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【本文】 

第１ はじめに（重要な争点の確認） 

抗告人は，主張書面（２５）において，相手方らが基準地震動策定問題に

ついて述べた準備書面（２４）に対する反論をしているが，従前の議論の繰

り返しも多く，その記述内容にしたがって反論するのはあまりに煩瑣である。

そこで，重要性の低い問題点についてはあえて反論は控え（従前の相手方ら

の主張を参照していただきたい。），重要な争点について，抗告人主張書面（２

５）に対する反論を兼ねた主張を補充することとする。 

そこで，まず，基準地震動策定問題についての争点を整理した上，その争

点にしたがって，論述をする。抗告人がした本件原発の基準地震動策定問題

についての争点は，準備書面（１８）でも整理したところであるが，その中

でも特に重要なポイントを改めて指摘すると，次のとおりである。 

１ 震源を特定して策定する地震動（応答スペクトルによる手法） 

（１） 松田式について 

地震の規模（マグニチュード）を想定するにあたり，松田式の結果（す

なわち大きなバラツキのある過去のデータの平均値）をそのまま採用す

るのではなく，過去のデータの最大値を採用すべきではあるとの相手方

らの主張に対する抗告人の次の反論の当否 

ア 松田式を，（地表地震断層長さではなく）震源断層長さとマグニチュ

ードの関係式として評価した場合，バラツキはほとんどない。 

イ 若狭地域では，地表地震断層の長さと震源断層の長さは一致するか

ら，抗告人は，若狭地域の活断層の震源断層長を正確に把握している。 

 

（２） 耐専式について 

地震動の距離減衰を評価するにあたり，耐専式（すなわち大きなバラ

ツキのある過去のデータの平均式）の結果をそのまま採用するのではな

く，過去のデータの最大値を採用するべきであるとの相手方らの主張に

対する抗告人の次の反論の当否 

    耐専式の基礎となるデータがバラツいている原因は地域性である。抗

告人は，本件発電所敷地周辺の地下構造を詳細に調査して，震源特性，

伝播特性，サイト特性にバラツキを生じさせるような地域性がないこと

を確認しているから，地震動の距離減衰を評価するにあたり，過去のデ
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ータの平均式を採用することに問題はない。 

 

（３） 充分に保守的な評価をしている旨の抗告人の次の主張の当否 

基準地震動の策定に過去のデータの平均像を用いることに何らかの問

題があり得るとしても，抗告人は，本件原発の基準地震動策定について

は，次のとおり，十分に保守的な評価をしているから，問題はない。 

ア ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層，上林川断層の長さを十分保守的に

設定した。 

イ ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の三連動を前提とした。 

ウ 地震発生層の上端深さを３ｋｍとした。 

 

２ 震源を特定して策定する地震動（断層モデルによる手法） 

（１）地震の規模（Ｍｏ）の設定方法 

   ア 入倉・三宅（２００１）の式の採用は過小評価を招くか（島﨑名誉

教授の警告問題） 

   イ バラツキのある過去のデータの平均式である入倉・三宅（２００１）

の式の結果をそのまま採用する手法の当否（過去のデータの最大値を

採用すべきではないか） 

 

（２）平均応力降下量の設定 

ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の平均応力降下量を設定するにあたり，

Ｆｕｚｉｉ＆Ｍａｔｓｕ‘ｕｒａ（２０００）の提案による「長大断層」

の固定値（３．１ＭＰａ）を用いることの当否（レシピの改訂問題） 

 

（３）不確かさの考慮 

不確かさの考慮について，抗告人の手法で十分か（不確かさを重畳さ

せるべきではないか） 

 

３ 震源を特定せず策定する地震動  

（１）１６倍問題 

（２）１５００ガル～２０００ガル問題 
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第２ 松田式の問題について（争点１（１）ア，イ） 

１ 争点１（１）アについて 

抗告人は，松田式の問題について，主張書面（２５）の２１頁で主張を

展開しているが，上記争点１（１）アについて，松田式を震源断層長さと

マグニチュードとの関係式としてもバラツキがある旨の相手方らの主張

（相手方ら準備書面（２４）１６頁）に対しては，何の反論もない。 

 

２ 争点１（１）イについて 

（１） 相手方らが，「抗告人は，断層が繰り返し活動することによって地表地

震断層は震源断層と同じ長さになるかのような主張をするが，その根拠

は示されていない。」と主張した（相手方ら準備書面（２４）８頁８～１

１行目）のに対し，抗告人は，「主張書面（１７）５２～５８頁において

具体的な根拠を示しつつ主張している」と主張する（抗告人主張書面（２

５）１２頁１１～１２行目）。 

ところで，抗告人主張書面（１７）の５２～５８頁で根拠とされてい

るのは，本件発電所の敷地周辺に比較的硬い岩盤が分布していることの

ほかは，乙第１４２号証による実験結果だけである。しかし，乙第１４

２号証は，横ずれ断層における断層活動性調査個所をより的確かつ効率

的に選定するための留意点を提示することを目的として，長さ２００㎝，

幅４０㎝，高さ２５㎝の土槽に砂を入れて砂地盤を作成し，２つのブロ

ックに分かれた底盤の片方を水平移動することにより，左横ずれ断層変

位を模擬し，砂地盤表面の変形過程，変形形態を調べたところ，変形が

砂地盤表面に現れたという実験結果を報告したものにすぎず，そもそも

実験の目的自体が，「どのような条件であれば地表に震源断層と同規模の

断層が現れるか」というものではなく，この程度の実験結果によって，

規模，地盤の種類，揺れの発生メカニズム，その他諸条件が全く異なる

現実の地震による地表面の変形状況を推測することはできないし，そも

そも，このような実験結果しか提示できないという事実自体が，抗告人

の主張を裏付ける根拠資料がないことを裏付けている。 

（２） 兵庫県南部地震について 

相手方らが兵庫県南部地震について，これを引き起こした５０ｋｍに

もわたる震源断層の存在は，地震が発生する前には知られていなかった
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と主張したのに対し，抗告人は，野島断層を含む「六甲山地南東麓から

淡路島北部までの活断層群」は，兵庫県南部地震の発生前から存在が確

認されていたと主張する（抗告人主張書面（２５）１０頁）。 

しかし，兵庫県南部地震の震源断層について，淡路島では「野島断層」

であったが，神戸側では，六甲断層系の断層の位置と震度７を記録した

領域（いわゆる「震災の帯」）が異なることから，震災の帯の直下に伏在

断層が存在するとの考えと，地盤の地震波の増幅によって震源断層（六

甲断層系）から離れた位置で震度７を記録したという考えで議論が続い

ている（甲第３１６号証）。名古屋大学の鈴木康弘教授は，「震災の帯」

の直下に途切れることなく活断層が続いていることがわかった，として

いる（甲第３１７号証）。少なくとも，伏在断層説をとる学者は，近畿地

方においては地表地震断層のないところには震源断層が存在しない等と

考えていないことは明らかである。 

（３） ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層 

    相手方らが，抗告人自身がＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の３連動を

認めたことは，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ断層と熊川断層との間の１５ｋｍに

わたる離隔部分について震源断層が地上に現れていない可能性を認めた

ことに帰すると主張したのに対し，抗告人は，１５ｋｍの離隔を有する

両断層を結ぶような震源断層が存在することは考えられない（すなわち，

３連動は有り得ない）のだが，あくまで保守的に３連動を前提とする地

震動計算をしたのだと強弁する（抗告人主張書面（２５）１２～１３頁）。

まるで，取り調べで犯行を自白した被疑者が公判で，嘘の自白をしたと

弁解しているように聞こえる。 

（４） 熊本地震 

    相手方らが，いくら地表地震断層を詳細に調査しても，地震が起こる

前に震源断層の長さが判らないことが熊本地震によって裏付けられたと

主張したのに対し，抗告人は，地震調査研究推進本部は，布田川断層帯

及び日奈久断層帯の長期評価において，合計１００ｋｍに及ぶ活動も想

定していたと主張する（抗告人主張書面（２５）１３～１５頁）。 

    問題は，長さの比較ではなく，実際に活動した震源断層が事前の地表

地震断層の調査で把握できていたか否かである。布田川断層帯の布田川

区間は，熊本県上益城郡益城町木山付近から同県阿蘇郡南阿蘇村までの
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１９ｋｍと推定されていた（甲第２７９号証）が，現実の震源断層のう

