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【本文】 

第１ 過去の津波調査が不十分である 

１ 伝承津波の調査は津波評価の第一歩である 

抗告人は，御庁に対して提出した抗告人主張書面（１６）の５７頁以下及

び主張書面（１８）の８頁以下において，繰り返し基準津波の策定手順につ

いて説明している。そこで明らかにされているように，基準津波策定の出発

点となるのは，敷地周辺における過去の津波の発生状況の調査（文献調査，

津波堆積物調査等）である。当該地域においてどのような津波を想定すべき

であるかを考える上で最初に手掛かりとなるのは，当該地域において過去に

どのような津波があったのかを知ることだからである。それゆえ，この調査

こそが，基準津波策定の出発点にして最も肝要な点であり，その後の手順の

大前提となる。この調査が疎かなのであれば，その後にどれほど立派な計算

式を組み込んだソフトを使ってシミュレーションを行ったとしても，その結

果得られた数値は，いかにもっともらしく見えようとも，その実は砂上の楼

閣に過ぎないということになる。 

このことを我々に痛いほど思い知らせてくれたのが，あの福島第一原発事

故であった。 

福島第一原発は，東北地方太平洋沖地震による津波によって大きな被害を

受けたが，その一方で，福島第一原発の約１１５キロメートル北に位置する

東北電力の女川原発は，福島第一原発とほぼ同じ高さの約１３メートルの津

波に襲われたにも関わらず，原子炉３基すべての冷温停止を成功させた。こ

の明暗を分けたのは，過去の津波の調査に関する意識の違いであった。東北

電力では，土木工学や地球物理学等の専門家を集めて議論をし，「明治三陸

津波や昭和三陸津波よりも震源が南にある地震，例えば貞観や慶長等の地震

による津波の波高はもっと大きくなることもあるだろう」といった検討の結

果，１４．８メートルという十分な敷地高さを確保した（甲第１１７号証１

１頁）。これに対して，東京電力は貞観津波を考慮した津波対策を実施せず，

せっかく３０メートルもあった敷地高さをわざわざ１０メートルまで低く
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して福島第一原発を建設した。 

その結果，福島第一原発は，あの日襲来した約１３メートルの津波によっ

て大きな被害を受けたが，女川原発は，冷温停止に成功したのである。 

過去の津波調査を決して軽視してはならない。このことが，福島第一原発

事故から我々が学ぶべき教訓であり，伝承を科学的調査によって見直すべき

ことは，福島第一原発を経て得られた科学的知見若しくは科学的態度である

と言うべきである。原子力規制委員会が作成した「基準津波及び耐津波設計

指針に係る審査ガイド」（乙第４３号証）にも伝承津波を十分に考慮するべ

きことなどが示されているが（１２頁），その解釈運用に当たっては，こう

した福島第一原発事故の教訓を明確に意識するべきである。 

 

２ 抗告人は伝承津波の可能性を無視している 

こうした態度で本件における津波問題を考えるとき，最も重要視するべき

は，平成２７年に福井大学の山本博文教授（地質学）らが発表した，福井県

高浜町で発見された津波堆積物である。 

日本海側には津波や強震動を引き起こす活断層が多数分布しているにも

関わらず，文部科学省の「ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究（平成１９

～２４年）」において新潟・新潟沖～西津軽沖にかけて調査が実施され，震

源断層モデルが構築されている以外は，震源断層モデルや津波波源モデルを

決定するための観測データが十分に得られていないというのが現状である。

そこで文部科学省は，平成２５年９月から８カ年に渡り，日本海の沖合から

沿岸域及び陸域にかけての領域で観測データを取得し，日本海の津波波源モ

デルや沿岸・陸域における震源断層モデルを構築するプロジェクトを進めて

いる（甲第１１８号証）。 

そして，その一環として，福井大学の山本博文教授（地質学）らが福井県

内の海岸近くにある沼地や湖などの地層を幅広く調査したところ，福井県高

浜町の若狭湾沿いの地層（高浜原発の南東約６キロメートルの地点）から，

海岸の砂とみられる丸い粒子や貝殻，ウニのトゲなど，１４～１６世紀の津

波の痕跡とみられる堆積物が発見された（甲第１１９号証）。これは相手方

らが申立書３６頁において主張した西暦１５８６年の天正大地震による大

津波の発生を裏付ける地質学上の証拠となる可能性があるが，抗告人は同痕

跡発見地の調査を行っていない。天正大地震による大津波については，当時，

日本に滞在していた宣教師ルイス・フロイスが，「日本史」という文献に，

「大波が猛烈な勢いで押し寄せて町を襲い，ほとんど痕跡をとどめないまで

に破壊した」と述べている。「日本史」は史料としての信用性が高いものと

一般に評価されているのだから，その記述を裏付ける可能性がある堆積物が
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発見された以上，その調査を実施するのが当然である。 

