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【本文】 

被告は，準備書面(７)において，地震の問題についてひととおりの主張をし

ている。第１章では，基本的事項・概念の説明を，第２章では，地震動評価手

法の発展等について，第３章では，高浜３，４号機における基準地震動の策定

について，第４章では，高浜３，４号機の「安全上重要な設備」の耐震安全性

について述べた上，第５章において，原告らの主張に対する反論を述べている。 

原告らは，第１章から第４章については，必要な点についてコメントをし，

第５章について，全面的な反論を行うこととする。 

 

第１ 被告準備書面（７）第１章～第４章の主張についてのコメント 

１ 内陸地殻内地震の規模について 

被告は，内陸地殻内地震については通常マグニチュード７級どまりであ

るとされていると主張する（被告準備書面（７）１５頁４～５行目）が，

内陸地殻内地震である１８９１年濃尾地震は，マグニチュード８．０とさ

れている。問題の多い松田式（原告ら準備書面２の２６～２８頁参照）に

よっても，８０km を超える活断層が動けばマグニチュード８を超える地

震が発生するとされている。若狭湾周辺でも，和布・干飯崎・甲良城断層

（被告準備書面（７）４８頁図表１６参照）は，柳ヶ瀬・鍛冶屋・関ヶ原

断層まで連動する可能性があるが，その場合，活断層の長さは１００km

であり，想定マグニチュードは８を超えるのである。 

 

２ 耐震補強工事について 

被告は，旧耐震設計審査指針下では，高浜３，４号機の基準地震動 S2

の最大加速度が３７０ガルとされていたところ，新耐震設計審査指針に基

づくバックチェックの結果，基準地震動 Ss が５５０ガル（水平方向）に

なり，新たな基準地震動 Ss に対して高浜３，４号機の「安全上重要な設

備」が耐震安全性を有していることを確認したと主張する（被告準備書面
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（７）３４頁末尾３行）が，この基準地震動の引き上げに伴い，被告は，

何らの耐震補強工事をしていない（甲全第１５８号証）。計算をして５５

０ガルでも耐えられることを確認しただけにすぎない。すなわち，この基

準地震動の引き上げによって，高浜３，４号機の耐震安全性が高まったの

ではなく，もともとあった安全余裕を食いつぶしたにすぎないのである。 

 

３ 地震動評価手法発展の主張について 

被告は，兵庫県南部地震以降に発生した地震，具体的には，①平成１７

年宮城県沖地震，②平成１９年能登半島地震，③平成１９年中越沖地震の

調査・分析によって，地震動評価手法が発展し，「震源特性」「伝播特性」

「サイト特性」を考慮するようになったと主張し（被告準備書面（７）３

５頁下から５行目～３６頁５行目），高浜３，４号機についても，その知

見を反映させて地震動評価をしていると主張している（被告準備書面（７）

３７頁下から６行目～３８頁初行）のでコメントする。 

(1) 上記①～③の各地震は，いずれも近くの原発（①は東北電力女川原

発，②は北陸電力志賀原発，③は東京電力柏崎刈羽原発）に基準地震動

を超える揺れをもたらしたものであり，各電力会社は，対応に追われた

はずである。とりわけ，③の中越沖地震の規模は，たかだかマグニチュ

ード６．８に過ぎなかったのに，基準地震動 S2 が４５０ガルとされて

いた柏崎刈羽原発１号機解放基盤表面に，１６９９ガルの揺れをもたら

したのである。当時の S2 は，「およそ現実的でない揺れ」とされていた

のに，その４倍近い揺れに襲われたのであるから，さすがの東京電力も

原子力安全・保安院も慌てたに違いない。もし，この原因を柏崎刈羽原

発に固有の事情に帰すことができなければ，それまでせいぜい４００～

５００ガルであった全国の原発の基準地震動を一気に２０００ガル前後

にまで引き上げない限り，全国の原発の運転は許されないことになって

しまう。同地震についての調査報告書（東京電力については乙全第２４
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号証，原子力安全・保安院については乙全第２５号証）は，当時，東京

電力及び原子力安全・保安院が置かれていたそのような立場を踏まえて

読まれる必要がある。 

(2) 東京電力及び原子力安全・保安院は，調査の結果，③の中越沖地震

における地震動の増幅には３つの要因があったと結論づけた。【要因１】

は，同じ地震規模の地震と比べ，大きめの地震動を与える地震であった

こと（震源特性 １．５倍程度），【要因２】は，周辺地盤深部の堆積

層の厚さと傾きの影響で地震動が増幅したこと（伝播特性 ２倍程度），

【要因３】は，発電所敷地下にある古い褶曲構造のために地震動が増幅

したこと」（サイト特性 ２倍程度）だというのである（乙全第２４号

証２～３頁）。そして，東京電力は，柏崎刈羽１号機～４号機の基準地

震動を２２８０ガルに引き上げた（乙全第２４号証４頁）。 

(3) ここでは，次の２点に着目していただきたい。 

ア ①～③のすべての地震において，短周期レベルが平均よりも大きか

った（被告準備書面(７)３６頁６～８行目）。被告は，「震源特性」

の「地域的な特徴」と述べているが，太平洋の宮城県沖と日本海の能

登半島沖及び中越地方沖の３か所とも同様の「地域的な特徴」を備え

ていたことになる。 

イ ③の中越沖地震では，震源特性による増幅，伝播特性による増幅，

サイト特性による増幅が重複して生じたとされた。その割合は，１．

５倍，２倍，２倍であるから，合計すると６倍にも達したことになる。 

 