ち布田川断層帯に沿った部分は，京都大学防災研究所の解析で，２８ｋ

ｍに及ぶのである（甲第２５４号証の２）。 

 

第３ 耐専式の問題について（争点１（２）） 

１ バラツキと不確かさ 

相手方らが，抗告人の手法について，「バラツキ」を考慮していないこと，

『不確かさ』の考慮としても不十分なことを指摘した（相手方ら準備書面

（２４）１２～１５頁）のに対し，抗告人は，「耐専式の元になったデータ

のばらつきをそのまま考慮するということは，当該ばらつきを生じさせた

地域性を無視して，一律に本件発電所敷地において考慮することに外なら

ず，これは科学的に不合理」であり（抗告人主張書面（２５）１９頁下か

ら４行目～末行），「データのばらつきは，地震の『標準的・平均的な姿』

に各地震が発生した地域の地域性（震源特性，伝播特性，地盤の増幅特性

（サイト特性））が反映されたものである。」（同２０頁下から３行目～末行）

と主張している。 

 

２ 抗告人の主張の誤り 

ここに，抗告人の主張の根本的な誤りが現れている。抗告人の主張は，

抗告人は，距離減衰の程度に影響を与える要素をすべて把握できていると

いう幻想に立脚している。もちろん，すべての現象には原因があるから，

将来，科学的知見をもっと詳細かつ深く得られるようになれば，地震動の

減衰の程度を正確に予測できるようになるかもしれない。しかし，現在は，

過去の地震の観測記録を分析したパラメータを使った計算をしても，実際

の観測記録は，その倍半分の範囲内にも収まらない程度の知識しか得るこ

とができていないのである【平成１４年１０月３１日地震調査研究推進本

部地震調査委員会強震動評価部会「鳥取県西部地震の観測記録を利用した

強震動評価手法の検証」（甲１４１号証）参照】。 

かつて相手方らがこれと同じ主張をした（準備書面（１０）７～８頁）

のに対し，抗告人は，「甲１４１号証は，強震動評価手法の妥当性やその基

盤となる震源の特性化（モデル化）手法の有効性について考察したもので

あり，その結果として，…強震動評価手法の妥当性や震源特性化手法その
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ものの妥当性が検証できた」と結論付けられていることを指摘して，相手

方らの主張は，論文の趣旨を曲げたものだと非難した（抗告人主張書面（１

０）２０～２１頁）。 

しかし，ここで大切なことは，「試算した結果」と「計算した地点におけ

る地中観測記録」を比較した結果，ケース１，ケース２のいずれの手法を

とった場合であっても，最大加速度は概ね倍半分の範囲に入っているが，

計算地点によっては３倍，３分の１になる場合があったこと，それでも，

強震動評価部会は，「震源の特性化手法の有効性が確認できた」と評価して

いることである（甲第１４１号証１１～１２頁）。強震動の評価手法を確立

する過程において，観測記録が試算結果の倍半分の範囲に入ってくれば，

それなりに積極的な評価ができるのであろう。しかし，原発を襲った地震

動が基準地震動の倍になったのでは，日本の国は，崩壊の危機にたたされ

るのである。 

 

３ 学者の意見 

相手方らが準備書面（２４）１２～１５頁で主張したように，「バラツキ」

と「不確かさ」は別の概念であり，地震動に影響を与えることが判ってい

る個々のパラメータを正確に認識できないことから生じるものが「不確か

さ」であり，上記のパラメータ以外の要因によって生じるものが「バラツ

キ」なのである。纐纈教授の言われる「地震が起きる前の個々のパラメー

タが不確実なことによる誤差」（甲第１４８号証の１），内山・翠川論文に

いう「認識論的不確定性」（甲第２７５号証）が「不確かさ」であり，纐纈

教授の言われる「地震後判明したパラメータを用いても生じる倍半分程度

の誤差」，内山・翠川論文にいう「偶然的不確定性」，長沢名誉教授の言わ

れる「偶然変動によるバラツキ」（甲第１４５号証２３頁左段）が「バラツ

キ」なのである。 

   抗告人が，「バラツキ」を全く考慮していないことは，その主張自体から

明らかである。そして，「不確かさ」の考慮はしているものの，それが全く

不十分であることは，相手方ら準備書面（２４）１４～１５頁で述べたと

おりである。 

 

第４ 充分に保守的な評価をしている旨の抗告人の次の主張の当否 
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１ ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層，上林川断層の長さを十分保守的に設定

されているか。 

（１） ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層 

相手方らが，ＦＯ－Ｂ断層の北西端とするＣ－５８Ｇ測線で，後期更

新世に堆積したと考えられるＢ層に変位変形がないことは，後期更新世

以降の活動の際に断層面がＢ層に達しなかった可能性を排除しないと主

張したことに対し，抗告人は，若狭地域では，地表の痕跡を調査するこ

とによって震源断層を把握できる地域であることを理由に，相手方らの

主張を非難する（抗告人主張書面（２５）１５頁）。 

結局，問題点は，争点１（１）イと同一に帰する。甲第２５０号証１

９頁左上に記載された兵庫県南部地震の震源断層の形状を見ていただき

たい。震源断層は，神戸側では地上に現れず，地下深くに位置していた。

仮に，神戸側の震源断層の上部に後期更新世に堆積したと考えられる地

層があったとしても，兵庫県南部地震では，震源断層面は，その地層に

変位，変形を与えなかったと考えられる。 

 

（２） 上林川断層 

ア 抗告人は，上林川断層の北東端は，詳細な調査に基づいて，活断層

の存在を明確に否定できる場所を端部とした旨主張する（抗告人主張

書面（２５）１７～１８頁）。相手方らの主張は，おおい町笹谷付近ま

で追跡できる断層が「地質断層」とされていることを前提としている

（相手方ら準備書面（２４）１１～１２頁）。その上で，本当に後期更

新世以後の活動が確認できないのか，十分調査するべきであると主張

しているのである。 

     抗告人は，上林川断層の北東端と主張するＢ地点（乙第１３２号証

の３３頁及び３４頁の図）の北東側においては，どのような調査をし

たのか。ボーリング調査やトレンチ調査をしたのか，明らかにされた

い。 

   イ 相手方らは，志岐常正京大名誉教授の論文，竹本修三京大名誉教授

の著書を根拠に，上林川断層が抗告人の主張よりも，もっと北東側に

伸びている可能性がある旨を主張した（相手方ら準備書面（２４）１

０～１１頁）。抗告人は，これに対しては，何らの反論をしていない。 
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 ２ ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の３連動を前提としたこと，地震発生層

