとも厳しいの数値を導く訳ではない。どの深さ

の想定がもっとも厳しくなるかは，破壊開始点やアスペリティの平

面位置等との関係である程度ばらつく。山田ほか (2007)（甲Ｄ１３０）

によると，アスペリティの位置（ここでは「深さ」だけではない。）

はアスペリティ応力降下量に比べれば地震動に与える影響は小さい。

安全側に考慮してばらつきを抑えるつもりがあるならば，アスペリ

ティ応力降下量のバラツキを１σ（標準偏差 0.254 とすると約１．

８倍）程度も考慮していない現状をまず改めるべきである。  

(2) アスペリティの平面位置について  

アスペリティ位置については，岡村眞高知大学教授より「ジョグ

がアスペリティにならない，などというのは『たわごと』である」

「表層地層の変形であるジョグがある程度のことで，敷地前にアス

ペリティを置かない理由にはならない」「５４ｋｍ程度の断層でア

スペリティを２つに分ける必然性もない」（甲Ｆ１１０「岡村スライ

ド」６５頁）と指摘されている。  

さらに，「第４回  地震・津波に関する意見聴取会（地震動関係）」

では，地質学が専門の岡村行信委員（産業技術総合研究所  活断

層・火山研究部門  首席研究員）より，「大きく滑ったところが強

震動生成域とは限らない」「そもそも地質学的に強震動生成域と決

められるかどうかということが私は疑問だと思います」「合理的に

決められるとなればばらつきの一つとして扱えるかもしれないで

すけれども，決められないとなると，やはり敷地近くに置いておく
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ようなことを考えないといけないのかという気がします」と述べら

れている（甲５６７の１  議事録１１頁）。  

アスペリティ位置について詳細な地質調査によって信頼性の高

い情報が得られるなどというのは誤りであり，敷地近くに配置する

ケースを基本とすべきである。  

債務者は，考慮した２パターンは考え得る中でもっとも厳しくな

るものだと主張する（準備書面（５）９７頁）。  

この点債務者は，４８０km 等の長大な断層のケースにおいて，

アスペリティ（ＳＭＧＡ）の配置が東西に概ね均一なケースしか取

り上げていないが，実際の震源断層ではむしろほとんどの場合，な

んらかの片寄りがある。もっとも厳しい想定をするというのであれ

ば，小さなセグメントの中だけで考えず，長大な断層全体の中で伊

方原発敷地周辺にアスペリティが偏在する想定をすべきである（甲

Ｄ４８０「野津意見書」３２頁）。  

(3) その余の重畳させないパラメータについて  

北傾斜について，そもそも債務者は調査の結果震源断層の傾斜角

をほぼ鉛直と断定しているにもかかわらず，このパラメータを考慮

しているということは，詳細な調査によっても傾斜角が特定できな

い可能性を自ら認めていることに他ならない。北傾斜の可能性が小

さいとする根拠が薄弱であることは明白である。  

破壊伝播速度について，債務者は Geller(1976)によりβ＝０．７

２としているが，レシピでは「近年の研究においては，Geller(1976)

による係数 0.72 よりも大き目の値が得られている」とし，例とし

てβ≑０．８となる見解（片岡，他，2003）も紹介されており（乙

３８・１３頁），必ずしも平均値について専門家の一致がある訳では

ない。債務者は，５４ｋｍケースについて，宮腰・他 (2003)の知見
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による１σを考慮し係数０．８７としている（甲Ｄ９７の１  平成２

７年３月２０日付け「伊方発電所  地震動評価について」５７頁）が，そ

もそも１σ考慮すればよいという根拠が曖昧な上，平均値が必ずし

も定まらないのだから，係数０．８７で本当に１σのばらつきを考

慮できているどうかも分からない。  

また債務者は，４８０ｋｍ及び１３０ｋｍケースの破壊伝播速度

について，「長大断層でＶｓを超える事例報告がある」（同５７頁）

と述べている（乙２６９・６４頁参照）。つまり係数を１．０以上に

設定することが妥当になり得るということであり，不確かさ考慮と

して係数１．０で十分とは言えない。山田ほか (2007)によっても，

破壊伝播速度のばらつきは地震動評価に対し相当程度の影響を与

えることが分かっており（甲Ｄ１３０・１０９頁），このパラメータ

についても軽視すべきではない。  

債務者の設定した破壊伝播速度は，他のパラメータとの重畳が不

要な程信頼性が高いとは言えない。  

(4)  不確かさの重畳についての藤原氏の指摘  

    不確かさの重畳考慮の問題は，地震・津波に関する意見聴取会で

も，藤原広行氏から以下のような指摘があった。  

 

「２つの不確かさを重ね合わせないというのは，これまで暗黙のう

ちに使われて，完全にオーソライズされていたわけではないんじゃ

ないのかなとも。とりあえずそれでいきましょう。それは中長期的

にはそこをきちんと評価しなきゃいけないというふうに，確かなっ

ていたと思うんですけれども，今の段階でそれをどう扱うのかとい

うのを明確にしたほうがいいと思うんですよね。当面はもうそのル

ールでいくのか。それも本当にルールというふうにするんだったら，
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それでいいのかどうかをもうちょっときちんと議論しておかないと，

そこの不確かさの考慮の仕方によって最後の結果がかなり変わって

くる可能性もありますよね。そこがすごい心配なところではありま

すね。」（甲Ｄ５６９「第３回  地震・津波に関する意見聴取会（地震動関係）

議事録」２９頁）  

 

    藤原氏からの指摘があったにもかかわらず，現在まで規制委員会

は，不確かさの重畳について「必要に応じて組み合わせる」（設置

許可基準解釈別記２第４条５項⑤及び審査ガイドⅠ 3.3.3（２）①１））

としているだけで，旧規制機関時代から根本的な変更はなく，基準

は明確でない。そのような不明確な基準による審査を通過したから

といって，債務者の不確かさの考慮が適切なものとは到底言えない。 

    債務者がアスペリティ応力降下量や断層傾斜角等について重畳考

慮しないことについては，特段正当な地震動想定として認められた

手法ではない。  

伊方原発については，前記の通り，逆断層成分が混じる南傾斜に

ついて複数の専門家から指摘されている状況を踏まえ，少なくとも

これは他と重畳させる不確かさとすべきである。すなわち，南傾斜

を基本モデルの１つとして考えるべきである。アスペリティの配置

の基本ケースも見直す必要がある。また，４８０ｋｍケースでは破

壊伝播速度の係数を１．０とすることも他と重畳させることが必要

であろう。  

 

第４  断層との距離について  

  いかに詳細な調査をしても，伊方原発周辺で確認できるのは，表層付

近の活断層と地層境界としての中央構造線だけで，地震波を発生させる
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震源断層は見えない。したがって，伊方原発から震源断層までの距離さ

え，正確には分からない（甲Ｆ１１０「岡村スライド」３５頁）。  

  敷地前面海域の断層は断層帯となっており，伊方原発から５－８ｋｍ

の範囲で分布している。債務者は，表層付近で確認出来る活断層帯のも

っとも外側で敷地から遠い８ｋｍ（水平距離）の直下での震源断層の想

定を基本ケースとしているが，それよりも内側に震源断層が存在する可

能性がある。  

 

【甲Ｆ１１０  岡村スライド３６頁】  

次の図は，先にも示した，旧原子力安全・保安院が債務者の調査とほ

ぼ同じ測線で行った，敷地前面海域における海上音波探査反射断面図と，

保安院の解釈である（甲Ｆ１０２「伊方発電所敷地前面海域における海上音波

探査」１０頁 JNI-E 断面図（縦横比をほぼ等倍に改変））。  

 

【甲Ｆ１１０  岡村スライド４１頁】  
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上記のように，８ｋｍという想定は，もっとも外側に位置する地表付

近の断層のうち，表層付近の位置を基準としたものである。実際は，も

っとも外側の断層は南に傾斜しているため，債務者が断層（地震発生層）

の上端としている深さ２ｋｍの地点では，敷地までの水平距離は８ｋｍ

よりも短くなる（７－７．５ｋｍ程度と推定される）。  

 

【甲Ｆ１１０「岡村スライド」４２頁】  

 

一番外側の断層が南傾斜になるという敷地前面海域断層群の同様の傾

向は，これよりも１本南西側の測線でも確認されている。（甲Ｆ１０２「伊

方発電所敷地前面海域における海上音波探査」８頁 JNI-D 断面図（縦横比をほぼ

等倍に改変））。  
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【甲Ｆ１１０  岡村スライド４４頁】  

  

 一方債務者は，下記のような図を示し，「活断層は，地下深部に向か

うにつれて，三波川変成岩類と領家花こう岩類との会合部（本件発電所

敷地の沖合約８ｋｍの地点）へと収斂しており（図１）この会合部の下

に敷地前面海域の断層群の活断層本体（震源断層）が存在すると推定さ

れる」と主張している（甲Ｅ５の１  広島事件準備書面（５）の補充書（１）

３頁）。  

 

  だが，活断層が収斂するというのは，債務者の勝手な解釈に過ぎず，

前記保安院の解釈と矛盾している。地質境界と震源断層とが一致しない
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ことは債務者も主張している通りであり（答弁書１３２頁），会合部の下に

震源断層があるとは限らない。  

  債務者は，松山地裁において，地溝やバルジの配列によって震源断層

の位置を推定したとも説明しているが，地溝やバルジにはある程度幅が

ある。債務者はその１番外側を結んだ線の直下に震源断層があるとして

伊方原発からの距離は８ｋｍと解釈しているが，７－７．５ｋｍという

解釈も十分成り立つ。  

  