４ 多重防護の意義について 

被告は，「『安全上重要な設備』（耐震重要度分類が S クラスの施設）さ

え機能の維持ができれば，それ以外の設備が機能喪失したとしても，原子

炉を「止める」「冷やす」，放射性物質を「閉じ込める」ことは可能であり，

原子炉が危険な状態となることはない」と断言する（被告準備書面（７）
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９８頁下から６～３行目）。 

これは，主給水ポンプや外部電源設備等を耐震 S クラスにする必要がな

いとする理由につながるのであるが，この考え方については，福井地裁の

高浜３，４号機原発仮処分事件についての平成２７年４月１４日決定が根

底的な批判をしていることを指摘しておく。すなわち，「多重防護とは堅

固な第１陣が突破されたとしてもなお第２陣，第３陣が控えているという

備えの在り方を指すと解されるのであって，第１陣の備えが貧弱なため，

いきなり背水の陣となるような備えの在り方は多重防護の意義からはずれ

る」（同決定３８頁下から１４～７行目）のである（甲全第１５９号証）。 

   外部電源設備を耐震 S クラスにする必要がないという考え方は，「安全

上重要な設備」である非常用ディーゼル発電機が，必要な時には１００％

起動できることが前提とならなければならない。しかし，非常用ディーゼ

ル発電機の起動失敗は珍しいことではない。例えば，２００１年３月１８

日，台湾第三原発１号機の外部電源が喪失したとき，非常用ディーゼル発

電機２台が起動できなかった。国内では，２００７年９月１８日北海道電

力泊発電所１号機で非常用ディーゼル発電機２台が起動に失敗した。原因

は，バリ（破損片）やシールテープの一部が混入したことであると推定さ

れている。２００９年１１月１２日には北陸電力志賀発電所２号機で，３

台の非常用ディーゼル発電機のうち２台において，シリンダ内に水や油が

入っているかどうかを確認するための弁から潤滑油が漏れ出し，動作不能

と判断された（甲全第１６０号証）。 

   「安全上重要な設備」だけで過酷事故を避けることができるというのは，

被告の根拠のない楽観にすぎない。 

 

第２ 被告準備書面（７）第５章について反論 

１ はじめに 

被告は，第５章の表題を「原告らの主張に対する反論」と名付けて原告
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ら準備書面２に対する反論をしている。しかし，原告らの主張の根幹をな

す主張でありながら，被告が全く触れていないものが二つある。一つは，

地震の規模推定についての主張（応答スペクトルによる手法における松田

式についての主張，断層モデルによる手法における断層面積と地震モーメ

ントとの関係式についての主張）であり，一つは，震源を特定しないで策

定する地震動を策定するについて，留萌支庁南部地震のデータを１６倍す

べきであるという主張（以下「１６倍問題」という。）である。裁判所に

は，是非そのことを認識していただきたい。 

 

２ 科学の限界について 

被告は，「科学の限界を説く原告らの上記主張は，・・・地震ないし地震

動に関する近年の調査研究の進展，特に兵庫県南部地震を契機とした新た

な知見の急速な蓄積や地震動評価手法の著しい発展等に関する十分な理解

を欠くものである。」と主張する（被告準備書面（７）１１６頁下から３

行目～１１７頁初行）。 

原告らも，１９９５年兵庫県南部地震以後，地震についての詳細なデー

タが蓄積されるようになり，地震学が進展したことを否定するものではな

い。しかし，問題は，地震についての詳細なデータが兵庫県南部地震以後

の約２０年分しかないことにある。たかだか２０年程度のデータで，数十

年から数百年に一度といわれる海溝型地震，数百年から数千年に一度と言

われる内陸地殻内地震の発生時期や規模，揺れの強さを正確に予測するこ

とはおよそ不可能なのである。地震学の研究には，纐纈一起東京大学地震

研究所教授が言うように，①地震という自然現象が本質的に複雑系の問題

であり，理論的に完全な予測をすることが不可能であること，②実験がで

きないので過去の事象に学ぶしかないこと，③ところが地震は低頻度の事

象で，学ぶべき過去のデータが少ないこと，という「三重苦」がある（甲

全第５３号証６３６頁左段末尾６行）。地震学の泰斗ともいうべき学者た
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ちが，「地震の科学には十分な予測の力はなかった。東北地方太平洋沖地