の上端深さを３ｋｍとしたこと。 

   これらについては，繰り返しになるので，述べない。相手方ら準備書面

（２４）５頁，準備書面（１３）１１～１２頁，準備書面（１０）５～６

頁を参照していただきたい。 

 

第５ 入倉・三宅（２００１）の式の採用は過小評価を招くか（島﨑名誉教授

の警告問題）（争点２（１）ア） 

～震源を特定して策定する地震動（断層モデルによる手法）における地震の

規模（Ｍｏ）の設定方法～ 

 １ 抗告人の主張 

   抗告人は，この問題については，これまでも述べてきたと主張して，抗

告人主張書面（１０）（５６～５９頁）を引用している。これも含めて，抗

告人が入倉・三宅（２００１）の式を使うことの正当性として主張するの

は，次の３点に限られる。 

（１）入倉・三宅（２００１）の式がレシピの策定当初から現在まで採用

され続けている。（抗告人主張書面（１０）５７頁下から９～８行目，同

５９頁７～８行目，抗告人主張書面（２５）２３頁１１～１３行目） 

（２）入倉・三宅（２００１）の式と武村の式，その他の式は，断層の捉

え方が異なっているから，単純な比較に基づいて入倉・三宅（２００１）

の式が過小評価をもたらすとする主張は，科学的合理性を欠く。（抗告人

主張書面（１０）５８頁下から９行目～５９頁６行目，抗告人主張書面

（２５）２３頁１３行目～下から３行目） 

（３）パラメータ間の相関関係を無視して一部のパラメータを個々に取り

上げたり，特定のパラメータの大小のみに着目してその有効性・信頼性

を論じることは適切でない。（抗告人主張書面（２５）２４頁４行目～１

６行目） 

 

２ 相手方らの主張 

（１） 抗告人の上記主張（１）に対し 

抗告人が主張するように，レシピでは，入倉・三宅（２００１）の式

が今なお用いられている。しかし，他方で，災害対策基本法に基づいて，
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防災基本計画の策定その他の防災の基本方針の審議を職務として内閣府

に置かれた中央防災会議の「東南海，南海地震等に関する専門調査会」

が，入倉・三宅（２００１）の式を採用せず，武村の式に近い結果とな

る独自の式を採用した（甲第１２６号証２－６頁の図２．３．２で で

表されている。）ことがより重視されるべきである。災害対策という観点

からは，より慎重な手法を用いることが求められるのである。原発にお

ける基準地震動の策定は，最も重要な災害対策である。 

（２） 抗告人の上記主張（２）に対し 

    抗告人が主張するように，入倉・三宅（２００１）の式と武村（１９

９８）の式では，断層面積を求める方法が異なる。そもそも断層面積を

正確に把握するすべはないのであって，入倉・三宅（２００１）の方法

も武村（１９９８）の方法も，断層面積の近似値を求める方法の一つに

すぎない。しかるに，これを同じ断層に適用した結果が，モーメントマ

グニチュードにおいて０．４も異なる（地震の規模として４倍も異なる1）

結果になるのである（甲第１２６号証２－６頁の図２．３．２）。「単純

な比較に基づく相手方らの批判は科学的合理性を欠く」として，それ以

上の探求をしない抗告人の姿勢は，科学的誠実さを欠くというべきのみ

ならず，そもそも莫大な数の住民の人格権を深刻に侵害しかねない危険

物を運転しようとする事業者としての責任感を決定的に欠いているとい

わなければならない。 

（３） 抗告人の主張（３）に対し 

    断層モデルによる基準地震動の策定には，多くのパラメータが用いら

                                            
1 厳密に，甲第 126 号証 2-6 頁の表 2.3.2 に記載されている入倉・三宅（2001）

の式と武村(1998)の式から地震モーメントを計算すると，同一の断層面積の場合

の地震モーメントは，後者は前者の 4.7 倍となる。計算過程は，次のとおり。 

武村（1998）式は，logS＝1/2logMo－10.71 から，S=10-10.71Mo1/2 ・・・・(1) 

入倉・三宅（2001）式は，S=4.24×10-11×Mo1/2 

武村(1998)の式による地震モーメントを Mot，入倉・三宅（2001）の式による

地震モーメントを Moik とする。 

10-10.71Mot1/2 ＝ 4.24×10-11Moik1/2 

（Mot／Moik）1/2 ＝4.24×10-11／10-10.71 

＝2.17 

Mot／Moik＝4.7 
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れる。抗告人は，地震モーメントを，多くのパラメータの一つとして位

置付けて，その大小をパラメータ相互の相関関係の中に埋没させようと

している。 

    しかし，地震モーメントは，他のパラメータと異なり，基準地震動の

策定に決定的な意味を持っている。基準地震動の大小に重大な影響を与

えるのは，「短周期レベルＡ」と「アスペリティの応力降下量（Δσａ）」

であるが，「短周期レベルＡ」は，地震モーメントの関数であって（乙第

２０号証付録３－９頁の１行目の（１１）の式，下記のとおり），地震モ

ーメントの３分の１乗に比例するし，「アスペリティの応力降下量」も地

震モーメントの関数であって（同３－１０頁の二つ目の囲みの中の（２

０－２）の式，下記のとおり），地震モーメントに比例するのである。 

（１１）  Ａ＝２．４６×１０１０×（Ｍｏ×１０７）１／３ 

（２０－２） Δσａ＝（７／１６）×Ｍｏ／（ｒ２×Ｒ） 

【ただし，Ｒは断層面積に対する等価半径，ｒは，アスペリティ

全体の等価半径】 

もとより，アスペリティの応力降下量は，Ｍｏ／（ｒ２×Ｒ）に比例す

るのであって，Ｍｏが大きくなれば，ｒもＲも大きくなるから，Ｍｏが

ｎ倍になれば，アスペリティの応力降下量もｎ倍になるわけではない。

しかし，同じ面積の断層を前提とし，計算方法の選択によって（すなわ

ち，入倉・三宅（２００１）の式を採用するか，武村式等を採用するか

によって）Ｍｏがｎ倍になる場合は，アスペリティの応力降下量もｎ倍

になるのである2。 

このように，抗告人の主張は，個々のパラメータの持つ重要性の大小

をあえて無視して入倉・三宅（２００１）の式が抱える問題を覆い隠す

ものでしかない。 

 

 ３ 他の地震学者の見解 

   島﨑名誉教授が提起した問題については，未だ地震学者の間で支配的な

見解が形成されているとは言い難い。しかし，島﨑名誉教授がした警告に

触発されて，他の有力な地震学者が自らの見解を公にしている。それぞれ

                                            
2 この「ｎ倍」は，入倉･三宅式を採用する場合に比べ，武村式を採用する場合

は，脚注１の計算結果によれば，「4.7 倍」である。 
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観点は異なるが，いずれも，現在の基準地震動の策定手法の問題点を厳し