 

【甲Ｆ１１０「岡村スライド」５５頁】  

   

以上の通り，債務者が想定する地震発生層の上端を前提とすると，震

源断層の位置が敷地から８ｋｍという債務者の想定の根拠は薄弱であり，

実際はもっと伊方原発に近い可能性が高い。地震動の評価において断層

距離の違いは非常に大きいが，債務者は基準地震動を最も小さく見積も

るための想定しかしていない。  

 

第５  南海トラフの地震について  

 １  東北地方太平洋沖地震との異同について  

(1) 総論  

    債務者は，伊方原発の敷地と女川原発等の敷地とでは，地域特性が
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異なることから，沈み込むプレート上面からの距離が遠い女川原発等

の東北地方太平洋沖地震時の観測記録の方が大きくなると主張して

いる（準備書面（５）９８頁）。  

    無論，実際にＭｗ９．０の南海トラフ巨大地震が発生した際，伊方

原発が女川原発等とは違い震源域に含まれるとしても，伊方原発に襲

来する地震動が東北地方太平洋沖地震の際に女川原発を襲った地震

動（６３６ガル（水平方向））を下回る可能性がまったくないとは言

えない。地震動は必然的に偶然の要素によって支配される上，伊方原

発立地地域において女川原発等よりも地震動を小さくするような地

域性はあるかもしれない。だが，そのような，あるかないか分からな

い可能性に賭けるような地震動想定は原発の耐震設計においては許

されない。基準地震動を上回る地震動が原発に襲来するおそれを可能

な限り低減させるべく，地震動を大きくする要因として可能性の否定

できないことについては可能な限り考慮し，十分に余裕を持った想定

をすべきであることは言うまでもない。  

(2) サイト特性について  

    債務者が地域特性の違いとして挙げるのは，女川原発の解放基盤表

面と伊方原発の解放基盤表面におけるＳ波速度の違いである。女川原

発の解放基盤表面のＳ波速度は１５００ｍ／秒であり，伊方原発の解

放基盤表面のＳ波速度は２６００／秒であるとすると，一般的には伊

方原発の地盤条件の方が有利と言われるかもしれない。だが，原発の

重要な施設が集まる短周期側では必ずしもそうは言えない。  

債務者が平成２７年３月２０日付け適合性審査資料（甲Ｄ９７の

１・１０３頁）等に引用している加藤ほか (2004)が提案する「震源を

事前に特定できない地震による水平動の地震動レベル」では，Ｓ波速

度１５００ｍ／秒の応答スペクトルも，地震基盤（Ｓ波速度３０００
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ｍ／秒）の応答スペクトルも，固有周期０．１秒以下ではまったく同

じ評価になっており，長周期側でも大きくは違わない（債務者準備書

面（５）１２１頁図２３）。また，消防博物館のホームページには，「定

性的には，軟弱地盤では長周期の波が増幅されやすく，硬質地盤では

短周期の波が増幅されやすい。」（甲Ｄ５７１）とされている（甲Ｄ５５

６「伊方３号の基準地震動に関する補足説明」 xiii も参照）。  

したがって，伊方原発の地盤条件の方がＳ波速度が速くより硬質な

地盤であるとしても，一概にサイト特性が女川原発よりも有利だとは

言えない。  

さらに同ホームページには，「地盤の地震波伝播速度，密度，厚さ

の情報がわかれば，計算によりどの周期成分が大きく増幅されるか

が定量的に評価できる。」とも記載されている。債務者は，単にＳ波

速度の違いを挙げるだけでなく，サイト特性の違いがどの程度地震

動に影響するのかを定量的，具体的に示すべきであるが，その点の

疎明はない。したがって，この点の違いは，女川原発と伊方原発の

プレート上面からの距離の違いを打ち消すものとは認められない。  

(3) 震源特性について  

    債務者は，太平洋プレートとフィリピン海プレートとの形成年代や

厚さ，沈み込む違いといった点も挙げる（準備書面（５）９８頁）が，

これらの違いがあるからといって，なぜ伊方原発を襲う地震動の方

が小さくなると言えるのか，仮に小さくなるとしてどの程度小さく

なると言えるのかといった点の具体的な説明がない。  

    債務者は，スラブ内地震につき，笹谷ほか (2006)を用いて短周期レ

ベルを設定する場合，フィリピン海プレートに適用する場合は０．５

倍する旨レシピに記載されていることをも指摘するが，レシピではプ

レート境界地震の特性化震源モデルにおいて同様の記載はない（乙３
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８・１７頁）。  

 佐藤(2012)（乙９４）では東北地方太平洋沖地震の短周期レベル

が触れられているが，宮城県沖地震ほど顕著に大きくはない。片岡ほ

か(2006)（甲Ｄ５５７・７４５頁）によると，「東日本（太平洋プレー

ト）と西日本（フィリピン海プレート）には（注：短周期レベルにつ

いて）あまり差がない」とされている。短周期レベルは解析手法に依

存する数値であることは染井ほか (2010)（甲Ｄ５５５・３１０頁）で示

唆された通りであり，佐藤 (2012)の知見をもって東北地方太平洋沖地

震が地域性によって特別大きな地震動を発生させた地震だったとは

言えない。  

以上の通り，債務者が挙げる震源特性の違いはいずれも根拠が薄弱

なものである。限られた知見から地域特性を認定することが東北地方

太平洋沖地震を想定外とすることにつながった過去の教訓（詳しくは

甲Ｃ２２「超巨大地震に迫る」１１６頁以下参照）をも踏まえるならば，

安易に南海トラフ地震が小さくなると決めつけるべきではない。  

(4) 小括と補足  

    以上のように，結局，債務者は，女川原発は東北地方太平洋沖地震

の震源域から外れている一方で，伊方原発は南海トラフ地震の震源域

に位置するという，伊方原発に襲来する地震動をより大きくすると考

えられる重要な違いを打ち消すような根拠は何も挙げられていない。 

    なお，推本や内閣府検討会が示している等深度線（甲Ｄ１３６の１・

１０頁）からすると，伊方原発はフィリピン海プレート上面から４１

ｋｍの位置にはない。債務者は，内閣府検討会のモデルが設定した距

離を用いていると主張しているが，プレート上面からの距離を４１ｋ

ｍと設定している限り，推本や内閣府検討会のモデルを用いた地震動

想定として不適切である。  
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    債務者は，４１ｋｍという認定は松崎ほか(2003)に取りまとめられ，

学術的に信頼性の高いものと主張している（準備書面（５）９７頁）が，

債務者が自社従業員に作成させた論文を安易に信用すべきではない。

推本の長期評価では， Ide et al.(2008)や Shiomi et al.(2008)が検

討された上で前記プレート上面からの等深度線が描かれるに至って

おり（甲Ｄ１３６の３・６５頁），松崎ほか(2003)は参考文献にさえ上

がっていない（同５５頁）。松崎ほか(2003)について専門家の間で相

対的に信頼性が高いと見られていないことは明らかである。  

  

 ２  奥村ほか (2012)（甲Ｄ３３４）について  

   債務者は，奥村ほか(2012)（甲Ｄ３３４「距離減衰式に基づく地価深部

の地震動評価手法に関する検討」１０７９頁）は耐専式により地中の観測

記録を再現できたに過ぎず，Ｍｗ９．０及びＭ８．４の２通りの耐専

式による地震動評価結果の妥当性については何ら論証していないと主

張する（準備書面（５）１０１頁）。  

   だが，奥村ほか (2012)で示された結果は，Ｍ８．４を耐専式に当て

はめると，債務者が言う原子力施設における主要な設備の固有周期が

ある０．１秒以下については，検討とした１６ケースすべてで地中地

震動観を下回り，Ｍｗ９．０を耐専式に当てはめても半数は下回って

しまうという，厳然たる事実である。ここから，解放基盤表面での地

震動についても，Ｍｗ８．３を耐専式に当てはめたのではやはり観測

記録を下回ってしまうと推認することは，何ら不自然なことではない。 

   債務者は，本来であればＭｗ９．０クラスの地震記録を用いるべき

ところ，Ｍ５．５以上の地震記録を用いて「地中観測記録／耐専スペ

クトルから求めた解放基盤表面の地震動」から補正係数を求めている

ことについて，その適切さを十分に検証できていないとするが，言い
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がかりに近い主張である。  

耐専式等の距離減衰式の適用の際，当該サイトのサイト特性（地盤

の増幅特性）を考慮するためには，当該サイトの観測記録による補正

係数を用いるのが最良の手段とされているが，そのような観測記録が

なくても耐専式等で地震動予測をしているのが実情である。債務者に

おいても，観測記録を収集してサイト特性を把握しようとしているが，

適当な観測記録がないため補正係数を算定できないまま耐専式を用い

ている（甲Ｄ９７の１  平成２７年３月２０日付け「伊方発電所  地震動評価

について」１９～２１頁，９２頁）。  

   確かにＭｗ９．０クラスの地震による地震動を補正するためには，

Ｍｗ９．０クラスの地震の記録を用いるのが理想ではあるが，検討対

象地震と同規模の地震の観測記録から補正係数を導ける場合にしか耐

専式を使えないとすれば，耐専式が使える場面はほとんどなくなって

しまうだろう。  

奥村ほか(2012)で検討対象となった４地点は，いずれも，マグニチ

ュード５．５以上の地震による１０ガル以上の観測記録が１０個以上

得られている。そこで算定された補正係数は，一般的に言って，かな

り精度が高いものである。かかる補正係数を用いて地中観測記録から

換算されたはぎとり波は，相当の精度が期待できるものである。  

なお債務者は，海洋プレート内地震の地震動評価に耐専式を適用す

る際は，補正係数の算定に当たって，耐専式の適用範囲から外れた多

くの観測記録を用いている（甲Ｄ９７の１・８８頁，債権者ら準備書面（５）

１５８頁参照）。かように補正係数の精度に無頓着だった債務者が，奥

村ほか(2012)のはるかに精度が高いと見られる補正係数については

検証がなされていないと主張することは，あまりに矛盾した態度であ

る。  
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内閣府検討会の「最大クラス」はあくまで一般防災を想定したもの