しかるに，抗告人は，原々審から一貫して，「山本教授らの調査によって

は，同調査により発見された痕跡が天正地震の際に生じた津波によるもので

あるとの明確な調査結果は得られておらず」云々と主張するのみで（抗告人

主張書面（１１）５頁，抗告人主張書面（１９）６１頁），上記痕跡が天正

地震の際の津波によるものでないとの積極的反論は一切行われていない。 

しかしそもそも，上記痕跡が天正地震の際の津波によるものであるかどう

かを調査するべきは抗告人であって，本件における主張疎明責任上も，上記

痕跡が天正地震の際の津波によるものではないとの主張及び疎明をするこ

とが抗告人の責任であるから，上記抗告人の主張は，相手方の主張に対する

反論にもなっていないし，原決定及び原々決定に対する批判ともなり得てい

ない。抗告人のしていることは，伝承津波の可能性を殊更に無視しようとし

ているものに他ならない。抗告人は，抗告人自身認めている「くるみ浦」の

津波伝承（甲第１２０号証）の対象地域すらも調査しておらず，このことか

らも，抗告人の伝承無視の態度は明白であると言わざるを得ない。 

 

３ 抗告人の行った堆積物調査には合理性がない 

その一方で抗告人は，平成２３年１０月２４日から，日本原子力発電株式

会社及び独立行政法人日本原子力研究開発機構と共同で，若狭湾沿岸の三方

五湖周辺，久々子湖東方陸域及び猪ケ池において津波堆積物調査を実施し

（乙第４５号証），本件発電所の安全性に影響を及ぼすような津波の痕跡は

認められなかったと主張する（抗告人主張書面（１８）１２頁，抗告人主張

書面（１９）６４頁等）。しかし，なぜ，本件発電所との関係において，上

記山本教授らが堆積物を発見した箇所よりも抗告人が調査を実施した場所

の方が，本件発電所における過去の津波を考える上で有益であるのかという

点については，何らの説明もない。普通に考えれば，本件発電所により近い

地点での調査の方がより精度の高い調査結果を得ることができるはずであ

る。そもそも，三方五湖から高浜発電所までは，直線距離で３０キロメート

ル以上離れており，調査地点として有効な範囲を外れていると考えるべきで

ある。例えば，東北地方太平洋沖地震で，福島第一原発の津波（約１３メー

トル）が約１２キロメートル離れた福島第二原発の津波（約９メートル）の

１．５倍もあったことを想起すべきである。 

また，下の地図にみるように，抗告人の調査は若狭湾のごく一部でしか行

われていない。下の地図で，赤丸は高浜発電所，三方五湖や久々子湖がある

のは黄色い丸で囲ったあたり，猪ケ池があるのは青い丸で囲ったあたりであ

る。これを見れば一目瞭然であるが，抗告人の調査は若狭湾東方のごく一部
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だけであって，高浜発電所周辺や同発電所西方では全く行われていない。こ

の点に関して，抗告人は，堆積物調査を行うには静穏な堆積環境が維持され

る湿地帯が望ましいなどと主張するが（抗告人主張書面（１１）６頁，抗告

人主張書面（１９）６４頁），その科学的根拠を示す疎明資料は何もない。

そればかりか，抗告人は，山本教授らが調査を行った地区もまた堆積物が保

存されやすい環境であると言うのであるから（抗告人主張書面（１９）７０

頁），そうであればなおさら，堆積物調査を三方五湖周辺，久々子湖東方陸

域及び猪ケ池に限定する理由はないと言わなければならない。 

 

 

さらに言えば，上の地図で青い丸は敦賀発電所であり，黄色い丸は美浜発

電所であるが，猪ケ池は敦賀発電所に隣接しており，三方五湖・久々子湖は

湾を挟んで美浜発電所と向かい合わせに位置している。こうした位置関係か

らすれば，抗告人の行った調査を，高浜発電所に対する津波影響評価に資す

るものと評価することにはそもそも無理があるし，少なくとも，猪ケ池の調

査は，日本原子力発電株式会社に対する敦賀発電所への影響評価指示（乙第

５０号証）に従って行われたものであることは間違いない。 

 