く指摘している。その内容を見てみよう。 

（１）纐纈一起東大地震研究所教授（地震調査研究推進本部地震調査委員

会強震動評価部会長） 

ア 纐纈教授は，強震動予測レシピ策定の責任者的立場の方であり，強

震動研究の専門家である。 

イ 纐纈教授は，毎日新聞記者の取材に対し，次のように答えた。（甲第

３１８号証） 

（ア） 強震動予測レシピ【引用者注 甲第３１８号証のうち，「地震の揺

れを計算する方法」と述べられているものは，強震動予測レシピの

ことである。】は，２００６年に公表し，２００９年に改訂した【引

用者注 これが，乙第２０号証である。】。 

（イ） ２００６年のレシピは，断層の幅と長さから地震の揺れを計算す

る方法であったが，これでは，揺れを過小評価する場合があるとの

指摘が出たので，２００９年の改訂版では，断層の長さなどから揺

れを計算する新方式を公表した【引用者注 乙第２０号証では，従

来の方法が「（ア）の方法」として，新方式が「（イ）の方法」とし

て記載されている（乙第２０号証１．１の柱書部分，同１．１．１

（ア），同（イ））】。 

（ウ） 強震動予測レシピでは，両方の方式が併記されている。原子力規

制委員会は，（ア）の方法を使っている【引用者注 断層の幅と長さ

から求められた面積に基づいて地震モーメントを算出する入倉・三

宅（２００１）の式を使っているという趣旨である。】が，地震調査

委員会は，（イ）の方法を使う。それは，（ア）の方法の計算に必要

な断層の幅が詳細調査でもわからないからである。これは，どの学

者に聞いても同じで，原子力規制委員会の判断は誤りである。 

ウ 纐纈教授は，東洋経済新報社の記者の取材に対し，次のように答え

た。（甲第３１９号証） 

（ア）布田川・日奈久断層帯北東部の長さは地震が起こる前は約２７ｋ

ｍと見積もられていたが，地震発生後の調査では，震源断層の長さ

は４５ｋｍだった。 

（イ）４５ｋｍの震源断層モデルをもとに入倉・三宅（２００１）の式
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を用いて地震動を計算した結果，計算式そのものに誤りはなかった。 

（ウ）原子力規制委員会が用いている計算手法を熊本地震の予測に用い

た場合【引用者注 この場合，地震発生前の予測であるから，断層

の長さは２７ｋｍを前提とすることになる。】，地震動は過小評価に

なる。 

（エ）大地震が起こる前にいくら詳細な活断層調査を実施していたとし

ても，震源断層の長さや幅を正確に推定することは困難であるから，

別の予測手法【引用者注 活断層の長さをベースにした手法】を用

いるべきだ。 

エ 纐纈教授は，平成２８年１０月５～７日に名古屋国際会議場で開か

れた「日本地震学会２０１６年度秋季大会」において，「『震源断層を

特定した地震の強震動予測手法』と熊本地震」と題して講演をした。

その要旨は，次のとおりである。（甲第３２０号証） 

（ア） 小林ほかが熊本地震の震源インバージョンによって求めた震源断

層モデルは，長さ４５ｋｍ，幅１６．５ｋｍ，断層面積７４２．５

ｋｍ（①）となった。他方，吉見によると，熊本地震によって地表

地震断層が現れた長さは３４ｋｍであり（②），国土地理院が求めた

単純な均質すべりの震源断層の長さは３５．４ｋｍとなった（③）。 

（イ） ①に入倉・三宅（２００１）の式を適用すると，熊本地震の値を

ほぼ再現できる。②③に松田式を適用すると，熊本地震の規模をほ

ぼ再現できる。 

（ウ） 熊本地震付近の地震発生層は下限が１５ｋｍ程度とされていたが，

熊本地震では震源断層の下端は１６ｋｍだった。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。 

（エ） したがって，活断層の地震の地震動予測には，（イ）の方法を用い

るべきである。 

オ 以上のとおり，纐纈教授の見解は，地震が発生する前に震源断層の

規模を正確に把握できるのであれば，断層面積から地震モーメントを

算出する入倉・三宅（２００１）の式を採用する合理性があるが，現

実には，震源断層の長さと幅，とりわけ幅を正確に推定するのは困難

であるから，断層長さから地震モーメントを算出する（イ）の手法【纐

纈教授は，松田式をあげているが，武村（１９９８）の式もこれに含
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まれる。なお，武村（１９９８）の式には，地震モーメントを断層長

さから導く式と断層面積から導く式がある（甲第１２６号証２－６頁）

が，後者も結局は断層長さから地震モーメントを算出していることは，

抗告人が主張書面（１０）の注２５（５８～５９頁）で述べていると

おりである。】を用いるべきであるというものである。 

なお，熊本地震の震源断層の幅は，熊本地震が発生する前は１５ｋ

ｍ程度とされていた（甲第３２０号証）が，事後の解析では，東京大

学地震研究所は１６．５ｋｍ（甲第２５４号証の１），京都大学防災研

究所は１８ｋｍ（甲第２５４号証の２），防災科学技術研究所は２４ｋ

ｍとしている（甲第２５４号証の３）。抗告人は，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ

～熊川断層の幅を１５ｋｍと想定している（乙第３２号証４１頁）が，

これが正しいとする根拠はない。 

   カ なお，入倉名誉教授の認識も纐纈教授の認識と基本的に異ならない。

入倉名誉教授が島﨑名誉教授の批判に対して書かれた反論【岩波科学

２０１６年７月号の島﨑邦彦氏の「最大クラスではない日本海『最大

クラス』の津波－過ちを糺さないままでは『想定外』の災害が再生産

される」へのコメント（乙第３２６号証）】によれば，入倉教授は，熊

本地震において，不均質なすべり分布を前提とする震源モデルを前提

とすれば，入倉・三宅（２００１）の式と調和的である（裏を返せば，

島﨑名誉教授が前提とした均質なすべり分布を前提とする震源モデル

では入倉・三宅（２００１）の式は過小評価になることを認めたと言

ってよい。）と主張しつつ，「予測の際の震源断層の設定に関して，事

前の地表情報から震源断層が特定できるかどうかは極めて重要である。

地表情報だけで真の震源断層の評価は困難な場合があることは事実で

ある。熊本地震については，事後の地表情報でも十分な震源断層の長

さの特定ができなかった。」と述べているのである（９枚目「おわりに」

の第４段落）。入倉教授の考え方を前提にしても，事前の地表情報から

震源断層を特定できない以上，事前の予測に入倉・三宅（２００１）

の式を使うのは妥当でないことになる。 

 

（２） 藤原広行防災科学技術研究所社会防災システム研究部門長 

ア 藤原部門長は，東洋経済新報社の取材に対し，「入倉・三宅（２００
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１）の式自体に誤りはないが，数多くの観測データに対して一本の線

を引いた回帰式に他ならず，その背後には平均値に対して大きなばら

つき（不確かさ）が存在しているところ，どの程度までばらつきを考

慮すれば，過去又は将来の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難い。」「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。」と述べ（甲第３１９号証），毎日新聞社の