である（甲Ｄ１４３「南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高につい

て」）から，内閣府検討会がＭｗ８．３を適用しているからといって，

債務者もこれを適用してよいことにはならない。用いている距離減衰

式もまったく違うものである。Ｍｗ８．３を耐専式に適用してＭｗ９．

０の南海トラフ地震の地震動評価をすることの妥当性を債務者にお

いて疎明出来ていないことは明らかであり，この点による過小評価の

おそれは否定できない。  

 

 ３  琉球海溝との連動について  

(1) すべり量について  

   債務者は，南海トラフから琉球海溝まで連動する超巨大地震につい

て，遠い地で発生した地震動は敷地に到達するまでに減衰するという

特徴があることから，地震規模が大きくなっても影響は限定的である

と主張している（債務者準備書面（５）１０２頁）。  

   債務者の主張の趣旨は必ずしも明確ではないが，債務者は，Ｍｗ９．

０以上のプレート境界地震について，断層が長くなってもすべり量は

変わらないと考え，そのような主張をしているものと思われる。  

   しかし，プレート境界地震においては，内陸地殻内地震以上に，長

大断層についてすべり量は飽和すると把握してもよいのか，仮に飽和

するとしてもその閾値をどのように設定すべきかについては，定まっ

ていない。  

   室谷ほか「Ｍ９クラス巨大地震のすべり量分布とスケーリング」（甲

Ｆ３１）には，下記第３図として，大規模地震ではすべり量が飽和す

るどころかむしろ大きくなることを示唆するような図が掲載されて

いる。過去のデータ上，Ｍｗ９を超えればすべり量が飽和するという
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ことはまったく言えない。  

 

【甲Ｆ３１「Ｍ９クラス巨大地震のすべり量分布とスケーリング」第３図】  

 

   東京大学での第２回専門家フォーラムにおいて，フォーラムメンバ

ーＥ１は，「プレート境界地震の場合でもマグニチュード８ぐらいで，

すべり量も断層の幅も飽和するだろうと思っていたんですけれども，

実はマグニチュード９でも，まだ飽和していないということがわかっ

てきて，プレート境界に関しては，どの辺で飽和するのか，どの辺で

カスケード的になるのかっていうことに関して，まだ議論あるのだと

思います。」と述べている（甲Ｄ３０２「第２回専門家フォーラム」１８頁）。  

   プレート境界地震に係る推本のレシピ（乙３８・１５頁以下）におい

ても，基本的には， (30)式と (10)式から，断層面積Ｓに伴いすべり量

Ｄが大きくなるモデルが採用されており，すべり量が飽和することに

ついての記載はない。  

   以上からすると，債務者は，東北地方太平洋沖地震と福島第一原発

事故の教訓を踏まえ，南海トラフから琉球海溝まで連動することに伴
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い，すべり量が増加することを想定すべきである。すべり量が増加す

れば，地震動の大きさや津波の高さは従来の想定を大幅に上回ること

になる。  

 (2) 超巨大地震の発生頻度と発生時期について  

    推本の長期評価によると，Ｍ８．６の宝永地震クラスの再来期間は

３００年から６００年に１回程度と評価され（甲Ｄ１３６の２・２頁），

「（最大クラスの地震の）発生頻度は１００～２００  年の間隔で繰り

返し起きている大地震に比べ，一桁以上低いと考えられる」とされて

いる（同１３頁，甲Ｄ１３６の３・４６頁）。これらから推測すると，内

閣府検討会や推本が最大クラスとしているＭ９．０の地震の平均発生

間隔は，数千年に１回程度と見られる。  

これを前提にさらに推測すると，数万年に１回程度の頻度のプレー

ト間地震を伊方原発の検討用地震とするならば，南海トラフから琉球

海溝まで連動する超巨大地震は当然想定しなければならないと言える。

内陸地殻内地震については，１２，３万年から４０万年に１回の再来

周期のものを活断層と認定 27して検討用地震にしていることとの平仄

を考えるならば，数万年に１回程度のプレート間地震は当然考慮され

なければならない。  

   古本宗充名古屋大学名誉教授は，四国室戸岬の河岸段丘，喜界島や

御前崎の隆起から，西南日本の超巨大地震の平均発生間隔を約１７０

０年に１回と見ており，しかも最新活動時期がおおよそ１７００年前

という可能性を指摘している（甲Ｄ１４６「東海から琉球にかけての超巨

大地震の可能性」）。推本の長期評価では，宝永地震より巨大な津波が

約２０００年前に起きた可能性が指摘されており（甲Ｄ１３６の２・２

頁），測定誤差からしてこれは古本教授が指摘する１７００年前の超

                                                   
27  設置許可基準規則３条３項，同規則解釈別記１第３条３項等参照。  
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巨大地震によるものであるとの考えも成り立つ。次の南海トラフ地震

が西日本超巨大地震に当たってしまうことも十分考えられる。  

よって，債務者において琉球海溝まで連動する超巨大地震を検討用

地震として考慮しなくてよい理由はない。  

 

 ４  揺れの継続時間について  

   債務者は，名古屋や大阪など，３つのセグメントからほぼ等しい距

離にある平野について古村孝志東京大学地震研究所教授が懸念したも

のと主張しているが，大阪はともかく名古屋は南海セグメントからは

かなり離れており，３つのセグメントからほぼ等しい距離にあるとは

言えない。また，古村氏の警告は推本や中央防災会議のモデルが見直

される前のＭ８．６宝永地震を前提とした議論であり，現在の想定震

源域は伊方原発周辺でも大きく広がったのだから，伊方原発にセグメ

ントの時間差連動のリスクがないとは言えない。  

債務者は，セグメントの時間差連動については，長周期地震動の継

続時間が長くなることを懸念したものであり，原発の施設への影響は

小さいと主張する（準備書面（５）１０３頁）が，その損壊が原子力発電

所のリスクになる物は，固有周期が短周期の施設に限らない。長周期

地震動は免震総合事務所 28，石油タンク等を損壊するおそれがあり，使

用済み核燃料プール（ピット）のスロッシングや地すべり，地盤の液

状化をもたらす危険性もある（佐藤暁意見書分冊１・２９頁，甲Ｄ１５２

「連想性を考慮した強震動・津波予測及び地震・津波被害予測研究  成果報告

書」５８頁）。特に伊方原発については背後に急斜面が迫っていること

から，地すべりによるリスクは看過できない。  

また，長周期の長時間地震動は，直近のセグメントによってもたら

                                                   
28 債務者によると平成２３年度に建設済みである。  
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される短周期の強い揺れに引き続いてやってくる可能性があることに

も注意が必要である。例えば，固定されて固有周期が短周期と設定さ

れている配管も，短周期地震動によってサポートが外れれば，一気に

固有周期は長周期に変化し得る。伊方原発背後の斜面も一部のロック

ボルト等が外れたことをきっかけに固有周期が長周期に変わることも

考えられる。  

基準地震動における揺れの継続時間の想定が１０９．７秒というの

は，東北地方太平洋沖地震の経験からしても，セグメントの時間差連

動によって言われている数十分という数値と比べても，余裕のある想

定とは到底言えない。セグメント時間差連動等あらゆる可能性を想定

した継続時間を想定し直した上で，非安全系の設備等も含めた耐震安

全性の総合的な評価が求められるというべきである。  

 

 ５  ＳＰＧＡモデルについて  

(1) 総論（甲Ｄ４８０「野津意見書」３頁以下）  

   債務者がプレート間地震を対象に行っている強震動評価の決定的

な不備は，一言で言えば，東北地方太平洋沖地震の経験から十分に

学ばないうちに南海トラフ地震の予測に進んでしまっているという

点にある。東北地方太平洋沖地震では，東北電力女川原子力発電所

及び東京電力福島第一原子力発電所において，基準地震動を上回る

地震動が観測された。東北地方太平洋沖地震の貴重な観測記録を十

分に分析し他の電力会社の失敗の教訓を活かさないならば，近い将

来に発生が予測されている南海トラフ巨大地震の震源域に位置する

伊方原発の運転は容認されるべきではない。  

だが，債務者は，東北地方太平洋沖地震の際に断層面上でどのよ

うに強震動が生成され，その結果としてどのように基準地震動を上
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回る地震動となったのか，十分な分析を行わず，南海トラフ巨大地