震ではまさにこの科学の限界が現れてしまった」（纐纈教授・同６３６頁

右段１～４行目），「原発は，はるかに安全サイドに考えなければなりませ

ん。いちばん安全側に考えれば，日本のような地殻変動の激しいところで

安定にオペレーションすることは，土台無理だったのではないかという感

じがします」（岡田義光防災科学技術研究所理事長・同６３６頁右段２１

～２６行目），「真に重要なものは，日本最大か世界最大に備えていただく

しかないと最近は言っています。科学の限界がありますから，これ以外の

ことは確信をもっていうことができません。」（纐纈教授・同６３６頁右段

下から２行目～６３７頁左段２行目）等と発言していることを，被告は謙

虚に捉えるべきである。 

 

３ 他の原子力発電所で基準地震動を超過した事例に関する主張について 

(1) 被告は，過去基準地震動を超える地震動が原子力発電所で到来した

６事例のうち，３事例は，基準地震動の策定方法が高度化される前の旧

耐震設計審査指針時代のS2を超えたものであり，３事例は，極めて大規

模な東北地方太平洋沖地震及びその余震によって生じたものである上，

若干上回ったに過ぎない等と主張する（被告準備書面（７）１２８頁６

行目～１２９頁１１行目）。 

   しかし，旧耐震設計審査指針時代，被告をはじめとする電力会社は，

地震学の発展が十分ではないからS2は確実な数値ではないと説明してい

たのではなく，S2を「設計用限界地震」と名付け，「およそ現実的でな

い地震」と定義づけ，これを超える地震動が原発に到来することはない

と豪語していたのである。その姿は，地震の平均像を「震源特性」「伝

播特性」「サイト特性」によって修正して基準地震動を策定すれば，

「基準地震動を超える地震動が到来することは，まず考えられない。」

（被告準備書面（７）１５０頁８～９行目）と豪語している今の被告と

二重写しになる。 
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また，３事例が東北地方太平洋沖地震によって生じたものであること

は，被告にとって何らの弁解にならない。震源断層から２００㎞も離れ

た地点におけるマグニチュード９の地震による揺れよりも，マグニチュ

ード７前後の直下地震による揺れの方が通常，よほど大きいのである。 

(2) 被告は，基準地震動を超過した事例において，原子力発電所の「安

全上重要な設備」が地震動によって深刻な影響を受けたという事実は確

認されていない，と述べる（被告準備書面（７）１２７頁末行～１２８

頁初行）。 

    とんでもない主張である。まず，福島第一原発事故の原因は，未だに

判っていない。１～３号機の原子炉に近づくことすらできないのだから，

真実が明らかになるまでに長い時間が必要だろう。津波が到来する前に

地震によって福島第一原発に相当の損傷が生じたという意見は，国会事

故調の報告書のみならず，多数ある。 

他方，中越沖地震の際の柏崎刈羽原発の損傷は，地震のみが原因であ

る。３０００か所に故障が生じ，変圧器は火災を起こした。所内ボイラ

ーが壊れ，４号炉の冷温停止まで２０時間も要した（甲全第１６５号

証）。下記のとおり，耐震Sクラスである制御棒まで変形した。福島第一

原発事故のように外部電源を喪失していれば，大変な事態に進展してい

た可能性がある。このとき柏崎刈羽原発が過酷事故にならなかったのは，

僥倖だったのである。 
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基準地震動を超える地震動に襲われながら，深刻な影響を受けたとい

う事実が確認されていないと開き直る被告の主張は，上記のとおり事実

と異なるが，仮にそれが事実だとしても，鉄筋の本数を基準よりも減ら

しても，事故が起こらなければ良いと考えた姉歯一級建築士とどう違う

のか。 

 

４ 「震源を特定せず策定する地震動」について 

(1) 原告らは，「震源を特定せず策定する地震動」について，①かつて一

般に用いられてきた「加藤，他」の応答スペクトルに基づいて算定する

方式は不合理であること，②被告が採用している２００４年留萌支庁南

部地震に基づいて策定する方法について，㋐観測記録である１０００ガ
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ルを用い，解析による最高地震動である１５００ガルを用いないのは不