取材に対し，「地震の１～２割は平均の１．６倍～２倍強い揺れを起こ

し，３～４倍の揺れもある。だが，どの程度『上乗せ』するかについ

て，今の新規制基準には規定がない。」（甲第３２０号証）と述べた。 

イ 藤原部門長は，上記の「日本地震学会２０１６年度秋季大会」にお

いて，「熊本地震を踏まえた強震動評価の課題（その２）」と題する講

演を行い，活断層を対象とした長期評価に基づく強震動評価手法の改

良に向けた試案を提起した。その内容の一部を紹介すると，次のとお

りである。（甲第３２１号証） 

（ア）試案１ 活断層で発生する地震の規模の設定における不確実さの

考慮 

      経験的関係式に対する認識論的不確定性の考慮として，現行レシ

ピの手法以外の手法を選択肢に加え，地震規模設定における不確実

性の考慮の幅を広げる。 

      地震発生の多様性を踏まえた偶然的ばらつきの考慮として，地中

の断層長さが地表の長さよりも長い可能性や，隣接する区間の一部

との同時活動を考慮することも必要であり，地震発生層下端深さよ

りも断層下端が深くなる可能性，傾斜角の不確実さの考慮も必要で

ある。 

（イ）現行レシピにおけるパラメータ設定手法の改良 

      アスペリティ面積・実効応力の設定方法の改良が必要となる。 

（ウ）各種不確実性を考慮した大きめのシナリオ地震動の提示 

      平均像に加えて，認識論的不確定性及び偶然的ばらつきなど各種

不確実性を考慮に入れ，目的に応じて大きめのシナリオ地震動の計

算を行うことができる手法を体系的に構築し，それら結果を提示す

ることが必要である。 
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（３） 小括 

    このように，纐纈教授は，地震発生前に震源断層の規模を正確に把握

することができないとの観点から，藤原部門長は，新規制基準では，平

均式を使用する場合に不可欠なバラツキに対する考慮が不十分であり，

そのルール化がなされるべきであるとの観点から，電力会社や原子力規

制委員会による基準地震動の設定方法を強く批判しており，島﨑名誉教

授の警告と併せ，今や，新規制基準による基準地震動の策定方法の欠陥

の深刻さは，覆い隠しようがないというべきである。 

 

４ マスコミの論調 

島﨑教授の警告及び原子力規制委員会がこれに蓋をしてしまったことは，

多くの市民の間で不安を増幅させた。そのことをマスコミの論調からみて

みよう。原子力規制委員会が，島﨑教授の警告に蓋をしてしまった以上，

司法がこれを再び明るみに引き出さなければならない。 

（１）毎日新聞社（２０１６年７月２４日社説）（甲第３２２号証） 

    規制庁の対応は「想定は過小評価だ」との批判を避けるためだったと

言われても仕方なく，規制庁の報告をうのみにした規制委の能力にも疑

問符がつく。規制委の委員に地震動の専門家はいない。耐震審査が適切

に行われているのか心配になる。規制委は，原発安全確保の「最後のと

りで」として，耐震想定の手法についても，自ら改善を図ることが求め

られている。 

（２）朝日新聞（２０１６年７月２５日社説）（甲第３２３号証） 

規制委は「待ちの姿勢」に陥ってはならない。島﨑氏の指摘について，

どの程度深刻な問題なのか，自ら判断すべきだ。独力ではこころもとな

いなら，地震学の専門家を集めて検討を求めればよい。 

（３）中日新聞（２０１６年８月２日社説）（甲第２７０号証） 

  規制委には今，地震学の専門家はいない。この問題は地震学会に協力

を求めるべきだ。計算式が複数あるのだから，合理的な式の中で最大値

を選ぶのが安全サイドに立つ考え方である。拙速な結論が原発不信を招

くようでは，規制委の存在意義が問われる。 

（４）毎日新聞（２０１６年８月３０日）（甲第３１８号証） 

    規制委は調査委【引用者注 政府の地震調査委員会のこと】の指摘を
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機に，その【引用者注 基準地震動の】決め方を見直すべきだ。 

 

第６ バラツキのある過去のデータの平均式である入倉・三宅（２００１）の

式の結果をそのまま採用する手法の当否（過去のデータの最大値を採用すべ

きではないか）（争点２（１）イ） 

～震源を特定して策定する地震動（断層モデルによる手法）における地震

の規模（Ｍｏ）の設定方法～ 

  これについては，既に，相手方ら準備書面（１）４２～４５頁で述べたの

で，繰り返さない。 

 

第７ ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の平均応力降下量を設定するにあたり，

Ｆｕｚｉｉ＆Ｍａｔｓｕ‘ｕｒａ（２０００）の提案による「長大断層」の

固定値（３．１ＭＰａ）を用いることの当否（レシピ改訂問題）（争点２（２）） 

～震源を特定して策定する地震動（断層モデルによる手法）における地震

の規模（Ｍｏ）の設定方法～ 

１ 抗告人の主張 

   抗告人の主張の骨子は，改訂レシピによれば，地震モーメントが７．５

×１０１８Ｎ・ｍ以上，１．８×１０２０Ｎ・ｍ以下の地震（ＦＯ－Ａ～ＦＯ

－Ｂ～熊川断層が起こす地震はこれに該当する。）について，震源断層全体

の応力降下量を３．１ＭＰａとする取扱いは否定されていない，というも

のである（抗告人主張書面（２５）３２頁５行目～末行）。 

   その主張の根拠は，①改訂レシピに「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ついては，今後の研究成果に応じて改良される

可能性がある。」との記載があること，②全国地震動予測地図２０１６年版 

地図編 震源断層を特定した地震動予測地図において，地震モーメントが

１．８×１０２０Ｎ・ｍよりも小さい糸魚川－静岡構造線断層帯の中北部区

間について，Ｆｕｚｉｉ＆Ｍａｔｓｕ‘ｕｒａ（２０００）の関係式に基

づいて，震源断層全体の応力降下量が３．１ＭＰａと設定されていること，

である。 

 

２ 相手方らの反論 

（１） 改訂レシピの構造 

改訂レシピ（甲第２６７号証）の趣旨の一つは，長大な断層のスケー
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リング則をこれまでのレシピ（乙第２０号証，以下「旧レシピ」という。）

に追加した点にある。以下，具体的に説明する。 

   ア 旧レシピ 

（ア） 旧レシピでは，地震モーメントの算定式として，（２）の式と

（３）の式が提案されていた（乙第２０号証付録３－４の（ｃ）の

囲み。このうち，（３）の式が，入倉・三宅（２００１）の式である。）。

そして，（３）の式は，「震源断層の面積が大きい地震」，すなわちＭ

ｏ＝７．５×１０１８Ｎ・ｍ以上の地震について用いることとされて

いた。 

（イ） また，震源断層の面積の算定式としても，（２）́ の式と（３）

´の式が提案され（同付録３－５の（ｅ）の囲み。このうち（３）

´の式が入倉・三宅（２００１）の式である。），（３）´の式は，Ｍ

ｏ＝７．５×１０１８Ｎ・ｍ以上の地震について用いられることとさ

れていた。 

イ 改訂レシピ 

（ア） 改訂レシピでは，地震モーメントの算定式として，（２）の式，

（３）の式に加えて（４）の式が提案された（甲第２６７号証４頁

（ｃ）の囲み。このうち，（３）の式が入倉・三宅（２００１）の式

である。）。そして，（４）の式は，Ｍｏ＝１．８×１０２０Ｎ・ｍを上

回る地震において用いられることとされた。 

（イ） また，震源断層の面積の算定式としても，（２）´の式，（３）

´の式に加えて（４）´の式が提案され（同５頁の（ｅ）の囲み。

このうち（３）́ の式が入倉・三宅（２００１）の式である。），（４）

´の式は，Ｍｏ＝１．８×１０２０Ｎ・ｍを上回る地震において用い

られることとされた。 

（ウ） 更に，原理的には，断層幅や平均すべり量が飽和しているか

どうかでスケーリング則が変わるため，断層幅が飽和していない場

合は，（２）の式を，飽和している場合は（３）又は（４）の式を，

断層幅と平均すべり量の両方が飽和している場合は（４）の式を用

いるのが望ましいとの付加説明がなされた【同５頁１～６行目，な

お，（４）の式は，「Ｍｏ＝Ｓ×１０１７・・・（ａ）」というものであ

るところ，平均すべり量（Ｄ）は，「Ｄ＝Ｍｏ／（μ・Ｓ）・・・（ｂ）」
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で表される（甲第２６７号証８頁（ｉ）の囲み，μは「剛性率」で