震で発生し得る地震動を過小評価している。  

 (2) 女川原発等で基準地震動を超過した原因（野津意見書３頁以下）  

  東北地方太平洋沖地震の際，女川原子力発電所では，時刻歴波形に

おいて周期２秒程度のパルス波が観測され，これが基準地震動を上回

る最大加速度の原因となった。債務者自身も認めている通り，「構造物

の耐震性を精緻に把握するには，最大加速度，応答スペクトル等を用

いた評価だけでなく，時々刻々と変化する揺れを表現できる時刻歴波

形による評価が極めて重要」（答弁書１０４頁）である。このようなパ

ルス波がどのような震源過程によって生成されたのか，どのような震

源モデルを用いれば再現できるのかについて，十分な調査・検討を行

い，南海トラフ地震の想定に活かさなければ，伊方原発でも同様の過

ちを犯す可能性があり，今度は深刻な事故に発展する可能性も否定で

きない。だが債務者は，この点の調査・検討を怠っている。  

女川発電所の周期２秒程度のパルス波については，通常のＳＭＧＡ

モデルでは表現できず，ＳＭＧＡ内部の不均質を考慮することが必要

である。野津氏は，女川原発周辺の各観測記録の分析と既往の研究成

果から，仙台市の約１５０ｋｍ沖合（女川原発の約１００ｋｍ沖合）

に，もっとも強い強震動パルスの発生源（ＳＰＧＡ４）があったこと

等を導き出し，ＳＰＧＡモデルによって実際に観測されたパルス波を

ほぼ再現することに成功している。  

さらに野津氏は，福島第一原子力発電所周辺の地震観測記録につい

ても検討を加え，福島第一原子力発電所で基準地震動を上回る地震動

を観測した原因は，やや強いＳＰＧＡ７が福島第一原発の近くにあっ

たことをつき止めている。  
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図 5 東北地方太平洋沖地震のＳＰＧＡモデル（野津意見書１２頁掲載）  

（円の半径はＳＰＧＡの短周期レベルに比例）  

 

現代の地震学では，震源域あるいは強震動生成域（ＳＭＧＡ）のど

こに強いＳＰＧＡの破壊が生じるかを特定できない。したがって，Ｓ

ＭＧＡが伊方原発直下にある可能性がある南海トラフ地震において

は，伊方原発直下に強いＳＰＧＡが存在するケースを考慮すべきであ

る。  

野津氏は，債務者同様，内閣府のＳＭＧＡモデルを出発点とし，伊

方原発からプレート境界までの距離を債務者の主張に合わせて４１

女川原発  

福島第一原発  
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ｋｍと仮定して，東北地方太平洋沖地震の再現に成功したＳＰＧＡの

中で最も強力なＳＰＧＡ４を伊方原発直下に配置する等したところ，

最大加速度は約１９００ガル，最大速度は約１３８ｃｍ／ｓと算出し

ている（計算の詳細は野津意見書２８頁参照）。  

近い将来の発生が懸念される南海トラフ巨大地震において，このよ

うな，現在の基準地震動の約３倍にもなる地震動が伊方原発を襲う蓋

然性は否定できない。このシナリオが現実のものとなった場合，伊方

原発において，福島第一原発事故のような事態が再来することが考え

られる。  

 (3) 債務者の主張に対する反論（野津意見書１３頁以下）  

   ＳＰＧＡモデルを採用すべきという債権者の主張に対する債務者か

らの反論は，野津ほか（２０１２）で提案されているＳＰＧＡモデル

は主に１．０秒～５．０秒の周期帯（０．２～１Ｈｚ）における強震

動の特性に着目した検討であり，原子力施設における主要な設備の固

有周期は０．１秒以下であって，野津氏らが対象とする周期帯とは異

なる，というものである（債務者準備書面（５）１０５頁）。要は，ＳＰ

ＧＡモデルは固有周期０．１秒以下の施設の耐震安全性と無関係だと

言いたいようである。  

   だが，この反論は当を得ない。なぜなら，実際に東北地方太平洋沖

地震ではＳＰＧＡ４の破壊によってもたらされたパルス波が女川原発

の基準地震動を越える地震動の原因になったと考えられるからである

（解放基盤表面はぎとり波で周期０．１秒以下についても基準地震動を上回っ

ていたことについては甲Ｄ７１「平成２３年東北地方太平洋沖地震の知見を考

慮した原子力発電所の地震・津波の評価について～中間とりまとめ～（概要）

６，１０頁参照）。強いＳＰＧＡが敷地近傍にあった場合，加速度，速

度ともに大きくなり，周期１－２秒のパルス波もそれより周期の短い
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構造物に大きく影響すると考えなければならない。川瀬博氏（清水建

設和泉研究室主任研究員（当時））が「やや短周期の大速度パルスによ

って構造物が塑性化すれば，その弾性時固有振動数はもはや意味を持

たない」（甲Ｄ４８４・３１頁）と述べているように，周期１－２秒のパ

ルス波で伊方原発の主要設備が塑性化してしまえば，元の固有周期は

意味を持たない。特に後記６の通り，伊方原発の蒸気発生器伝熱管は

余裕が少なく，基準地震動未満の揺れに対しても塑性化してしまう危

険性がある。債務者は，ＳＰＧＡがもたらす大振幅パルスに対して伊

方原発の設備が塑性化しないことを確認していないのであるから，そ

の反論は成立しない。  

   債務者は，川辺・釜江（２０１３）（乙２６２）ではＳＭＧＡモデル

により東北地方太平洋沖地震の強震動を有効に再現できたとしている

ことも述べる（準備書面（５）１０５頁）。しかし，ＳＭＧＡモデルでは

０．２―１Ｈｚに表れた強震動パルスをまったく再現できておらず，

多くのケースで過小評価となっている。この帯域の地震動を正確に計

算できない震源モデルは，原子力発電所の基準地震動を策定する手法

として相応しくない。債務者は，川辺・釜江（２０１３）においても

ＳＭＧＡモデルで強震動パルスが再現できない旨記載されていること

（乙１５６・７９頁）を無視している（野津意見書１９頁以下）。  

   債務者は，ＳＰＧＡモデルがほとんど実用されていないことも挙げ

る（準備書面（５）１０５頁）。だが，事故の際に原子力発電所がもたら

す被害の甚大さを踏まえるならば，原子炉設置者は，たとえ他に実用

化されている例がなくとも，耐震安全性を高めるために優れた知見を

積極的に採り入れるべき義務がある。特に近い将来確実に南海トラフ

地震が発生すると言われている 29にもかかわらずその震源域で原発を

                                                   

29  推本によると，南海トラフ地震については，Ｍ８～Ｍ９クラスが今後３０年間に７
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稼働させているのだから，最悪の揺れまで想定するのは当然のことで

ある。他に実用されている例が少ないことをもってＳＰＧＡモデルの

採用を拒否している債務者の姿勢は，国や自治体の一般防災において

推本の長期評価にしたがった津波対策がなされていないことをもって

これを懈怠した事故前の東京電力を想起させるものであり（甲Ｄ４８

９・平成２３年１１月３０日付け政府事故調吉田昌郎聴取結果書１３頁参照），

福島第一原発事故を経験した現在の社会では許容されないものである。 

   債務者は，野津ほか（２０１３）（甲Ｄ３３６・１６頁）にＳＰＧＡの

位置の設定が１つの課題であると記載されていることも指摘するが，

正確には「ＳＰＧＡの位置の設定が一つの課題であるが，この点につ

いて，事前の予測が困難であるとの立場から極めて多くのケースにつ

いて検討を行ったとしても，計算上の工夫を行えば，一般的に利用可

能な計算機資源および現実的な計算時間の範囲内で強震動評価が実行

可能であることを示した．」と記載されているのであり，債務者は意図

的に一部の記載だけを抜き出すことによって議論を誤導しようとして

いる。この記載は，港湾構造物の耐震工事は公金をもってなされる一

方で，もし地震動によってこれが破壊されてもその影響が及ぶ範囲は

限られていることから，極めて稀な現象を警戒して基準となる地震動

を引き上げられないため，施設の重要度に応じて，５０％非超過，９

０％非超過等となるＳＰＧＡ配置を求める前提でのものである。具体

的に考え得る最大の地震動を想定しなければならない原発については，

野津意見書２８頁に示されている通り，ＳＰＧＡの配置はほとんど一

義的に定まるのであり，ＳＰＧＡの位置の設定はＳＰＧＡモデルを採

り入れる上での課題にならない。  

                                                                                                                                                                 

０％の確率で発生すると見られている（甲Ｄ５８８「南海トラフで発生する地震」）。  
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 ６  「繰り返し地震」の想定の欠如について  

 (1) 伊方原発は「繰り返し地震」 30に耐えられないおそれがある  

    熊本地震においては，熊本県上益城郡益城町一帯を立て続けに２

度の震度７の揺れが襲い，本来は震度７でも倒壊しないはずの新耐

震基準導入後の住宅が多数倒壊した（甲Ｄ４４３，４４４）。  

元・原子力安全委員会事務局技術参与の滝谷紘一氏作成の意見書

（甲Ｄ５７２「滝谷意見書」５頁）によると，伊方原発の蒸気発生器伝

熱管の基準地震動Ｓｓによる１次応力（膜応力＋曲げ応力）の発生

値は４４０ MPa である（甲Ｄ５７５「工事計画認可申請書の一部補正につ

いて」）。この値は，Ｓｓに関する評価基準値４８１ MPa を辛うじて

満足しているが，弾性設計用評価基準値２６３ MPa を約１．７倍上回

っている。すなわち，Ｓｓないしそれ未満の揺れに襲われた場合で

も，弾性範囲を超えて塑性変形が生じている可能性がある。そこに

再度基準地震動あるいはそれ未満でも激しい地震動に見舞われれば，

その健全性が維持出来ず，周辺公衆に放射線被ばくを与える事故に

つながるおそれがある。  

    さらに，伊方原発の１次冷却材の循環設備のうち，基準地震動Ｓｓ

による疲労累積係数の余裕が小さい部位として，下記が挙げられる。 

 

                                                   
30 2016 年熊本地震で生じたような激しい地震動の繰り返しのこと（滝谷意見書 2

頁）。  



- 133 - 

    