４ 抗告人が行った神社への聞き取り調査は不十分である 

下図は，抗告人が聞き取り調査を行った神社の場所を示すものである（乙

第５０号証）。 

これを見ればわかるように，聞き取り調査は，ボーリング調査と同様に，

若狭湾東方（三方五湖以東）に集中しており，高浜発電所周辺では，２箇所
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しか実施されていない。しかも，そのいずれもが，抗告人の行った津波シミ

ュレーション結果によれば，津波の及ばない場所に存在する神社である（抗

告人主張書面（１９）６９頁の図表１４及び図表１５参照）。 

 

 

抗告人は，小浜市の八幡神社（上図の番号１１）で聞き取り調査を行った

結果，天正地震以前の古文書や刀の現存が確認され，宮司からも津波の伝承

を聞いたことがないとの証言を得たと主張する（抗告人主張書面（１９）６

５頁）。しかし，小浜市は内外海半島と大島半島に囲まれた湾内に位置する

ため，津波被害が小さかった可能性があるから，小浜市の八幡神社での聞き

取り結果に大きな意味を持たせることはできない。八幡神社のすぐ裏手には

避難に適した山が存在し，宮司達が大切なものを持って避難することができ

た可能性にも留意するべきである。 

 

５ 抗告人は若狭湾地盤のブロック化を考慮していない 

（１）若狭地方の地盤（地殻）はブロック化している 

抗告人の津波評価が不十分であることは，抗告人が，若狭湾地盤のブロ

ック化を考慮に入れていないことからも裏付けられる。なお，抗告人は，

この点について，何らの反論も行っていない。 

高浜発電所を含む近畿地方北部の地盤（地殻）は，過去数十万年間の東

西方向の圧縮応力によってブロック化している。下図は，そのブロックの

生成を模式的に示したものである。ある地域が，単純に両側方向から圧縮

力を受けた場合，２つの主断層が交差して共役
きょうやく

断層（＝同じ応力によって

 

高浜発電所 
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形成された隣接した断層）が形成される（図４ａ）。図４ｂは，主断層（１

次断層）に加えて２次，３次の副断層が理想的に出現する状況を示したも

のである。もっとも，実際の地球上では，一組の共役な２方向の断層は，

ただ交差するのではなく互いに切ったり切られたりしている。また，複数

組の共役断層が組み合わさって断層系をなし，（図４ｃ），断層系に囲まれ

た地盤はブロック化する（図４ｄ）。 

 

            

 
ブロックの境をなす断層は，どれも同じ応力場で生まれたものであるか

ら，そのいくつかが活断層であることが明らかである以上，すべて活断層

であると見なす必要がある。若狭湾一帯の地盤ブロック（Ａ～Ｆ）とブロ

ック境目の活断層を図示したものが下図である。図中の点線は，ブロック

の形状などから，想定されなければならない活断層である。たとえば，大

飯原発が位置する半島の西側には，西南の上林川断層が延びてきているは

ずである。従来の地質図では，ここに断層が引かれていないが，観測機器

を積んだ調査船が，海岸に近づけなかったからに過ぎない。 
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原子力規制委員会における若狭湾の活断層に関する議論は，若狭湾の地