合理であること（以下「１５００ガル問題」という。），㋑Mw５．７の同

地震のデータをそのまま用い，１６倍しないことは不合理であるという

「１６倍問題」を主張した（原告ら準備書面２の４８～６３頁，原告ら

準備書面４の第１の２）。 

(2) これに対し，被告は，まず，「震源を特定せず策定する地震動」は，

本件発電所の基準地震動の策定に当たり，寄与する度合いは小さいと主

張する（被告準備書面（７）１１９頁９～１８行目）。この主張は，川

内原発の仮処分事件で，九州電力がした，「震源を特定せず策定する地

震動」は「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」に対して付加

的・補完的に位置づけられているという主張と同旨の主張であり，「震

源を特定せず策定する地震動」の策定方法が抱える問題点を矮小化させ

ようとする手法である。しかし，九州電力のこの主張に対しては，鹿児

島地裁が，地震ガイド【「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイ

ド」（平成２５年６月１９日原管地発１３０６１９２号 原子力規制委

員会決定）】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」との関係を対等なものとして位置付けてお

り，この考え方は，新規制基準の解釈としても妥当すべきものとして，

明確に否定している（甲全第１４６号証１４７～１４９頁）ことが参照

されるべきである。 

(3) 次に，被告は，「１５００ガル問題」について，「『震源を特定せず策

定する地震動』は，その規模及び位置が事前に想定できないことから，

マグニチュードや震源距離を規定する方法ではなく，国内外の震源近傍

の強震観測記録に基づいて地震動レベルを直接設定することとしている

のであり，仮想的な地震動を評価するものではない。」と主張する（被

告準備書面（７）１２０頁５～１１行目）。これは，次のとおり，極め

て都合のいい主張である。 
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ア 設置許可基準解釈（「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，

構造及び設備の基準に関する規則の解釈」平成２５年６月１９日原規

技発第１３０６１９３号原子力規制委員会決定）の【別記２】第４条

５三によると，「震源を特定せず策定する地震動」は，「震源と活断層

を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内地震について得られた震

源近傍における観測記録を収集し，これらを基に，各種の不確かさを

考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定する」

ものとされ，「地震ガイド」では，震源と活断層を関連づけることが

困難な過去の内陸地殻内の地震を検討対象地震として適切に選定し

（Ⅰ.４．２．１（１）），検討対象地震の選定においては，「地表地震

断層が出現しない可能性がある地震」を適切に選定していることを確

認することとされている（Ⅰ.４.２．１(２)）。そして，「地表地震断

層が出現しない可能性がある地震」は，断層破壊領域が地震発生層の

内部に留まり，国内においてどこでも発生すると考えられる地震で，

震源の位置も規模もわからない地震として地震学的検討から全国共通

に考慮すべき地震【震源の位置も規模も推定できない地震（Mw６．５

未満の地震）】であり，震源近傍において強震動が観測された地震を

対象とする，と解説されている（〔解説〕（１））。 

イ すなわち，「震源を特定せず策定する地震動」の考え方は，一定の

規模以下の震源断層面については，原発敷地周辺の詳細な調査によっ

ても発見できない可能性があるとの認識を前提に，その規模を「Mw６．

５未満」と定め，最大 Mw６．５の地震を引き起こす断層面が当該原

発近傍にあると仮定して，その断層面が活動したときに当該原発を襲

う地震動を考慮して，当該原発の基準地震動を定めるというものなの

である。 

     そして，「基準地震動」は，「その供用中に当該耐震重要施設に大き

な影響を及ぼすおそれがある地震」であり（設置許可基準規則第４条
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３項），当該原発を襲う可能性のある最大の地震動であるから，「震源

を特定せず策定する地震動」は，当該原発にとって最も厳しい条件で

算定されなければならないことは自明である。 

ウ 留萌支庁南部地震は，HKD０２０地点で観測された地震動は１００

０ガルであったが，最大の揺れは約１５００ガルであったと解析され

ているのである（原告ら準備書面４の３～４頁参照）。たまたま観測

計が設置されていた場所における地震動記録を採用して，それよりも

大きな地震動に襲われた地点があることを無視するというのは，当該

原発にとって最も厳しい条件で算定されるべき，「震源を特定せず策

定する地震動」の考え方に反することが明らかである。１５００ガル

の解析結果を無視して策定された基準地震動は，大飯原発の運転を差

止めた福井地裁平成２６年５月２１日判決（甲全第５１号証）がいう

ように，「確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち

得る脆弱なもの」（同判決６４頁）という他はない。 

(4) また，被告は，「加藤，他」の応答スペクトルに関する原告らの主張，

１６倍問題についての原告らの主張に対して全く反論しない。とりわけ，

後者の「１６倍問題」は，留萌支庁南部地震のデータの使い方の問題で

あって，重大な問題である。最大 Mw６．５の地震を引き起こす断層面

が当該原発近傍にあると仮定して，その断層面が活動したときに当該原

発を襲う地震動を考慮して，当該原発の基準地震動を定めるというのが

「震源を特定せず策定する地震動」を求めた新規制基準の趣旨なのであ

るから，Mw５．７の留萌支庁南部地震の１６倍の地震を想定しなければ，

新規制基準の趣旨に反することは明白である。 

 

５ 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の平均像問題について 

(1) 被告の主張は，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」が過去

の地震の平均像（被告は，「標準的・平均的な姿」と表現している。）を
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基礎にこれを修正して策定されていることを認めた上で，これが科学的