   これらはいずれも披露累積係数が０．５を越えていることから，や

はり基準地震動Ｓｓクラスの地震動に繰り返し襲われると，健全性が

損なわれ原子炉冷却材喪失事故につながるおそれがある。  

   債務者は，伊方原発の安全上重要な施設については，南海トラフ巨

大地震による地震動に対して塑性変形に至ることはないと主張してい

る（準備書面（５）１０７頁）が，債務者の想定自体が過小であること

はこれまで縷々述べてきた通りである。  

(2) 過去の例からしても「繰り返し地震」のリスクは軽視できない  

債務者は短時間のうちに同程度の地震動が発生する可能性が小さい

ことを主張している（準備書面（５）１０８頁）が，東北地方太平洋沖地

震の際には，女川原発で平成２３年３月１１日の本震の際に基準地震

動を越えただけでなく，その余震ないし誘発地震と言われる同年４月

７日の海洋プレート内地震の際にも基準地震動を越えている（甲Ｄ７１

「平成２３年東北地方太平洋沖地震の知見を考慮した原子力発電所の地震・津

波の評価について～中間とりまとめ～（概要）」１１頁）。青森県東通原発

では，同じ４月７日の地震で，すべての非常用ディーゼル発電機が動

作可能でない状態に陥っている（甲Ｄ５７６「非常用ディーゼル発電機に

関する措置」）のであり，立て続けに発生する地震動に対し原発の設備

は万全ではない。  
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南海トラフ地震については，１８５４年安政南海地震（Ｍ８．４）

がその４０時間後に海洋プレート内地震である豊予海峡地震（Ｍ７．

４）を誘発したことが知られる（甲Ｃ１２３・１９２頁）。特に伊方原発

の立地する地域については高い確率で南海トラフ地震とプレート内地

震に襲われることが指摘されているのであり，プレート間地震と海洋

プレート内地震とによる繰り返し起こる強い揺れを想定しなくてもよ

い理由はない。  

   さらに，南海トラフ地震が伊方原発敷地近傍において内陸地殻内地

震を誘発させることも，経験的に十分あり得ることとして想定すべき

である。債務者は，経験的に，南海トラフ巨大地震が発生するフィリ

ピン海プレートから距離の離れた敷地前面海域断層で大規模な地震が

誘発される可能性は極めて低いと主張するが，東北地方太平洋沖地震

の後には，震源から遠く離れた長野県と新潟県の県境でもＭ６．７地

震が発生する等かなり広い範囲で誘発地震が発生した（債権者ら準備書

面（５）１４６頁）ことを無視している。平成２３年４月１１日には，

当時東京電力が活動性を否定していた湯ノ岳断層がＭ７．０の地震を

発生させた（甲Ｄ５７７「『活動しない』認定の断層，地震で動く  福島・い

わき」）。  

   以上は南海トラフ地震と他の種類の地震が連鎖することを述べたも

のであるが，内陸地殻内地震だけが連鎖的に発生して伊方原発をＳｓ

クラスの揺れが繰り返し襲う可能性も否定できない。実際に２０１６

年熊本地震では立て続けに同じ地域で内陸地殻内地震が起きて震度７

の揺れに繰り返し見舞われた地域が発生した。熊本地震を受けて，推

本では，「大地震後の地震活動の見通しに関する情報のあり方」を検

討し，今後は地震発生直後から１週間程度，最初の大地震と同程度の

地震への注意を呼び掛けることを基本とすることを発表した（甲Ｄ５
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８９の１・４頁）。熊本地震は特異な例ではないのであり，熊本地震と

同じことが伊方原発でも起きない保証はない。  

以上の通り，伊方原発では基準地震動クラスの繰り返しの強い揺れ

に見舞われることも十分考えられるのであり，これを想定してない伊

方原発の基準地震動には不備がある。  

 

第６  海洋プレート内地震  

 １  地震規模の想定は一般防災以下  

    広島県，広島市ともに，安芸灘～伊予灘～豊後水道の領域における

海洋プレート内地震については，推本の長期評価に記載された最大の

Ｍ７．４を元に地震被害の想定を行っている（甲Ｄ４５０「広島県地震

被害想定調査報告書」，甲Ｄ４５１「広島市地震被害想定報告書」）。債務者の

想定であるＭ７．０ないし７．２というのは，広島県及び広島市が一

般防災目的で行っている地震規模想定をも下回る。これではＳＳＧ－

９が要求する「最大潜在マグニチュード」とはとても言えない。  

原子力規制委員会が掲げる安全目標からしても，債務者自身が主張

する基準地震動の超過確率からしても，あるいは推本の長期評価に記

載された地震規模からしても，検討用地震の地震規模がＭ６．９ない

し７．０程度で良い理由や，不確かさの考慮が＋０．２ないし０．３

程度で良い理由は見出し難い。  

２  海洋プレート内地震の認識論的不確定性について  

    債務者は，推本において安芸灘～伊予灘～豊後水道のＭ７．６～８．

０の地震については，８０ｋｍ×８０ｋｍの矩形断層面を想定してい

るが，敷地周辺のフィリピン海プレートの厚さは３０～３５ｋｍであ

ることから，このような断層面を設定することは不可能であり，斜め

に沈み込むプレートと並行な断層面を仮定するとしても，力学的には
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想定し難いと主張する（準備書面（５）１１１頁）。  

   しかし，原発の基準地震動想定で要求されていることは，数万年に

１回という，現代の地震学による現実的な想定では到底及ばないよう

な低頻度の地震をも想定して保守性を確保することである。地震観測

の歴史は想定外の地震発生の観測の積み重ねであり，限られた知見か

ら最大マグニチュードを低めに設定することが，たった６００年に１

回程度の東北地方太平洋沖地震（甲Ｄ３３２参照）を想定外にして福島

第一原発事故を招来したことを想起すべきである。推本の「全国地震

動予測地図２０１４年度版～全国の地震動ハザードを概観して～付録

－１」（甲Ｄ９２・３８６頁）に記載されているように，プレート内地

震はプレート境界地震に比べると観測事例が少なく，これまでに得ら

れたデータや知見が限られており，その発生様式も十分には明らかに

されていない。推本もその点の不確定性に鑑み，長期評価からマグニ

チュード８．０を最大マグニチュードに設定したものである。  

   例えば，２０１５年５月３１日に小笠原諸島西方沖で発生した震源

の深さ６９２ｋｍ，マグニチュード８．１の地震も，下記資料（甲Ｄ

５７９「平成 27 年 5 月 30 日 20 時 24 分頃の小笠原諸島西方沖の地震の震源要

素について」）から分かる通り，過去の地震の例からはまったく想定で

きない地震であった。このことも，前記推本の想定の正当性を裏付け

るものである。  
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８０km×８０ｋｍという正方形の断層モデルにこだわらなければ現

実的なＭ８．０の断層モデルを伊方原発直下に想定することは十分可

能である。特に，四国付近のフィリピン海プレートはプレートの沈み

込みの方向は北向きであるが，九州側では北西方向に変化しており，

その境界付近に位置する伊方原発周辺の応力のかかり方は複雑であっ

て，プレートが屈曲する部分では縦方向に割れることも考えられる。

単に８０ｋｍ×８０ｋｍの矩形断層面がプレート内に収まり難いこと

をもって，Ｍ８クラスの地震発生の可能性を排除すべきではない。  

 ３  １９１１年奄美大島近海の地震について  

   債務者は，「１９１１年奄美大島近海で発生した地震は，最新の知

見ではプレート間地震と考えられている」と主張している（準備書面（５）

１１０頁）が，当該地震はプレート間地震であるという定説がある訳で

はなく，有力説に止まるというべきである。  

   例えば，国際地震センターが国際地震境界（ＩＡＳＰＥＩ）などの

協力を得てまとめている最新のカタログ（ＩＳＣ－ＧＥＭ）によれば，

後藤(2013)を参考資料として参照しながらも，この地震の震源を奄美

過去のデータ上，最大でも 

Ｍ７．２ 

過去のデータ分布よりも 

約１５０ｋｍ深い  

Ｍ７．２ 
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大島の北西沖深さ１００ｋｍとしており（甲Ｄ５８０），プレート内地

震の可能性を示している。  

   学説上，未だ海洋プレート内地震なのかプレート間地震なのか定ま

っていないのであるから，基準地震動策定の上では，より安全側に，

海洋プレート内地震という前提で，日本のフィリピン海プレートにお

いても，Ｍ８．０の海洋プレート内地震は起こり得ると見なすべきで

ある。  

   債務者は，仮に海洋プレート内地震であったとしても，琉球海溝の

プレートと伊方原発周辺のプレートには厚さに差が見られることから，

奄美大島近海の地震と同様の地震は発生しないと主張しているが，プ

レートの厚さがどの程度違い，その結果地震規模の想定がどの程度変

わってくるのかという具体的な内容のない主張である。一般的に，地

震記録が限られている中で，地域差があるという曖昧な理由だけをも

とに，周辺地域の大規模な地震記録を排除することは，耐震安全性の

確保の観点から望ましくない。ＩＡＥＡの技術文書では，同じ環太平

洋帯に属するというだけで，１９６０年のチリ地震（Ｍ９．５）を参

考にすべきだったと述べていることを見習うべきである。  

   １９１１年の奄美大島近海の地震だけでなく，その他の伊方原発周

辺での過去の海洋プレート内地震からしても，伊方原発直下で発生し

得る海洋プレート内地震の最大潜在マグニチュードがＭ７．０ないし

７．２では過小であることは明らかである。  

 