盤がブロック化しており，ブロックの運動によって地震が引き起こされる

という点を踏まえずに行われてきたために，個別の断層の連動可能性につ

いて的確な指摘がなされなかったり，原発群を襲いうる（科学的なつもり

の）想定に基本的な勘違いが生じたりしてきた。 

たとえば，断層の連動についても，従来，縦方向に並ぶセグメントの連

動だけが注意され，ブロックを囲む複数の辺の断層の連動が考慮されてこ

なかったが，１９２７（昭和２）年に２９２５人の死者を出した北丹後地

震（マグニチュード７．３）の際に，互いに共役な（＝同じ応力によって

形成され隣接した位置関係にある）郷村断層と山田断層が一緒に活動した

ことは有名な事実である（甲第１８２号証）。郷村断層と山田断層は，上

図の左端に見えるが，ブロックＡの南東の辺と南西の辺を形成している。

この２つの断層が一緒に活動したことは，ブロックＡの活動が北丹後地震

をもたらしたものであることを示すものである。したがって，北丹後地震

は，ブロック活動が若狭湾における地震の原因となることの動かぬ証拠と

言うことができる。 

（２）抗告人は若狭湾の津波の特徴（局所性）を考慮していない 

このブロック活動は，若狭湾における津波想定や予測においても前提条

件として押えておかなければならない。その上で若狭湾内での津波発生機

構を見ると，他の地域での津波とは全く異なる特性があることが明らかと

なる。すなわち，若狭湾においては，ブロック境界の垂直的な断層を境と

して，原発を乗せる地盤自身や，その直近の地盤が上か下に動き，これに

よって海水の運動がもたらされるのである（下図）。 
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このタイプの津波は，東北地方太平洋沖地震津波のような，プレート境

界帯の，より低角度や水平的な地盤運動による津波の場合とは全く異なり，

また，若狭湾外からやってくる津波とも異なる。しかも，若狭湾沿岸の地

形はリアス式で複雑だから，水の動きは反射したり，屈折したり，重なっ

たりして，場所によって非常に異なるものとなる。局所的に異常に高い波

が襲来する場合もあり得る。 

若狭湾沿岸の津波襲来の伝承を見ると，くるみ村伝承（甲第１２０号証）

のように，一村だけが恐ろしい波に襲われて全滅したという話がいくつも

ある（甲第２７号証）。そうした伝承がいくつもあることは，統計学的セ

ンスでみれば偶然で片付けられるものではない。若狭湾でおこる津波の特

性を考えれば，被害の局所性はむしろ当然のことであって，こうした伝承

は，若狭湾における津波の発生機構を裏付けるものと捉えるのが合理的で

ある。 

 

６ 抗告人主張の検討 

上述したところを踏まえて抗告人の主張を検討するに，抗告人の行ったボ

ーリング調査は，上述したように，若狭湾東方の狭い範囲でしか行われてい

ないが，若狭湾津波の局所性からすれば，より広い範囲でのきめ細かい調査

をしたのでなければ到底十分と言うことはできない。 

また，抗告人は，若狭湾沿岸において，いくつかの神社に対して聞き取り

調査を実施したが津波の事実は認められなかったと主張するが（抗告人主張

書面（１９）６５頁等），上述したような津波の局所性を考えれば，抗告人
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の調査が津波の襲来ポイントからずれていた可能性は大いに考えられるし，

そもそも抗告人が若狭湾津波の局所性を考慮に入れて聞き取り調査を実施

したのかどうか自体が疑わしい。そもそも，若狭湾津波の局所性を考えれば，

現存している神社は津波によって消失しなかったから現存しているわけで

あるから，そこへの聞き取りで津波伝承が確認できなかったとしても，それ

は当然のことであるとすら言い得るのであって，何ら調査を尽くしたものと

評価することはできない。なお，抗告人の行った聞き取り調査について，こ

こで一言付言するに，結局，抗告人の行った津波調査は，若狭湾地盤のブロ

ック化とそれによる津波の局所性を考慮に入れていない点において，最新の

知見を取り入れたものと言えないがゆえに津波ガイド違反であり，またそれ

がゆえに，不合理かつ不十分なものと言わざるを得ない。 

 

第２ 抗告人の津波計算は平均像に過ぎず予測の幅を考慮していないこと 

１ 総論 

抗告人は，本件発電所に津波による影響を与える可能性のある断層をいく

つか選定し，阿部（1989）の簡易予測式により推定津波高さを算定してい

る（乙第４４号証３０頁）。その中で最も推定津波高さが大きいのは，FO-A

～FO-B~熊川断層の 4.17m である。この計算は，同断層の長さが 22.5km

以上であることから，武村（1998）の式により地震モーメント M0を算定し

た上で，次にモーメントマグニチュード MWを算定し，最後に阿部（1998）

の予測式により推定津波高さを算定するという手順で行われる（乙第４４号

証３０頁のフロー図の右側の流れ）。 

ここにおいて抗告人は，FO-A～FO-B~熊川断層の地震モーメント M0 を

1.79×1020と算定しているが，これは FO-A～FO-B~熊川断層がもたらしう

る地震モーメント M0の平均値に過ぎない。計算上はより大きな地震モーメ

ント M0が発生する可能性がある。予測式に幅を持たせて計算すると，地震

モーメント M0の上限値はより大きな数値となり，推定津波高さの上限値も

抗告人の計算を大きく上回る結果となる。 

抗告人は，計算上考慮するべき最大値を無視して，平均値のみを根拠とし

て安全主張をするものであるから，講じられている安全対策も不十分である

と言わなければならない。 

 