合理性に基づく手法であると居直るものである（被告準備書面（７）１

３６頁下から９～５行目）。その上で，被告は，高浜３，４号機に関し

ては，「震源特性」，「伝播特性」「サイト特性」について，他の地域より

も大きい地震動をもたらす地域性が存する可能性を示すデータは特段得

られていないと断じ（被告準備書面（７）１３６頁末尾２行，３７頁下

から６～３行目），平成１７年宮城県沖の地震，平成１９年能登半島地

震，平成１９年中越沖地震で得られた地域的な特徴にかかる知見のうち，

他の地域についても当てはまる可能性が否定しきれないものについて，

必要に応じてその知見を反映することで足りるというのである（被告準

備書面（７）３７頁下から２行目～３８頁初行）。 

被告のこの主張が成り立つためには，①当該活断層が起こす地震の規

模が正確に把握できていること，②被告のいう修正要素，すなわち「震

源特性」「伝播特性」「サイト特性」が正確に把握されていること，すな

わち，個別の震源断層において地震動の強弱に影響を与える諸要素，震

源断層から原発敷地までの地盤において地震動の減衰の程度に影響を与

える諸要素，原発敷地の地盤において地震動を増幅させる諸要素がそれ

ぞれ何であるかが漏れなく認識できており，高浜３，４号機において，

それらの諸要素の状況が正確に把握できていることが条件であるはずで

ある。そこで，これらについて，原告らの主張を述べる。 

(2) 松田式・レシピの地震規模想定の問題点 

ア 被告は，特定の活断層の活動によって生じる地震の規模について，

応答スペクトルによる手法では，松田式によってマグニチュードを導

き，断層モデルによる手法では，地震モーメントを震源断層の面積と

の関係式によって算定している。 

イ 松田式の問題点については，原告ら準備書面２の２６～２８頁で述

べた。松田式は，松田時彦教授が収集したわずか１４地震の活断層の
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か。 

ア たかだか地震動の２０年程度のデータの集積により，個別の震源断

層において，震源断層から原発敷地までの地盤において，原発敷地の

地盤において，それぞれ地震動を増幅させたり減衰させたりする諸要

素を漏れなく認識できるのだろうか。第２の２で記載した地震学の泰

斗たちの述懐は，地震学の発展を理解しない発言なのか。そうではな

く，地震動の大きさ等に影響を与える要素をまだまだ把握し切れてい

ないという正確な認識を前提にした発言なのではないだろうか。 

イ 一つ，実例を挙げておく。平成２１年８月１１日に発生した駿河湾

の地震は，M６．２のスラブ内地震であり，浜岡原発と震央との距離

は３km であった。このとき，浜岡原発の各原子炉建屋の基礎版上の

地震動が，１号機が１１０ガル，２号機が１１２ガル，３号機が１５

３ガル，４号機が１７８ガルだったのに対し，５号機は４３９ガル

（周期０．３秒～０．５秒付近）を記録した。この原因は何だったの

か。たかだか M６．２の地震で，震央から３７㎞も離れていたのに，

なぜ浜岡原発５号機だけが４３９ガルもの地震動を記録したのか。 

これを分析した（財）地域地盤環境研究所は，平成２２年３月に，

次の内容の報告書を公表した（甲全第１６１号証）。これによると，

５号機で強い地震動が観測された理由は，アスペリティが南北２か所

にあり，まず南側のアスペリティについて南西方向に向けての破壊が

始まり，これに続いて北側のアスペリティが北西方向に向けて破壊し

たこと，ライズタイム（断層面のある場所ですべりが継続する時間）

及びアスペリティの面積のいずれもが，スラブ内地震のスケーリング

から期待される値より大きかったこと等であるとされている。結論と

して，同研究所は，浜岡原発５号機で観測された約３Hz（周期０．３

秒～０．４秒になる）の地震波は，南側のアスペリティによる破壊の

指向性によって生成されたパルス波であると結論付けたが，それでも，
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浜岡原発５号機で観測された約３Hz の卓越は再現が十分にされてお

らず，今後の検討課題であるとした。 

     他方，中部電力は，その直後である平成２２年４月５日，「浜岡原

子力発電所 駿河湾の地震時の揺れに関する要因分析について」（甲

全第１６２号証）を公表した。これによると，５号機の地下３００～

５００メートルで地震波である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「低速度層」があることが確認できたが，これが５