第７  震源を特定せず策定する地震動について  

 １  岩手・宮城内陸地震の排除について（野津意見書３７頁）  

震源を特定せず策定する地震動について，岩手・宮城内陸地震を基

本的に考慮するという審査ガイドの枠組みがある中，地域性が違うこ
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とにより，なぜその地震記録を参照しなくてもよいのか，という部分

につき，債務者の説明は不十分である。  

伊方原発立地地域と岩手・宮城内陸地震震源域との地域差について，

債務者は下記の表にまとめている。  

 

【甲Ｄ９７の１  平成２７年３月２０日付け  

「伊方発電所地震動評価について」９９頁（抜粋）】  

 

すなわち，債務者は，伊方原発立地地点と岩手・宮城内陸地震震源

域について，下記の通り，①変位地形・リニアメント，②第四紀火山

との位置関係，③地質，④応力場，⑤微小地震の発生状況，⑥地震地

体構造について地域差を挙げている。このうち①，②，③，⑤につい

ては，岩手・宮城内陸地震（Ｍｊ７．２，Ｍｗ６．９）と同等の地震

を引き起こすような震源断層が伊方原発直下ないし近傍には伏在して

いないという趣旨であると思われる。  

だが債務者は，鳥取県西部地震クラスの地震（Ｍｊ７．３，Ｍｗ６．

６）が伊方原発直下等で生じることは認めている。しかし，鳥取県西

部地震クラスの地震については起こり得るが，岩手・宮城内陸地震ク

ラスの地震は起こり得ないという論拠を債務者は示していない。そう
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である以上，前記①，②，③，⑤についての地域差は，岩手・宮城内

陸地震を考慮しない理由にならない。  

   ④応力場については，伊方原発立地地点では横ずれ型，岩手・宮城

内陸地震震源域では逆断層型の地震が発生し易いという趣旨である

と思われる。確かに，横ずれ断層と逆断層とでそこから発生する地震

動の違いを指摘する見解はある。一方，２００８年岩手・宮城内陸地

震では，震源近傍の KiK-net 一関西の地中観測点において，ＮＳ成分

において１０３６Gal の地震動が観測されている（甲Ｃ９４「平成２０年

（２００８年）岩手・宮城内陸地震において記録されたきわめて大きな強震動に

ついて」）。この１０３６Gal という値は露頭基盤波（解放基盤はぎとり

波相当）に変換すれば１８５０Gal 程度に相当すると考えられる。こ

の値と，現時点での基準地震動（「震源を特定せず策定する地震動」

のうち最大の Ss-3-1H は６２０Gal）とは約３倍程度の乖離があるが，

逆断層と横ずれ断層の違いだけで約３倍もの最大加速度の違いが生

じることは証明できない。債務者は本来，横ずれ断層と逆断層とで約

３倍の乖離があることを正当化する論拠を示す必要があり，それが不

可能である以上，④の応力場の違いでは岩手・宮城内陸地震の観測記

録を排除することはできない。  

   ⑥の地震地体構造については，抽象的に違うと指摘されているに過

ぎない。多かれ少なかれ地域差があることを前提として全国の地震の

観測記録を用いるという審査ガイドの枠組みがあるとすれば，抽象的

な地震地体構造の違いのみでは岩手・宮城内陸地震の観測記録を排除

する理由にならない。  

   審査ガイドに例示されているのは２０年足らずの期間の１６の地震

に過ぎず，特にＭ７クラス（Ｍｗ６．５以上）の地震は２つしかない。

原子力発電所が事故を起こしたときの被害の甚大性を踏まえるならば，



- 141 - 

少なくともガイドに挙げられた１６の地震くらいはすべて採り上げる

べきである。前記１８５０ガルという数字は，より詳しい調査に基づ

く新たな数字が示されない限り，基準地震動の策定において考慮され

るべきである。  

 

 ２  新潟県中越沖地震等の排除について  

   債務者は，２００７年能登半島地震や同年新潟県中越沖地震につい

ては，震源断層の長さ，位置，傾斜等の全体像が把握できなかったと

しても，活断層の存在自体は事前に特定できていたのだから，「震源

を特定せず策定する地震動」として考慮する必要はないと主張したい

ようである（準備書面（５）１３３頁）。  

   しかし，震源の長さ，位置，傾斜等を事前に把握できなければ，「敷

地ごとに震源を特定して策定する地震動」として評価することは不可

能であり，現に北陸電力も東京電力も，前記各地震の震源を特定でき

なかったからこそ，想定を超える地震動を観測することになってしま

ったのである。  

   特に２００７年新潟県中越沖地震については，活断層との関連性を

否定する見解も強く，その地震規模がＭ６．８であることからしても，

同様の地震が，事前に活断層の存在が指摘されない地域で発生する可

能性は否定できない（甲Ｄ８９「震源より短い活断層の長期予測」参照）。 

   審査ガイドⅠ .2.（４）では，「敷地ごとに震源を特定して策定する

地震動」と「震源を特定せず策定する地震動」を相補的に考慮して，

敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮すべきことが規定され

ている。新潟県中越沖地震と同様の地震が伊方原発を襲う可能性は否

定できない以上，これによる地震動を想定しなければ，基準地震動は

穴のあるものにしかならず，前記ガイドの規定に反する。  



- 142 - 

   債務者は，地震・津波検討チーム第１０回会合において議論がなさ

れた結果，リストに含めないことになったと主張している（準備書面（５）

１３３頁）が，同会合では規制庁の松本安全審査官が，「中越沖と能登

半島地震ですね，一応，こちらのほうも大丈夫でしょうということに

なるかと思います」（甲Ｆ１０３同議事録４２頁）と説明しているものの，

他にも多くの検討課題がある中，この規制庁の案について実質的な議

論がなされないまま会合が終結したに過ぎず，チームのメンバーが積

極的に上記２地震をリストに載せないことに賛成したわけではない。

なお，同会合においては，藤原広行氏より，不確かさの考慮について

主観が入りやすいため，そこを縛るマニュアルの整備や実験的審査の

必要性が述べられた（同議事録５９頁）が，時間切れのためこの提案は

なし崩し的に却下されている（債権者ら準備書面（５）２７頁参照）。  

   新潟県中越沖地震の地震動を全国すべての原発で考慮すべきことは，

纐纈一起東京大学地震研究所のみならず，石橋克彦神戸大学名誉教授

からも言われている（甲Ｃ１２３「南海トラフ巨大地震  歴史・科学・社会」

１９２頁）のであり，これを債務者が述べる程度の理由で排除すること

は福島第一原発事故後の社会では許容されない。  

 

３  地震動評価結果の報告書に関する主張について  

(1) 財団法人地域地盤環境研究所の報告書について  

債務者は，北海道留萌支庁南部地震に関して地域地盤環境研究所

が用いた地盤情報が信頼できないと言いたいようである（準備書面

（５）１３９頁）が，地域地盤環境研究所は，Maeda and Sasatani(2009)

の震源モデルと地盤モデルを参照しながら，これに少し修正を加え

たモデルを採用し，得られた地震動解析結果の応答スペクトルと地
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震観測記録の応答スペクトルを比較し（甲Ｆ１０４ 31・３頁，７頁図Ｃ），

HKD020 観測点での地震観測記録を比較的良く再現できることが確

認されているのであるから，その地盤モデルは，地震動評価におい

て十分に妥当なものである。  

佐藤ほか (2013)と Maeda and Sasatani(2009)の地盤構造モデルは，

Ｓ波速度，Ｐ波速度及び密度の各数値について，大きな違いはない

（甲Ｆ１０４・４頁，６頁表 A-1）。しかもどちらかが系統的に大きい

という関係にはなく， Maeda and Sasatani(2009)の地盤構造モデル

を佐藤ほか (2013) のモデルに置き換えれば，地震動評価は却って

大きくなる可能性もある。  

当該報告書は原子力安全委員会が地域地盤環境研究所へ２００９

年度から３年間連続して委託した業務のうちの１つであり，「地震動

評価に係る請負業務成果等の報告書について」と題して，今でも旧

組織のホームページに掲載されていること 32，原子力規制委員会の

地震・津波検討チーム第１０回会合でも「震源を特定せず策定する

地震動について」(震基 10-3)（乙１６２）という資料の中で原子力規

制庁によって紹介され，新規制基準策定の際の検討用資料として活

用されていることからも，当該報告書の解析結果の信頼性が高いこ

とは明らかである。  

 したがって，地域地盤環境研究所の解析結果は HKD020 観測点

周辺での地震動評価結果がどの程度の地震動になるのかを評価す

るものとして，十分意味のあるものである。約１７００ガル（南北

方向）という解析結果は，実際の地震観測記録から大きく乖離して

いるとは考えられず，この解析結果を考慮しない債務者の基準地震

                                                   
31 長沢啓行「被告準備書 (28) (2016 年 2 月 24 日付け )  への反論」  
32http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive

/nsc/taishinkojo/  

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nsc/taishinkojo/
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nsc/taishinkojo/
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動評価は不合理である  