定数）から，（ａ）の式を（ｂ）の式に代入すると，Ｄ＝１／μ×１

０１７の定数となる。すなわち，飽和するのである。】。 

ウ このように，改訂レシピでは，旧レシピで「震源断層の面積が大き

い地震」とされていたＭｏ＝７．５×１０１８Ｎ・ｍ以上の地震を更に

二分し，Ｍｏ＝１．８×１０２０Ｎ・ｍを上回る地震については別個の

スケーリング則を適用することとしたのであり，これを原理的に説明

すれば，断層幅が飽和している震源断層を，平均すべり量も飽和する

震源断層とそうでない震源断層に分離し，双方が飽和する震源断層（以

下「双方飽和断層」という。）については，断層幅だけが飽和する震源

断層（以下「一方飽和断層」という。）とは別個のスケーリング則を適

用することとしたということなのである。 

（２） 長大断層について 

ア 旧レシピでは，「震源断層の長さが震源断層の幅に比べて十分に大き

い長大な断層」「長大な断層」という概念が用いられ（乙第２０号証付

録３－９の（ｂ）の囲みの最後の段落１行目，同付録３－１０の（ｄ）

の囲みの第２段落１行目），これには，アスペリティの総面積の推定や

震源断層全体の静的応力降下量の算出に当たって，特別な取扱いをす

ることが定められていた。具体的には，アスペリティの総面積は震源

断層全体の面積の２２％とし，震源断層全体の静的応力降下量は，Ｆ

ｕｚｉｉ＆Ｍａｔｓｕ‘ｕｒａ（２０００）に従って３．１ＭＰａと

するというのである。 

イ 改訂レシピでは，「アスペリティ面積比を２２％，静的応力降下量を

３．１ＭＰａとする取扱い」は，暫定的に，双方飽和断層の地震（Ｍ

ｏ＝１．８×１０２０Ｎ・ｍを上回る地震）を対象とすることが明記さ

れ（甲第２６７号証１２頁（ｄ）の囲みの欄外部分），それとともに，

一方飽和断層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。」と書き込まれた。他方で，長大な断

層のアスペリティに関するＦｕｚｉｉ＆Ｍａｔｓｕ‘ｕｒａ（２００

０）の提案による３．１ＭＰａは，横ずれ断層を対象とし，断層幅が

１５ｋｍ，構造依存のパラメータａが１．４×１０２，同ｂが１．０等

の条件下で導出された値であり，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こと，新たな知見が得られるまでの暫定値
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であること（同１２頁８～１０行目），そもそも長大な断層については

データが少ないこと（同１０頁（ｂ）の囲み中の下から６行目）等が

書き込まれた。 

ウ このように，改訂レシピでは，Ｆｕｚｉｉ＆Ｍａｔｓｕ‘ｕｒａ（２

０００）の提案による３．１ＭＰａの適用について慎重な姿勢を示し，

旧レシピにいう長大断層の中でも，双方飽和断層の地震についてのみ，

しかも暫定的に適用することにしたのである。したがって，一方飽和

断層の地震の震源断層全体の静的応力降下量については，Ｍｏ＝７．

５×１０１８Ｎ・ｍ以下の地震（以下「非飽和断層の地震」という。）と

同様に，「Δσ＝（７／１６）×Ｍｏ／Ｒ３」の式が適用されることに

なる。 

もっとも，「今後の研究成果に応じて改良される可能性がある。」と

いう文言によって，今後の研究成果によっては，見直される可能性が

あることが示されているが，少なくとも，改訂レシピにおいては，「Δ

σ＝（７／１６）×Ｍｏ／Ｒ３」の式が適用されることは動かしようが

ないのである。 

（３） 以上のとおりであるから，改訂レシピに「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。」との記載があるからといって，改訂レシピ

がＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層のような一方飽和断層にＦｕｚｉｉ＆

Ｍａｔｓｕ‘ｕｒａ（２０００）による３．１ＭＰａを適用することを

容認していると解することはできない。 

    なお，「全国地震動予測地図２０１６年版 地図編 震源断層を特定し

た地震動予測地図」において，一方飽和断層と解される糸魚川－静岡構

造線断層帯の中北部区間について，震源断層全体の応力降下量が３．１

ＭＰａと設定されていることは争わないが，これは，改訂レシピの内容

に沿うものではない。 

 

３ アスペリティの応力降下量の計算 

（１） 相手方らは，「ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の平均応力降下量に

ついてＦｕｚｉｉ＆Ｍａｔｓｕ‘ｕｒａ（２０００）の提案による『３．

１ＭＰａ』を使わない場合，断層全体の応力降下量は４．２ＭＰａに，
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アスペリティの応力降下量は１９．０ＭＰａになる」と主張した（相手

方ら準備書面（２４）２７頁下から２行目～２８頁９行目）。これに対し，

抗告人は，その計算方法が不明である旨述べる（抗告人主張書面（２５）

３３頁下から６～５行目）ので，計算方法を説明する。 

 

（２） 計算過程【入倉・三宅（２００１）の式を使い，Ｆｕｚｉｉ＆Ｍ

ａｔｓｕ’ｕｒａ（２０００）を採用しない場合】 

ア 地震モーメント（Ｍｏ） 

入倉・三宅（２００１）の式で計算した場合，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ

～熊川断層の地震モーメントは，５．０３×１０１９Ｎ・ｍである（乙

第３２号証４１頁の「地震モーメント」欄参照）。 

イ 平均応力降下量（Δσ） 

     平均応力降下量の算出式は，Δσ＝（７／１６）×Ｍｏ／Ｒ３である。

ここに「Ｒ」は断層の等価半径（断層の形状を円とみなしたときの半

径）であり，Ｓ（断層面積）＝πＲ２であるから，Ｒ＝（Ｓ／π）１／２

である。そうすると，Δσ＝（７／１６）×Ｍｏ×（π／Ｓ）３／２と現

すことができる3。 

     この式に，Ｍｏとして５．０３×１０１９Ｎ・ｍ，Ｓとして９５１㎢

（乙第３２号証４１頁の「断層面積Ｓ（㎢）」欄参照）を代入すると，

Δσは，４．１７ＭＰａとなる。 

ウ アスペリティ全体の応力降下量（Δσａ） 

     アスペリティ全体の応力降下量は，Δσａ＝（Ｓ／Ｓａ）×Δσで

算出される【甲第２６７号証１１頁（ｄ）の囲みの（２１－１）式】。

ここにＳａは，アスペリティの総面積である。 

     ＳａをＳの２２％とすると（甲第２６７号証１０頁（ｂ）の囲み），

Δσａは，１９．０ＭＰａとなる。 

 

（３） 計算過程【入倉・三宅（２００１）の式の代わりに松田式を使い，

                                            
3 甲第 268 号証 12 頁の表 4 の「平均応力降下量」の欄に，「Δσ＝（7/16）×

Mo×（π/S）2/3」と書かれているが，これは，「Δσ＝（7/16）×Mo×（π/S）
3/2」の誤記である（相手方ら代理人弁護士井戸謙一が，著者である長沢啓行大阪

府立大学名誉教授に確認した。）。 
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Ｆｕｚｉｉ＆Ｍａｔｓｕ’ｕｒａ（２０００）を採用しない場合】 