号機の揺れが大きかった主要因であるとされている。 

ウ （財）地域地盤環境研究所と中部電力は，全く異なることを指摘し

ている。地震が発生してから半年以上もの時間をかけて調査した結果

がこれなのである。浜岡原発５号機が１～４号機の２．５倍～４倍の

地震動を記録したという既に起こった事実の原因すら，完全には判っ

ていない。このことだけからでも，地震動の将来予測が如何に難しい

かが判る。予測を超える揺れを経験して，その後，懸命に調査してそ

の原因を探り，新たな知見を積み重ねていく。我が国の地震学は，ま

だその段階なのである。もし，被告が，地震動を増幅させたり減衰さ

せたりする諸要素を漏れなく認識できていると考えているのなら，そ

れは思い上がりというべきではないだろうか。 

(4) 被告は，高浜３，４号機の基準地震動策定の基本ケースの設定に当

たり，①FO－A～FO－B～熊川断層の三連動を前提としたこと，②断層上

端深さを３㎞としたこと，③地震モーメントを大きく評価したこと，④

アスペリティを本件発電所敷地近傍に配置したこと等を保守的な設定と

して自画自賛している（被告準備書面（７）１３９頁下から３行目～１

４２頁２行目）。しかし，これらは当然のことであって，「保守的な設定」

として敢えて取り上げるまでもない。FO－A～FO－B～熊川断層が三連動

する可能性があることは，多くの市民が長年指摘し続けてきたことであ

る。被告は，これを頑強に否定していたが，原子力規制委員会による，
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その可能性を否定できない旨の意見に抗しきれず，これを認めるに至っ

た。また，被告は，断層上限深さを４㎞と主張していたが，これも，原

子力規制委員会の意見に抗しきれず，３㎞とすることに応じたのである。

地震モーメントが大きくなったのは，①②の当然の帰結にすぎない。し

かるに被告は，いまだに，FO－A～FO－B 断層と熊川断層は連動しない

と主張し（被告準備書面（７）４９頁下から３行目～５０頁１０行目），

三連動を前提としたのは「保守的な条件設定」であると主張するのであ

る。まるで，検事の追及に抗しきれず公判廷で罪を認めた被告人が，公

判廷外で，「それでも自分は無実だ」と弁解しているように聞こえるの

は原告ら代理人だけだろうか。 

(5) 被告は，断層モデルを用いた手法では，基本ケースに加えて震源断

層パラメータについて不確かさを考慮して複数のケースを設定している

と主張する。それが，被告準備書面（７）７４頁の【図表２７】である。 

これをみたら明らかなように，被告は，①短周期の地震動レベルを１．

５倍したケース，②断層傾斜角を７５度としたケース，③すべり角を３

０度としたケース，④破壊伝播速度を０．８７βとしたケース，④アス

ペリティを敷地近傍に一塊に配置したケースを考慮しているが，どうし

て，これらの不確かさを重複させないのだろうか。不合理としか言いよ

うがない。被告は，「短周期の地震動レベル，断層傾斜角，すべり角，

破壊伝播速度は，事前の詳細な調査や経験式等から地震発生前におおよ

そ把握できる」から「独立して不確かさを考慮すれば足りる」と主張す

る（被告準備書面（７）１４３頁下から４行目～末行）が，事前の把握

内容が確実であれば，そもそも不確かさを考慮する必要はない。考慮す

る必要があるのは，確実でないからである。であれば，複数の要素が事

前の把握内容と異なることがあり得ることは否定できないはずである。 

第１の３（３）で記載したように，平成１７年宮城県沖地震でも，平

成１９年能登半島地震でも，平成１９年中越沖地震でも短周期レベルは
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平均よりも大きかったのである。そうであれば，むしろ，短周期レベル

を１．５倍するのは，不確かさの考慮に留まらず，原則的な取り扱いに

しなければならないのではないか。また，中越沖地震では，震源特性に

よる増幅，伝播特性による増幅，サイト特性による増幅が重複して生じ，

これによって地震動は６倍になったというのである。その経験に学ぶの

であれば，高浜３，４号機においても，不確かさは重複させて考慮しな

ければならないのではないか。 

(6) 被告は，原告らが，アスペリティの面積比が半分になれば，アスペ

リティの応力降下量が２倍になり，地震動も２倍になるとの主張をして

いると指摘した上（被告準備書面（７）１４６頁下から１３～８行目），

アスペリティの応力降下量が２倍になったからといって，その結果とし

て地震動もそれに比例して２倍になるわけではない，と主張している

（被告準備書面（７）１４６頁下から７行目～１４７頁３行目）。 

    まず，上記指摘は誤導である。原告らは，アスペリティの応力降下量

が２倍になれば，地震動も２倍になるなどとは主張していない。 

    この点についての説明を付加すると，アスペリティの面積が２分の１

になれば，アスペリティの応力降下量は２倍になるが，他方でアスペリ

ティ面積の１/２乗で地震動は小さくなるので，地震動は，２/１．４１

＝１．４１倍になるのである（甲全第１３３号証７５頁）。 

   ここで，地震モーメントと短周期レベルについて書いておく。被告準備

書面（７）１４７頁脚注１９０に関係式が書かれているように，短周期

レベル（短周期領域における加速度震源スペクトルのレベル）は地震モ

ーメントの３分の１乗に比例する。したがって，地震モーメントが８倍

になれば，短周期レベルは２倍になり，地震動は２倍になるのである

（甲全第１３３号証９４頁）。 

 