２ 武村（1998）の式は平均像を示すに過ぎないこと 

まず，地震モーメント M0を求めるための武村（1998）の式がどのように

作られた式であるのかを明らかにする。 

この式は，1998 年に発表された武村雅之氏の論文で明らかにされたもの
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である（甲第２７６号証）。この論文で武村氏は，1891 年以降国内で発生し

た３３の地震の中から，地震モーメント M0が 7.5×1025dyne･cm 以上の１０

地震と，地震モーメント M0が 7.5×1025dyne･cm 未満の１７地震を選定し，

それぞれについて地震モーメント M0と断層長さ L(km)との関係を調べた。 

その結果をグラフ化したものが下の図である。図中の丸印ひとつひとつは

現実に起きた地震である。図を見ればわかるように，ちょうど直線の上にあ

るものもあるが，ほとんどは直線の左右いずれかにずれている。抗告人は，

断層の長さと地震モーメント M0は常に１対１の対応関係にあり，断層長さ

が判明すればその断層によってもたらされる地震モーメント M0もこの直線

によって求めることができるという前提で計算を進めるが，実際にはそうで

はなく，この直線によって求められる地震モーメント M0よりも大きい事象

が発生するのである。これは，計算上そのように考えることができるという

議論ではなく，歴史的事実としてそうなのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この図の中にも書かれているが，地震モーメント M0が 7.5×1025dyne･cm

以上の１０地震について求められた式が次の式であり，乙第４４号証３０頁

のフロー図に書かれている武村（1998）の式のことである。 

 

logL=1/2log M0－11.82 

 

乙第４４号証の３０頁には，log M0＝2.0logL+16.64 と表記されており数

値が異なるように思われるが，論文では地震モーメント M0の単位が dyne･

cm であるのに対し，乙４４号証では地震モーメント M0の単位が N･m であ

ることによるものである（論文中の式は，logMo=2logL+23.64 と変形する
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ことができ，1N･m＝107dyne･cm であるから，右辺から７をひくと地震モ

ーメント M0を dyne･cm から N･m に単位変換することができ，乙第４４号

証３０頁の津波算定フローで示された式の形となる。）。 

 

３ 回帰分析の手法による予測式の計算 

ところで，武村氏は，地震モーメント M0は断層長さ L の 2 乗に比例する

というスケーリング則が成り立つという先行研究の結果を前提にして，

logMo の係数を 1/2 に固定して，個々のデータごとに logL=1/2logMo－ｂの

ｂを計算して，ｂの平均値として 11.82 という係数を定めるという手法をと

ったが，通常，ある２つの変数（例えば，地震モーメント M0と断層長さ L）

についてのデータが得られているときに，一方の変数から他方の変数を予測

するための式を求めるには，単回帰分析と呼ばれる手法を用いるのが一般的

である。 

そこで，武村氏が，上記予測式を導くために用いた１０の地震のデータで

回帰分析を行ったところ，次の関係式が得られ，武村（1998）の式とは異

なる形となった。 

 

logL=0.665log M0－16.19（以下，回帰式という） 

 

４ 武村式と回帰式の比較 

では武村式と回帰式とでは，いずれが実態に近いのか。下の両図は，武村

式と回帰式を同じグラフ上に描いたものである。 

右側の図を見ればわかるように，回帰式は実際のデータとよく一致してい

るのに対して，武村式は断層長さ L が大きくなると回帰式に比べて大きくな

る傾向を示した。これは式の導き出し方に由来する性格を反映した結果であ

ると考えられる。 

 

 

 

y = 0.6655x - 16.186
R² = 0.9666

y = 0.5x - 11.82
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５ 回帰式における信頼区間の推定 