ア 松田式により，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層のＭは７．８となる。 

イ 地震モーメント（Ｍｏ）は，次の式により求める。（甲第２６７号証

５頁（５）式） 

      ｌｏｇＭｏ＝１．１７×Ｍ＋１０．７２ 

 この式にＭ７．８を代入すると，Ｍｏは７．０１×１０１９Ｎ・ｍと

なる。 

ウ 平均応力降下量（Δσ）を，Δσ＝（７／１６）×Ｍｏ×（π／Ｓ）

３／２の式に，Ｍｏ＝７．０１×１０１９Ｎ・ｍ，Ｓ＝９５１㎢を代入して

求めると，５．８２ＭＰａとなる。 

エ アスペリティ全体の応力降下量（Δσａ）をΔσａ＝（Ｓ／Ｓａ）

×Δσの式で求め，ＳａをＳの２２％とすると，Δσａは，２６．４

８ＭＰａとなる。 

 

（４） なお，抗告人は，独自に計算をした結果，Ｆｕｚｉｉ＆Ｍａｔｓ

ｕ‘ｕｒａ（２０００）を用いない場合，アスペリティの応力降下量は

１１．４ＭＰａと，かえって小さくなると主張する（抗告人主張書面（２

５）３３～３５頁）が，これは，抗告人が断層総面積とアスペリティの

面積比に「２２％」を採用していないことが原因である。アスペリティ

の面積比に「２２％」を採用するのは，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２２％（Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ 

ｅｔ ａｌｌ，１９９９），１５％～２７％（宮腰・他，２００１）であ

るため，アスペリティの総面積を算出する計算によってこの範囲から外

れる場合は，現実性のない想定になることから，２２％に固定するとい

う考え方である（甲第２６７号証１０頁の上段の囲み中の１２行目～末

行）。 

抗告人の計算では， 

アスペリティ面積の等価半径がｒ＝１０．５１（ｋｍ） 

断層面積Ｓに対する等価半径がＲ＝１７．４０（ｋｍ） 

である（抗告人主張書面（２５）３４頁末尾２行）から，断層総面積と

アスペリティ総面積の面積比は３６．５％という現実性のない値になっ

ている。これでは，現実性がないから，「２２％」を採用すべきなのであ
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る。 

【計算式 (10.51×10.51×π)÷(17.40×17.40×π)=0.365】 

 なお，改訂レシピが，「アスペリティ面積比を２２％，静的応力降下量

を３．１ＭＰａとする取扱い」は，暫定的に，双方飽和断層の地震を対

象とすることとした趣旨は，アスペリティ面積比と静的応力降下量の両

方の取扱いを同時にする場合の趣旨であり，双方飽和断層でなければア

スペリティ面積比２２％を採用できないという趣旨ではない。 

 

第８ 不確かさの考慮について，抗告人の手法で十分か（不確かさを重畳させ

るべきではないか）（争点２（３）） 

～震源を特定して策定する地震動（断層モデルによる手法）～ 

  これについても，既に，相手方ら準備書面（１）７６頁で述べたので，繰

り返さない。 

 

第９ １６倍問題について（争点３（１）） 

１ 抗告人の主張 

相手方らは，留萌支庁南部地震がその１６倍の規模（Ｍｗ６．５）だっ

た場合を想定して「震源を特定せず策定する地震動」を策定するべきと主

張し続けている（相手方ら準備書面（２４）３０頁ほか）。 

これに対し，抗告人は，主張書面（２５）においても，「新規制基準では，

一定規模の『地震』を想定して地震動を評価するものではなく，『地震動』

レベルを直接設定するとされて」おり，「相手方らはこの点を正確に理解し

ていない。」と主張するのみである。そして，原子力規制委員会作成に係る

「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」（乙第２７３号証

の１，以下「考え方」という。）を引用して，原子力規制委員会の考え方も

同様である旨主張している（抗告人準備書面（２５）３８～４０頁）。 

 

２ 相手方らの主張 

（１）「震源を特定せず策定する地震動」の考え方の系譜については，相手

方ら準備書面（１０）１０～１４頁で述べたから繰り返さないが，地下

に断層があることが確認されていないのに一定の規模以下の断層の活動

を想定しなければならないのは，詳細な活断層調査をしても，一定の規
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模以下の伏在断層は発見できないとの認識を前提とするものであって，

そのことは抗告人も否定できないはずである。そうであれば，原発の基

準地震動を策定するにあたり，発見できないと考えられる最大規模の断

層の活動によって到来する地震動を想定すべきことは明らかである。抗

告人は，かねてから，「相手方らは新規制基準の考え方を理解していない」

と主張するのみであり，抗告人の理解にかかる「震源を特定せず策定す

る地震動」の考え方が合理的であることについては，何らの主張をしな

い。 

（２）今回，抗告人が主張の根拠とした「考え方」（乙第２７３号証の１）

を検討しても，新規制基準（基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガ

イド）自身が，Ｍｗ６．５未満の地震は，震源の位置も規模も推定でき

ない地震であることを認めている（同ガイド４．２．１の【解説】（１））

のに，抗告人がしているように，高々Ｍｗ５．７の地震の観測記録を前

提に高浜原発の「震源を特定せず策定する地震動」を策定することの合

理性については，全く説明がない。 

（３）なお，相手方らが熊本地震の前震において，益城観測点（ＫＭＭＨ

１６）において１５８０ガルを記録したことに触れたところ，抗告人は，

地下２５２ｍの地震計では，２３７ガルであったから，本件発電所の安

全性を左右しないと主張する（抗告人主張書面（２５）４１頁９行目～

４２頁初行）。 

    なるほど，ＫＭＭＨ１６観測点の地下の地震計の観測値が２３７ガル

だったことは事実であるが，原発の基準地震動と比較するためには，剥

ぎ取り波計算をしなければならない【基準地震動は，解放基盤表面（お

おむねせん断波速度Ｖｓ＝７００ｍ／ｓ以上の硬質地盤であって，著し

い風化を受けていないものの表層及び構造物がないものとして仮想的に

設定する自由表面）の地震動として策定される（設置許可基準解釈別記

１第４条５一）ので，地下の観測値をもとに上部地盤がない場合の地震

動を計算しなければならない。】ところ，剥ぎ取り波計算によって地震動

はおおむね倍になるうえ，ＫＭＭＨ１６地点は，熊本地震の前震の震央

から約６ｋｍの距離があったから，震央に近いポイントであれば，本件

発電所の基準地震動である７００ガルを超えていた可能性は充分であっ

て，本件発電所の安全性にも十分かかわりがあるのである。 
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第１０ １５００ガル～２０００ガル問題について（争点３（２）） 