６ 被告の地震動想定の問題点 
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(1) 結局，被告の主張は，地震の平均像をもとに，「震源特性」「伝播特

性」「サイト特性」を評価して修正することによって，適切な「基準地

震動」を策定することができるというものである。被告の手法の問題点

をいくつか指摘する。 

(2) 被告は，高浜３，４号機の基準地震動策定について，FO－A～FO－B

～熊川断層及び上林川断層の応答スペクトルを用いた手法（耐専式）に

基づく地震動評価結果（基本ケースと不確かさを考慮した３ケース）を

包絡させて基準地震動 Ss-1 を策定し（乙Ｂ第９号証６３頁），FO－A～

FO－B～熊川断層及び上林川断層の断層モデルを用いた地震動評価結果

（基本ケースのほか不確かさを考慮した多数のケース）のうち，Ss-1

の応答スペクトルを一部の周期帯で上回る４ケースを Ss-2～Ss-5 とし

て採用し（同６４頁），震源を特定せず策定する地震動として採用した

２０００年鳥取県西部地震賀祥ダムの観測記録及び留萌支庁南部地震港

町観測点の観測記録のいずれもが一部の周期帯で Ss-1 を上回ることか

ら，これらを，Ss-6，Ss-7 として採用した（同７９頁）。以上のとおり，

Ss-1～Ss-7 のすべてを基準地震動としたのである（同８０頁）。 

(3) ところで，被告は，応答スペクトルを用いた手法でも，断層モデル

を用いた手法でも，「不確かさ」を考慮したとして，いくつかの評価結

果を提示しているが，考慮の仕方がいずれも不十分なため，実質的な意

味はほとんどない。例えば，応答スペクトルを用いた手法における「不

確かさ」の考慮の結果は，乙Ｂ第９号証６３頁に書かれているが，基本

ケースと不確かさを考慮したケースで，応答スペクトルにほとんど差が

ないことが判る。また，断層モデルを用いた手法における「不確かさ」

の考慮の結果は，乙Ｂ第９号証６４頁に書かれているが，一部の周期帯

で基準地震動 Ss-1 を上回る結果になっているとはいえ，大部分の評価

結果は，基準地震動 Ss-1 に到底及ばない。被告がしている「不確かさ

の考慮」は，原告らが準備書面２で指摘した地震動データのばらつきを
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到底吸収できるものではないのである。この点を詳細に見てみよう。 

ア 松田式によるバラつき 

松田式では，対象となった１４地震だけでも６倍程度のバラつきが

あることは原告ら準備書面２の２７～２８頁で指摘した。もっと多数

の地震を調査すれば，そのバラつきはもっと拡大することであろう。

被告の手法では，このバラつきによる不確かさは，全く取り入れられ

ない。 

イ 耐専式（被告準備書面（７）１４４頁末行～１４５頁初行によると，

Noda et alの方法も同一のものだということである。）によるバラつ

き 

耐専式の問題点については，原告ら準備書面２の２９～３１頁で指

摘したが，更に敷衍する。 

(ｱ) 甲全第５４号証を見ていただきたい。これは，原子力安全・保

安院が日本原燃のＭＯＸ燃料加工施設の基準地震動の策定に関連し

て，耐専式について説明したものであるが，次のことが判る。 

現実に生じたプレート間地震の１０地震（９頁）を選定し，耐専

式によって求めた速度応答スペクトルと観測記録の速度応答スペク

トル比を求めたのが第４図（水平方向，１０頁）及び第５図（鉛直

方向，１１頁）であり，これをみると，周期０．２秒以下では，観

測記録による値は耐専式による値よりも小さいものが多いが，中に

は２倍，３倍を超えるものがあり，周期０．２秒以上では，観測記

録による値の大部分が耐専式による値を超え，５倍～１０倍に達す

るものまであることが認められる。また，内陸地殻内地震３地震

（１４頁）を選定して同一の作業をしたところ，周期０．７秒以下

では，観測記録の大部分が耐専式の値よりも大幅に小さいが，周期

０．７秒を超えると大幅に大きくなり，周期２秒付近では１０倍を

超える観測記録まで存在することが認められる。 
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(ｲ) 次に，甲全第５５号証をみていただきたい。これは，独立行政