もっとも，回帰式が実際によく一致しているといっても，それはしょせん

１０の地震データによく一致しているに過ぎないし，これら１０のデータに

したところで直線に完全に一致しているわけではない。さらに，熊本地震を

例にしてみると，地震モーメント M0についてはいくつもの値が提示されて

いる。これは，計算に用いる断層長さや幅，すべり量が一定のモデルを設定

して算出されており，その設定方法により値が異なってくるためであり，そ

もそも元のデータを確定するためにもバラツキが処理されているのである。

これらのことは，予測式を考える上では，予測式から離れた事象をも考慮に

入れることが絶対に必要であり，そのために予測式に幅をもたせることが必

要となることを示している。そのような幅を持たせる方法の一つに区間推定

がある。この方法は信頼区間と呼ばれる幅を計算し，計算結果にどの程度の

変動の幅があり得るかを推定するものである。 

区間推定をする場合，その区間の幅を決めるための基準が必要となる。そ

の基準のことを信頼度と呼び，一般によく用いられるのは「95％」と「99％」

の２種類である。信頼度 95％というのは，地震が 100 回発生した場合，そ

のうち 5 回は予測の幅から外れるという意味であり，信頼度 99％というの

は，予測の幅から外れるのは 1 回だけという意味である。 

原子力発電所における過酷事故の特殊性（被害の重大性，広範性，永続性

など）に鑑みるとき，予測の幅は十二分にとっておくべきであり，信頼度

99％でもなお予測外の事象が起こる不安を残すというべきであるが，最低で

も 95％はみておくべきである。相手方らは，相手方ら準備書面（２４）の

１３頁において，地震動予測において「バラツキ」を考慮することの重要性

を指摘する２名の地震の専門家（纐纈教授及び長沢名誉教授）の証言を引用

したが，同じく自然現象である津波高さの予測についても全く同じことが妥

当するのである。 

以下では，回帰式について区間推定を行い，抗告人の計算において最も高

い津波高さが計算されている L=64km（FO-A～FO-B~熊川断層）における

津波高さの 95％及び 99％信頼度の上限値を計算する。 

 

【基本式】 

一定のデータから回帰分析によって算出した回帰式 

y=axi+b    a,b は定数 

については，任意の xi に対して次式によって信頼区間の上限，下限を推

定することができる。 
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axi+b±t(φ，α)√
1

n
+ (xi − xav)2/𝑆𝑥×√𝑉𝑒 

 

【回帰式の信頼区間計算手順】 

１．回帰直線上の点 yi の分散を求める。 

回帰直線 yi=0.665xi－16.19 

   yi：logL  L:断層長さ km xi：logMo   Mo：地震モーメント dyne･cm 

誤差不偏分散 Ve=SE/φE 

      SE：個々のデータと回帰直線によって求めたｙの値の差の平方和  

   φE：自由度 データ個数ｎ－２＝８ 

   Ve=3.763/８ 

    =0.470 

yi の分散={
1

n
＋(xi − xav)2/𝑆𝑥}×Ve 

            =y{1/10＋（xi－26.39）2／1.2781}×0.470 

      =0.368xi2－19.42xi+256.3 

         xav:x の平均値，Sx:ｘの平均との差の平方和  

 

２．ｔ分布表よりt(φ，α)を求める。 

ｔ(8,0.05)＝2.306 

ｔ(8,0.01)＝3.355 

３．区間推定式 

95%信頼区間 

0.665xi－16.19－2.306√0.368xi2－19.42xi + 256.3 

～0.665xi－16.19＋2.306√0.368xi2－19.42xi + 256.3 

  

99%信頼区間 

  0.665xi－16.19－3.355√0.368xi2－19.42xi + 256.3 

～0.665xi－16.19＋3.355√0.368xi2－19.42xi + 256.3 

 

以上の計算結果をグラフにすると下図のとおりである。 
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【津波高さ上限値の計算】 

信頼度 95％の場合，回帰式から求められる地震モーメント M0の上限値は

2.76217E+21 N･m であり，乙第４４号証３０頁の算定フローに従って計算

すると，津波高さは 10.3ｍとなる。 

信頼度 99％の場合，回帰式から求められる地震モーメント M0の上限値は

2.2E+22 N･m であり，乙第４４号証３０頁の算定フローに従って計算する

と，津波高さは 20.5ｍとなる。 

 