債務者が，もしこの点で異論を主張するのであれば，HKD020 周

辺の地盤構造モデルを解明した上，これを当てはめた応答スペクト

ルを作成した場合，同地震での最大の地震動は何ガルになるかを具

体的に示すべきであるが，債務者の主張は抽象的なものに過ぎない。 

(2)  独立行政法人原子力安全基盤機構の報告書について  

債務者は，独立行政法人原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）の報告

書が示したＭ６．５の横ずれ断層による１，３４０ガルの地震動に

ついて，地震動と年超過確率との関係を評価する目的の下，仮想の

断層モデルに仮想的な条件を与えて解析による計算値を算出した

ものであり，その地震動の１つをすぐさま基準地震動に採用すべき

という主張自体失当であると主張する。  

しかし，「震源を特定せず策定する地震動」については，そもそも

当該サイトに特化した断層モデルを構築することが出来ないことが

前提とされており，仮想の断層モデルに仮定的条件を与えた解析で

あるからといって，適用性が否定されるものではない。  

留萌支庁南部地震 HKD020 観測点の観測記録のみならず（甲Ｆ１０

４・８頁等），平成２８年４月１４日の熊本地震（ M6.5 の「前震」）

KMMH16 観測点の地中観測記録でも，このＪＮＥＳの試算が妥当な結

果であったことが裏付けられており（甲Ｄ５６０・３３頁），「震源を

特定せず策定する地震動」において十分考慮すべきものである。  

    債務者において１３４０ガルという地震動が受け入れられない理

由を確率の低さに求めるのであれば，実現象が説明可能な地震動の

確率について算定し直した上，安全目標に照らしても１３４０ガル

という地震動が過大であることを疎明すべきであるが，債務者には

過去の観測記録と真摯に向き合う姿勢が欠けている。  
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 ４  ＩＡＥＡの基準について  

   債務者は，日本において，地震発生頻度の少ない欧米のように確率

論的な手法が主流とならないのは，地域的な事情であり，ＩＡＥＡや

他国の基準に照らして日本の手法の妥当性を議論するのは不適切だと

主張する（準備書面（５）１４１頁）が，その主張は，日本が地震大国

であるため，地震に起因する原子力災害のリスクが欧米より高くても

受容しろと言うに等しい。だが，世界最高（水準）の規制基準を標榜

する我が国において，そのような主張は社会的に受け入れられない。

また，国際基準の無視が福島原発事故につながったことを契機とし，

確立された国際的な基準を踏まえて安全確保を行うべきことが原子力

基本法２条２項に規定されていることからしても，ＩＡＥＡの基準に

照らして日本の手法の合理性が判断されるべきなのは当然である。  

   また債務者は，ＳＳＧ－９が観測記録を採用することを否定してい

る訳ではないと主張する（準備書面（５）１４２頁）が，最大潜在マグ

ニチュードの震源を敷地から最短距離に設定するのがＳＳＧ－９の基

本的な考え方である。債務者の評価は，最大地震規模を設定する訳で

もなく，単に信頼できるはぎとり解析記録がそれしかないことを言い

訳に，特に既往最大という訳でもない留萌支庁南部地震ＨＫＤ０２０

等の実観測記録を採用するものに過ぎない。近い将来，より強い揺れ

を観測することはほぼ確実であり，そのような地震動評価をＳＳＧ－

９が許容しているとは到底考えられない。  

   債務者は，将来的に震源を特定せず策定する地震動に関する日本の

考えがＩＡＥＡの基準に反映される可能性があると主張するが，現在

の手法の不合理性は余りに明白であり，ＩＡＥＡが原子力の平和利用，

すなわち原子力発電の推進のための機関であるとはいえ，そのような
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可能性はほぼ皆無である。  

    さらに債務者は，加藤ほか (2004)のスペクトルがＩＡＥＡのＳａｆ

ｅｔｙ  Ｓｅｒｉｅｓ  Ｒｅｐｏｒｔ  Ｎｏ．８９（乙１６７）に紹介

されていることをもって，特定の地震記録を「震源を特定せず策定す

る地震動」に採用する手法が先進的であるかのような主張をしている

が，そこにも「（加藤ほか (2004)の）主な課題としては，地震動の想定

において不確実さを評価する明確な方法が無いということである」等

と記載されており，観測記録を直接的に使用する手法が世界一般には

受け入れられていないことがうかがえる。なお，加藤ほか (2004)のス

ペクトルは観測記録の上限値の包絡線であるという点では妥当であり，

その点をＩＡＥＡが一応評価したものと思われるが，これがＭ７クラ

スの地震記録を特段の理由なく排除して策定されたものであることを

世界の専門家が知ったら，驚愕するであろう。  

 

 ５  平成２８年鳥取県中部地震  

   平成２８年１０月２１日，鳥取県中部でＭｊ６．６（Ｍｗ６．１）

の地震が発生した（甲Ｄ５８１「 2016 年 10 月 21 日鳥取県中部の地震の

評価」）。ウラン濃縮施設がある日本原子力研究開発機構の人形峠環

境技術センター（岡山県鏡野町）では，一時外部電源が失われ，非常

用電源が起動している。推本は臨時会を開き，この地震がこれまで知

られていない断層によって起きたとする見解を示した（甲Ｄ５８２「鳥

取県中部の地震  未知の断層が原因  政府調査委見解」）。すなわち，現在

のガイドの枠組みからすると，この地震は「震源と活断層を関連付け

ることが困難な過去の内陸地殻内地震」であり「地表地震断層が出現

しない可能性がある地震」として，全国共通に考慮しなければならな

い地震である（審査ガイドⅠ .4.2.1 参照）。  
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この地震によって観測された最大の加速度は，K-NET 倉吉（ TTR005）

で観測された１３８１ガル（東西方向）とされている（甲Ｄ５８３「 2016

年 10 月 21 日鳥取県中部の地震による強震動」）。この地震ははぎとり解

析を行えば，債務者の「震源を特定せず策定する地震動」を超える可

能性が十分にある。  

審査ガイドの１６地震が選定されて以降も，例えば，２０１３年４

月１３日淡路島付近の地震（Ｍｊ６．３，最大加速度は HYG026 の５７

４ガル（東西方向）），２０１６年６月１６日内浦湾の地震（Ｍｊ５．

３，最大加速度は HKD157 の８７０ガル（東西方向））など，「震源を

特定せず策定する地震動」となり得るそれなりに大きな観測記録が得

られているが，今回の鳥取県中部の地震の TTR005 の地震動記録は，こ

れらよりも遥かに大きな数値であり，重要な観測記録となり得る。  

   だが，債務者は本裁判に至っても，２０００年鳥取県西部地震にお

ける TTRH02（日野），２０１１年長野県北部地震における NIG023（津

南），２０１３年栃木県北部地震における TCGH07（栗山西）等の重要

な観測記録について，自ら積極的に地盤情報を入手してはぎ取り解析

を行わない理由を説明できていない（債務者準備書面（５）１３５頁参照）。

２００４年北海道留萌支庁南部地震については電力中央研究所に地盤

情報の入手をやらせている（佐藤ほか (2013)（乙４１）は電力中央研究

所報告である。）のだから，他の地震についても出来ない理由はなく，

債務者らは基準地震動の引き上げを避けるために調査を懈怠している

だけである。こういった例からすると，鳥取県中部地震についても，

積極的に調査せず，信頼できる地盤情報がないと審査会合で言い，規

制当局はこれを漫然と許容することになるであろう。このような悪し

き慣例は，放っておけば，次に日本で原発事故が発生するまで改めら

れない。  
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   このような状況であるからこそ，司法による適正な判断が求められ

ている。  

 

第８  超過確率について  

 １  基準の運用が問題  

債務者は，原子力学会の実施基準は十分な信頼性を有していると主

張する（準備書面（５）１４５頁）。  

   百歩譲って基準は問題ないとしても，その運用が適切に行われなけ

れば，妥当な超過確率の算定はできない。だが，平成２７年１月３０

日の適合性審査会合での債務者の説明によると，債務者は原子力学会

の実施基準の「専門家活用水準」の１および２を適用したと言いなが

ら，自ら専門家を務め，しかも改めて専門家の意見聴取等をするわけ

でもなく，平成１８年頃からの耐震バックチェックでの意見聴取会で

の議論や規制委員会でのヒアリング及び審査会合をもって専門家の意

見としたということである（甲５９０の１  議事録１８頁）。つまり，こ

れまでの審査状況を債務者が勝手にまとめただけで，「専門家を活用

した」と言っているに等しい。このような手法は，原子力学会の実施

基準で予定されたものとは到底言えない（甲Ｄ８６  実施基準２０１５・

６５頁参照）。その結果，南傾斜ケースや６９ｋｍケースといった，債

務者の想定でも大きな地震動を導く分岐がロジックツリーから消滅し

てしまっている。このような申請内容でも審査に通ってしまうのが規

制委員会の現状である。  

   審査書上も，「なお，申請者は，『敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動』Ｓｓ－１及びＳｓ－２の年超過確率は１０ － ４～１０－ ６

程度，『震源を特定せず策定する地震動』Ｓｓ－３の年超過確率は１

０－ ４～１０－ ７程度としている」（乙１３  審査書２０頁），「なお，申
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請者は，弾性設計用地震動の年超過確率は１０－ ３～１０－ ５程度とし

ている。」（同２２頁）とされているだけであり，超過確率についてい

かに実質的な審査がなされていないかがよく分かる。  

ＳＳＧ－９の 5.1 では，「地震動ハザードは，確率論的および決定

論的地震ハザード解析手法の両方によって評価することが望ましい」

とされているが，日本は地震大国であるにもかかわらず，地震動につ

いての確率論的な評価を行っていないも同然である。これでは，国際

的な水準に合わせた確率論的なリスク評価も，安全目標の達成の確認

も，永遠に不可能である。  

 ２  ワッツバー原発との比較について  

   債務者は，伊方原発とワッツバー原発との地域特性が異なるので，

両者を単純に比較できない旨主張する（準備書面（５）１４８頁）。  

   まさに伊方原発とワッツバー原発とでは，地震動にかかわる地域特

性が大きく異なり，地質構造，岩石の性質，地殻内の歪の蓄積，テク

トニックな応力の状態，過去の地震記録など，いずれの考慮要素をと

っても，ワッツバー原発の立地する地域は伊方原発のそれに比べ，遙

かに地震動が小さくなるものと考えられる。  

そのような背景があるにもかかわらず，地震発生確率が比較になら

ないほど低いワッツバー原発立地地域における，１万年に１回から１

０万年に１回以下の頻度の地震動の想定が，伊方原発と同程度ないし

それ以上となるのは，明らかに不合理であると債権者らは指摘してい

る。だが債務者はその指摘に対し何ら反論できていない。  

 