法人原子力安全基盤機構が耐専式の適用性を検討したものである。 

このうち，近年の内陸地殻内地震に対する適用性を検討したとこ

ろによると（２９頁上の図），観測記録は，耐専式による値の前後，

約５分の１から約５倍の範囲に大幅にばらついていること，水平動

の標準偏差ですら，２分の１から２倍程度に及んでいることが判る。 

(ｳ) 耐専式は，マグニチュード，等価震源距離，評価地点の地盤の

弾性波速度をパラメータとして敷地の解放基盤表面の地震動を評価

するものであるが，このように観測記録のバラつきは非常に大きく，

むしろ耐専式の計算通りの観測記録（甲全第５４号証の４図及び５

図，甲全第５５号証の２９頁上の図で，１の直線上に来る観測記録）

は皆無なのである。 

被告は，高浜３，４号機について，「震源特性」「伝播特性」「サ

イト特性」に関して，「『標準的・平均的な姿』よりも大きくなるよ

うな地域性が存する可能性を示すデータは特段得られていない。」

と主張する（被告準備書面（７）１３９頁４～９行目）が，これは，

高浜３，４号機では，耐専式の計算どおりの揺れが生じるという趣

旨なのであろうか。 

ウ その他 

地震モーメントの設定において，入倉・三宅（２００１）のスケー

リングの元となったデータをみると，１０倍程度のバラつきがあるこ

とは，原告ら準備書面２の３７～４０頁で記載した。また，アスペリ

ティの総面積の設定で２倍程のバラつきがあることは，原告ら準備書

面２の４１～４３頁で記載した（アスペリティの総面積が２分の１に

なれば，地震モーメントが１．４１倍になることは５（６）で記載し

た。）。被告による「不確かさの考慮」は，これらのバラつきを到底

吸収できるものではないのである。 

     また，被告は，グリーン関数の誤差について，浜岡原発におけるデ

ータをもとに述べた（原告ら準備書面２の４５～４７頁）ところ，被
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告は，他の原発についてのデータを高浜３，４号機の議論に持ち込む

のは不適切であると主張する（被告準備書面（７）１４９頁末尾５

行）。しかし，原告らは，被告が「いずれかが優れているといったも

のではなく，いずれも一般に用いられている」と主張する（被告準備

書面（７）１４９頁２～４行目）統計的グリーン関数法と経験的グリ

ーン関数法が具体的な適用場面では大きな差があることを，浜岡原発

を例にとって指摘したのであって，不適切などと論難される理由はな

い。 

(4) 被告は，Ss-1～Ss-7 のすべてを基準地震動としている。しかし，現

実に原発を襲う地震は，不確かさの考慮としての想定したパターンどお

りの地震ではない。様々なパターンの地震が襲来する。したがって，基

準地震動は，不確かさを考慮したすべてのスペクトルを包絡した線とし

て定めなければならないはずである。１９８１年７月２０日に原子力安

全委員会が定めた耐震設計審査指針（甲全第１６３号証）では，基準地

震動は，振幅包絡線で定めることとされていた。包絡線を定めず，Ss-1

～Ss-7 のすべてを基準地震動とするのは，わずかでも基準地震動を値

切ろうとする姑息な姿勢であるとしか考えられない。このような姿勢で，

適切な基準地震動を定めることができるはずがない。  

(5) 原発の耐震審査において中心的な役割を果たしてきた入倉孝次郎京

大名誉教授が，愛媛新聞の取材に対し，「私は，科学的な式を使って計

算方法を提案してきたが，これは地震の平均像を求めるもの。平均から

ずれた地震はいくらでもあり，観測そのものが間違っていることもある。

基準地震動はできるだけ余裕をもって決めた方が安心だが，それは経営

判断だ。」と述べたことは，原告ら準備書面２の４８頁で指摘した。今

回，もう一人，重要人物の発言を紹介したい。 

藤原広行氏は，防災科学技術研究所社会防災システム研究領域長であ

り，原子力規制委員会の耐震ルール作りにも関与した方である。藤原氏
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は，新規制基準の制定作業では，「基準地震動の具体的な算出ルールは

時間切れで作れず，どこまで厳しく規制するかは裁量次第になった。」

と新規制基準で基準地震動の策定方法の見直しがなされなかった事情を

説明している。そして，「実際の地震では（計算による）平均値の２倍

以上強い揺れが全体の７％程度あり，３倍，４倍の揺れさえも観測され

ている。」と述べ，「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。もっと厳しく，９７％程度の地震をカバーする基準

にすれば，高浜原発の基準地震動は関電が『燃料損傷が防げないレベル』

と位置付ける９７３．５ガルを超えて耐震改修が必要になりかねない。

コストをかけてそこまでやるのか。電力会社だけで決めるのではなく，

国民的議論が必要だ。」と訴えているのである（甲全第１６４号証）。被

告がしている「不確かさの考慮」では，全く不十分であることが明らか

である。 

原告らは，自分たちや子どもたちの命と健康を守るために，そして，

この国の未来のために，１～２割もの確率で基準地震動を超えるような

脆弱な原発の運転を拒否する。そして，それは，原発再稼働に反対して

いる多くの市民は勿論のこと，「安全な原発」の再稼働に賛成している

市民であっても同意見であるはずである。 

以 上 

 