６ 結論 

抗告人は，FO-A～FO-B~熊川断層によってもたらされる津波高さを

4.17m と計算しているが，それはあくまでも平均的な地震モーメント M0を

前提としたものに過ぎず，その平均自体，たった１０の地震データを基にし

たものに過ぎない。原子力発電所における過酷事故の特殊性（被害の重大性，

広範性，永続性など）に鑑みるとき，予測式には十二分の幅をもたせるべき

であり，上述した信頼度 99％の信頼区間における地震モーメント M0の上限

値によって計算された津波高さ 20.5ｍを最低限考慮するべきである。抗告

人の計算は安全余裕があまりにも不足しすぎており不合理であると言わざ

るを得ない。 

なお，武村式について上述のような信頼区間の計算を行った結果は下の図

のとおりであり，信頼度 95％の場合，地震モーメント M0 の上限値は

9.84427E+21 N･m であり，乙第４４号証３０頁の算定フローに従って計算

すると，津波高さは 15.8ｍとなる。信頼度 99％の場合は，地震モーメント

M0の上限値は 1.3E+23 N･m であり，津波高さは 37.5ｍとなる。 

上述したように，武村式は断層長さ L が大きくなると実際のデータから上

方に乖離する傾向があるが，武村式を用いて計算を貫徹するのであれば，抗

告人の計算結果はより一層不合理であるということになる。 
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第３ 津波予測精度には「倍半分」の誤差があることを考慮していない 

平成１０年３月，当時津波防災に関連していた，国土庁，農林水産省構造改

善局，農林水産省水産庁，運輸省，気象庁，建設省，消防庁は，各自治体に対

して，「地域防災計画における津波防災対策の手引き」（以下「七省庁手引き」

と言う。）を通知した（甲第２７７号証２３頁）。 

七省庁手引きでは，最新の地震学の研究成果から想定される最大規模の津波

も計算し，これと既往最大の津波と比較して，「常に安全側の発想から対象津

波を選定することが望ましい」と定めた。これは，北海道道南西沖地震で最も

被害の大きかった奥尻島において，既往最大を基にして築かれた４．５メート

ルの防潮堤を４メートル以上上回る津波に襲われた反省からのものであった

（甲第２７７号証２３頁）。 

七省庁手引きが作成された当時，津波を数値予測するとき，誤差の要因は大

きく３つあると考えられていた（甲第２７７号証２９頁）。 

① 地震発生の場所を読み誤る。 

せいぜい数百年程度の地震記録しかないため発生のくせが必ずしもわ

かっているわけではない。 

② 地震発生の場所が特定できていても，その地震がどんなふうに海底を隆

起させるか，その計算を誤る。 

１９６４年のアラスカ大地震（Ｍ９．２）は，予測の難しい副断層の隆

起によって，津波高さは計算結果より２倍も大きかった。 

③ 津波が伝わる過程での計算を誤る。 

海底の地形の様子が十分わかっていなかったり，津波が干渉しあって生

じる。東北地方太平洋沖地震で，福島第一原発の津波（約１３メートル）

が約１２キロメートル離れた福島第二原発の津波（約９メートル）の１．

５倍もあった原因は，ここにあると推定されている。 
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こうした中で，当時安全審査をする通産省原子力発電技術顧問のメンバーで，

七省庁手引きの作成にも関わった首藤伸夫・東北大教授と，阿部勝征・東京大

教授の２人は，津波数値解析の精度は「倍
・

半分
・ ・

」であると発言していた（甲第

２７７号証２９頁）。これは，津波予測の精度には２倍程度の誤差がある，換

言すれば最小値と最大値との間には４倍もの開きが生じうるという意味であ

る。 

首藤伸夫氏は，平成２５年１１月２０日，この発言の意味について，「津波

の計算なんてのは，予測より２倍の津波となったアラスカ沖みたいのがあるか

ら，倍
・

半分
・ ・

と言ってきた。これはパラメータースタディーでもカバーできない。」

と説明している（甲第２７７号証４６頁）。 

そして，津波予測精度に「倍
・

半分
・ ・

」の誤差があることは現在においても変わ

っていない。 

国土交通省が設置した「日本海における大規模地震に関する調査検討会」が

平成２６年９月に発表した「日本海における大規模地震に関する調査検討会報

告書」においても，「津波断層モデルには，実際の地震のすべりの不均質性を

考慮して，大
・

すべり域
・ ・ ・ ・

を設定」することとされ，「大すべり域」における「す

べり量」は，平均すべり量の２倍とするものとされている（甲第２７８号証２

０頁）。これは，正しく上記の「倍
・

半分
・ ・

」の考え方を津波評価に取り入れるも

のであり，島﨑名誉教授も「これは現実に近い設定として用いられており，最

大クラスにふさわしい考慮である。」と評価されている（甲第２６０号証の２・

６５４頁）。 

以上のように，抗告人の行ったシミュレーションは，その計算において，「倍
・

半分
・ ・

」の誤差を考慮していないから，科学的安全性を備えたものとは到底言え

ない。 

 