 ３  南海トラフ地震に伴う誘発地震について  

前記平成２７年２月４日付けの適合性審査資料を見る限り，債務者

は敷地前面海域断層（５４ｋｍケース単独ケース）につき，最新活動
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時期は不明としてポアソン過程を適用している。伊予灘沖の中央構造

線断層帯の最新活動時期は不明なのであるから，そのことを前提とし

て誘発地震の確率を検討すべきである。  

また，実施基準２０１５では，プレート間地震がスラブ内地震（海

洋プレート内地震）を誘発することについての評価も記載されている

（甲Ｄ８６・２９７頁）ところ，周辺海域で過去にプレート間地震が誘

発されたと見られている伊方原発でこれを考慮しなくてよい理由はな

い。  

 

第９  熊本地震による連鎖  

平成２８年熊本地震の発生を受けて，中央構造線断層帯の活動による

本件原発の事故の危険性が指摘されている（甲Ｄ４５５「中央構造線が動き

出した  その時原発は耐えられるか」）。  

地震考古学者の寒川旭氏（甲Ｄ１８２・２０１６年４月１８日付け福島民友）

のみならず，島村英紀・武蔵野学院大学特任教授（地球物理学）も，熊

本地震による中央構造線沿いの地震の連鎖を懸念する。島村教授による

と，熊本地震は全長１０００ｋｍ超の日本最長の活断層群である中央構

造線で起きており，熊本で地震が起き，２日後に阿蘇に，そして大分に，

と中央構造線に沿って地震が広がっていった。長大な活断層群のうちあ

る部分で地震が起きたことは，同じようにエネルギーが溜まっているそ

の隣の部分にとって“留め金が外れた”ことを意味する。例えばトルコ

の北部を走る北アナトリア断層で大地震が次々に起き，なかには１９４

２年，１９４３年，１９４４年と短い間に次々と地震が起きていったこ

ともある。次は伊方原発のある愛媛県で地震が起きるのでは，と島村教

授は懸念している（甲Ｄ４５６「中央構造線で体験した“最初の地震”やっぱ

り難しい？地震予知」等）。  
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岡村眞高知大学特任教授によると，熊本地震の震源分布が別府市で止

まっていることから，次は別府湾から地震活動が起こる可能性が高い（甲

Ｆ１１０「岡村スライド」２２頁）。別府湾から一気に四国の中央構造線断

層帯が動いて大地震となる可能性も否定できない。  

債務者は，熊本地震が，中央構造線断層帯の活動を誘発するとの確定

した知見はなく，地震調査研究推進本部地震調査委員会はこれを否定し

ていると主張するが，債務者が適示した乙第８８号証は，推本の委員長

見解であり，推本としてのものではない。また，同文書においても，「熊

本地震の一連の地震活動域や近接する地域において，今後も強い揺れを

伴う地震が発生するおそれがあり注意が必要である。」等と記されており，

むしろ伊予灘での中央構造線断層帯の活動について警告を発するものと

なっている。  

地震はいつ起こるか分からないが，熊本地震での連鎖を考えても，今

日，明日に敷地前の活断層で大地震が発生する可能性はある。債務者に

はそのような想像力と謙虚さが著しく欠けている。  

 

第１０  終わりに  

 １  基準の明確化の必要性  

   これまで縷々指摘してきた通り，債務者の基準地震動の策定過程に

おいて，検討用地震の選定と不確かさの考慮については，なぜそれで

安全が確保できると言えるのか根拠が不明な点が多い。岡村眞高知大

学特任教授は，「電力会社はあるひとつの論文に書かれていることを

まるで真実のように扱い，都合のよい結論を導き出そうとする。この

『わからなさ』を排除した態度は科学になじまない」（甲Ｆ１１０「岡

村スライド」１９頁）と厳しく批判している。  

その大きな原因は，地震・津波検討チームで基準の具体化の必要性



- 152 - 

が共通認識となっていたにもかかわらず，規制委員会がその本来の職

務を怠り，具体的な基準の策定をしなかったことにある（債権者ら準備

書面（５）２４頁参照）。  

平成２８年８月１７日の東洋経済の記事（甲Ｄ４１５）において，同

検討チームのメンバーだった藤原広行氏は，以下のように，現在の適

合性審査における不確かさの考慮の不十分さとルールの明確化の必要

性を訴えている。  

 

「現在の原発の安全審査のやり方には課題がある。地震動の審査に際

しては，自然現象（地震）や人間側の認識が内包する不確かさもきち

んと考慮して安全性を確保する必要がある。熊本地震での新しい知見

も取り入れ，より安全性を高める形で議論を進めるべきだ」  

「入倉・三宅式そのものは，これまでに起きた数多くの活断層型の地

震のデータに対して，一本の線を引いた回帰式にほかならない。その

背後には，平均値に対して大きなばらつき（不確かさ）が存在してい

る。その不確かさが原発の審査の際にきちんと考慮されているかどう

かが重要だ（が，今の原子力規制庁のやり方では不十分だ）」  

「どの程度まで考慮すれば，過去に起きた地震や今後起きる地震がば

らつきの範囲に収まるのか，定量的な把握が十分に行われているとは

言いがたい。"不確かさ"の扱いについて体系的な考え方を確立し，安

全規制の中にきちんとオーソライズすべきだと私は十数年来，指摘し

続けてきたが，いまだに実現していない」  

「不確かさを体系的に原子力の安全規制の中で扱うルールづくりをし

ない限り，適切な基準地震動の設定はできない」  
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 ２  福島原発事故の反省を活かせていない  

   東京電力は，自社に都合のよい基準をオーソライズするために土木

学会に津波評価部会を立ち上げて新たな基準を作らせ，推本の長期評

価にしたがった対策を先延ばしにし，確率論を恣意的に使ってきたこ

とが，福島原発事故という大惨事につながった（詳しくは甲Ｃ１９０「原

発と大津波  警告を葬った人々」参照）。  

   債務者において自社に都合の良い研究発表を従業員にさせ，推本の

長期評価やレシピ改訂を無視し，手前勝手な超過確率を算出している

ところは，事故前の東京電力を彷彿とさせるところがある。現在，全

国数多くの損害賠償訴訟で東京電力と国の過失責任が問われ，刑事裁

判では東京電力の役員３名が業務上過失致死傷の罪に問われている。 

現状を考えれば，もし伊方原発において基準地震動を超える地震動

に襲われ大事故につながった場合，債務者らの過失責任が問われるこ

とは必至である。  

   だが，原発事故による被害は，事後に金銭等で償えるものではない。

そうであるからこそ，危険が現実化する前に原子炉の運転を止めさせ

るという，予防的措置が必要になる。  

藤原広行・防災科学技術研究所部門長は安全審査

への｢不確かさ ｣の反映を求める  
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東京電力は，福島原発事故後，「福島原子力事故の総括および原子

力安全改革プラン」を作成し，「安全担当部門は，原子力の安全設計

において一般に無視して良い事象の発生頻度は１００万年に１回以下

であるのに対し，建設直前の１９６０年に発生した津波を最大と想定

したことを課題と認識」しなかったことや，「（推本の長期評価につ

いて）真摯に提言に耳を傾ける姿勢が旧原子力経営層に不足した」こ

と，「津波という不確かさが大きな自然事象に慎重に対処するという

謙虚さが不足した」こと等につき，不十分ながらも反省の意を示して

いる（甲Ｄ５８５・１８頁）。  

東京電力の常務である姉川尚史氏も，「原子力のエンジニアにとっ

て，放射能が環境に大量に放出されてしまうような炉心溶融事故は，

１００万年に１回以下の発生頻度となるように対策を取るべきである

ことは常識となっております。津波を考える上でも，当然『１００万

年に１回の津波ってどんなものだろう』と考えるべきであったわけで

す。」と述べている（甲Ｄ５８６「原発を続ける資格：東京の原子力技術

者トップ，姉川常務にインタビュー」 ）。推本は平成２３年１月に福島

第一原発で震度６以上の地震が今後３０年間に起こる確率を０．０％

と見積もり，東京電力は平成１８年７月，１４ｍの津波が福島第一原

発事故を襲う確率を１０００万年に１回と見積もった論文を発表して

いたが，その地震動や津波が平成２３年３月１１日には福島第一原発

を襲った。地震については不確定性が大きいため，今は非常に低頻度

だと思われても，その危険性はすぐ間近に迫っているかもしれない。  

債務者は，東京電力の失敗を他山の石とせず，基準地震動の審査基

準が厳しくならなかったことをいいことに，３．１１前からたった８

０ガルしか違わない地震動想定に未だにしがみついている。中央構造

線，南海トラフ地震，海洋プレート内地震と，３つの高い地震リスク
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が重なった伊方原発では，現在の限られた知見からしても，１００万

年に１回よりも遥かに高い確率で基準地震動やクリフエッジを超過す

る。福島原発事故を経た現在，そのような危険は最早社会的に受け入

れられない。  

   速やかな差止めの裁判を望む。  

  以上  