第４ 組み合わせ評価が不合理である 

抗告人は，地震，地滑り，火山活動といった津波発生要因ごとに，評価点に

おける津波水位を計算した上で，地滑りは地震によって発生することが想定さ

れるという理由から，地震とその地震によって発生する地滑りが重畳して発生

する津波についても検討している（抗告人主張書面（１８）３２頁等）。地震

に伴い地滑りが発生し，地震と地滑りを波源とする津波が同時に高浜発電所に

到達した場合における津波水位を評価したものである。 

しかし，抗告人の評価結果によれば，次の各場合において，単独波源の場合

よりも，組み合わせた場合の方が津波水位が低くなっている（評価点はいずれ

も取水路閉塞部前面）。 
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この点について，抗告人は，抗告人主張書面（１１）において，「組み合わ

せる津波のうちの一方が最高水位となる時刻付近で，もう一方が下降側の水位

である場合は，組み合わせた数値が組み合わせる前の数値よりも小さく」なる

と説明し（７頁），脚注において，「『若狭海丘列付近断層（福井県モデル）』と

『隠岐トラフ海底地すべり（エリアＡ）』を例に説明すると，表に記載された

各波源の水位（T.P. +4.5m, +2.0m）は，それぞれの津波における最高水位を

示すが，この最高水位同士が評価点（取水路閉塞部前面）において同一時刻に

生じるわけではない。」と主張する。 

しかし，断層が動くタイミングと地すべりが発生するタイミングによっては，

それぞれを波源とする津波の最高水位同士が同一時刻に生じる可能性も否定

できないはずである。抗告人は，「地震に伴う地すべりは，必ずしも地震と同

時に発生するわけではないことから，地すべり発生時間の不確かさについても

考慮した。」「若狭海丘列付近断層の地震動が継続する間のいずれかのタイミン

グで，海底地すべりが発生するとの条件を設定した。」と主張するが（抗告人

主張書面（１８）３３頁等），なぜ最高水位同士の同時発生がないと言い切れ

るのかは依然として不明である。 

 

第５ ブロック運動を計算していない 

上述したように，若狭湾では，過去数十万年の間にブロック化した地盤の運

動による津波を考える必要がある。若狭湾地盤のブロック化は単なるモデル上

の議論ではなく，北丹後地震という地質学上の証拠に基づく議論だからである。

ブロック運動は実際に発生したものであるから無視することは許されない。 

取水路閉塞

部前面にお

ける最大水

位上昇

（T.P.）

地滑り発生

時間の不確

かさ（秒

間）

組み合わせ

による評価

（T.P.）

地震による津波
若狭海丘列付近断層（福

井県モデル）
4.5

地滑りによる津波 隠岐トラフ海底地滑り エリアＡ 2

地震による津波
若狭海丘列付近断層（検

討会モデル）
大すべり中央 3.6

地滑りによる津波 隠岐トラフ海底地滑り エリアＡ 2

地震による津波
若狭海丘列付近断層（検

討会モデル）
大すべり隣接ＬＲＲ 3.6

地滑りによる津波 隠岐トラフ海底地滑り エリアＡ 2

地震による津波
若狭海丘列付近断層（検

討会モデル）
大すべり隣接ＬＬＲ 3.7

地滑りによる津波 隠岐トラフ海底地滑り エリアＡ 2

地震による津波
ＦＯ-Ａ～ＦＯ-Ｂ～熊川

断層
2.1

（内浦湾南方）

Ｎｏ．１，２，３

87 3.4

57 1.9
地滑りによる津波 陸上地滑り 0.7

波源モデル

87 4.4

87 3.2

87 3.4
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しかるに，抗告人が津波高さ計算に用いた式はいずれも過去の津波のデータ

を平均化するなどして求められたものであるが，そこにはブロック運動による

津波のデータは含まれておらず，それゆえにブロック運動による津波高さは計

算されていない。計算式の元データに入っていないから，しようにもできない

のである。 

これはつまり，過去に実際に起きた事象を計算に入れていないということに

他ならないから，この点でも，抗告人の行った津波計算は不十分であり不合理

であると言わざるを得ない。 

以上 