 １ 抗告人の主張 

   この点についても，抗告人は，「現実の観測記録ではない地震動や，地震

の規模を一定の大きさと仮定して計算した，仮想的な地震動をもとに策定

するものではない」として，原子力規制委員会の見解を引用するのみであ

る（抗告人主張書面（２５）４２～４３頁） 

２ 相手方らの主張 

（１）「基準地震動」とは，当該原発の供用中に当該原発敷地を襲うと予測

される最強の地震動である。だからこそ，抗告人は，「震源を特定して策

定する地震動」の策定においては，検討用地震として選定したＦＯ－Ａ

～ＦＯ－Ｂ～熊川断層，上林川断層の規模を保守的に設定し，パラメー

タの不確かさも考慮して，（それが十分なものであるかは別にして）慎重

な姿勢を見かけだけとは言え保持している。基準地震動を超える揺れに

襲われたときには，耐震重要施設ですら安全機能が損なわれる恐れがあ

る（設置許可基準規則第４条第３項）のであるから，当然のことである。 

（２）このように，「震源を特定して策定する地震動」の策定では慎重な姿

勢を保持している抗告人が，「震源を特定せず策定する地震動」の策定に

おいては，その慎重な姿勢をかなぐり捨てるのはどうしてなのだろう。 

周辺活断層を慎重に調査しても，一定の規模以下の震源断層を把握で

きないことがあるという認識に基づいて，「震源を特定せず策定する地震

動」の策定が求められている。したがって，「震源を特定せず策定する地

震動」は，把握できない可能性のある最も規模の大きい震源断層が，原

発敷地に最も強い揺れをもたらす位置に存在するという前提で策定され

なければならない。その場合に原発敷地を襲う地震動は，旧耐震指針（甲

第８５号証）時代は，一定の規模の震源断層を想定した上で，経験式に

基づく計算によって算出されたが，新耐震指針（甲第１８号証）におい

ては，観測記録に基づいて策定することとされ，新規制基準においては，

「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」することとされ，収集対象となる内陸地殻内地震として１６例が
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提示された（基準地震動ガイド４．１（１），解説（３））。【考え方の系

譜については，相手方ら準備書面（１０）１０～１３頁参照】 

地震動算出の手法が，経験式に基づく計算から観測記録をベースとす

る方法に代わっても，「震源を特定せず策定する地震動」の策定を必要と

する考え方自体に変更はないのであり，想定できる最強の地震動が策定

されなければならない点も変更がないはずである。 

（３）この点，抗告人の考え方では，事業者が上記１６例の地震のうち任

意の地震の観測記録を選択して，高浜原発敷地の地盤物性に応じた応答

スペクトルを設定すればいいことになる。相手方らが，それなら，上記

１６例のうち最も規模が小さい２０１１年和歌山県北部地震（Ｍｗ５．

０）の観測記録を選択して，高浜原発敷地の地盤物性に応じた応答スペ

クトルを設定し，これを高浜原発の「震源を特定せず策定する地震動」

としていいのかと問いかけた【相手方ら準備書面（１０）１４頁１８～

２９行目】のに対しては，抗告人は，これに全く答えることなく，無視

を決め込んでいる。 

（４）事前に規模も位置も把握できない震源断層が活動したときの最強の

地震動を，過去の同種の地震の観測記録から策定するという前提にたつ

以上，抗告人が検討用地震として選定した地震について，観測記録より

も強い揺れが生じたとの解析結果があるのであれば，その解析結果を参

照すべきなのは，余りにも当然のことである。 

 

第１１ その他 

  以下は，抗告人の主張書面（２５）のうち，上記第２～第１０以外に，反

論ないしコメントが必要だと思われる点について，簡単に述べる。 

１ 基準地震動の年超過確率について 

   年超過確率についての抗告人の主張に対する相手方らの反論は，相手方

ら準備書面（８）第３（１０～１１頁），第５（１２～１４頁），相手方ら

準備書面（１０）９～１０頁，相手方ら準備書面（１３）１７～１８頁で

述べたとおりである。  

 

 ２ 本件発電所の耐震安全性について 

（１） 抗告人は，多度津工学試験センターでの実証試験結果について，
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相手方らは，少なくとも新品の状態での耐震安全性の安全余裕の存在は

認めていると決めつけている（抗告人主張書面（２５）４６頁）。 

    これは誤解である。確かに，相手方らは，この実証試験では，機器の

劣化が考慮されていないことを指摘したが，問題はそれだけに止まらな

い。他の設備と切り離されて使われていない部品が一定の強さの揺れに

耐えることができても，他の設備と有機的に結び付けられ，高熱，高圧

に晒されて稼働中である場合に，その部品が同じ揺れに耐えられるかは

別問題である。例えば，原子炉建屋天井クレーンが１００トンの使用済

み燃料キャスクを運搬中に地震動に襲われたらどうなるのか。何らかの

事故で格納容器が設計耐力の２倍の圧力にさらされているときに地震動

に襲われたらどうなるのか。多度津工学試験センターでのデータなど，

何の参考にもならないことは明らかだろう。 

 

（２） 抗告人は，「高浜原発が基準地震動に続けて複数回襲われることは

考えられない。」と断定している（抗告人主張書面（２５）４９頁１４～

１５行目）。その理由は，熊本地震は，「一連のものと評価されている活

断層の一部がそれぞれ破壊されたものであって，原子力発電所の基準地

震動の策定で想定しているような，活断層の全体が一度にエネルギーを

放出するような地震が短期間に続けて発生したものではない」からだと

いう。 

    ここに，抗告人の都合のよい考え方が顕著に現れている。高浜原発周

辺では，「活断層の全体が一度にエネルギーを放出するような地震」しか

起こらないというのである。自然は，抗告人の都合に沿うようには振る

舞ってくれない。例えば，高浜原発直下の未知の活断層が活動して高浜

原発敷地に基準地震動の揺れを生じさせ，しばらく経過した後，ＦＯ－

Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層が活動して高浜原発敷地に再び基準地震動の揺

れを生じさせるという事態を想定しなくてもいいのか。ＦＯ－Ａ～ＦＯ

－Ｂ～熊川断層が活動して高浜原発敷地に基準地震動の揺れを生じさせ，

しばらく経過した後，共役関係にある上林川断層が活動して高浜原発敷

地に再び基準地震動の揺れを生じさせるという事態を想定しなくてもい

いのか。例えば，１６６２年６月１６日に発生した寛文近江・若狭地震

は，推定マグニチュード７．６とも言われる最大級の内陸地殻内地震で
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あるが，現在では，これは一つの地震ではなく，午前９時～１１時ころ

に若狭湾沿岸の日向断層の活動によって発生した地震と，午前１１時～

午後１時ころに琵琶湖西岸の花折断層北部の活動によって発生した地震

の双子地震であったという見解が有力になっている（甲第３２４号証）。

近隣の活断層が，わずかな時間差で活動するということは十分あり得る

事態なのである。 

 

（３） 抗告人は，仮に基準地震動に複数回襲われても，本件発電所の機

器・配管系，建物・構築物の安全性は確保されると主張し，加圧器安全

弁，逃がし管台，耐震壁において，２回の基準地震動によっても安全性

が確保されることを確認したと主張する。しかし，一部の機器や構造物

について，計算上，二度の基準地震動に耐えうるとの計算結果が出たと

しても，膨大な数の部品が複雑に組み合わされている原子力発電所全体

が安全であるなどと立証したことにはならない。 

 

第１２ 最後に 

１ 西村准教授の見解について 

相手方らは，準備書面（１６）の第６の３で，京都大学防災研究所准教

授西村卓也氏の「マイクロプレート」にかかる研究成果を紹介し，同時に

甲第１７９号証の１～２，第１８０号証の１～３を提出した。いままで１

枚のプレートと考えられていた西日本が，実は複数のマイクロプレートに

分断されていること，その境界付近で大地震が起こる可能性が高いことが

判ってきたのである。そして，熊本付近は，マイクロプレートの境界に位

置していた。 

上記の西村准教授の研究成果がＮＨＫで報道されたのは，平成２８年４

月３日だった。その１１日後に熊本地震が起こったのである。そして，相

手方らは，上記準備書面において，若狭湾付近もマイクロプレートの境界

とされていることに注意を促したのである。 

 

２ 鳥取県中部地震について 

平成２８年１０月２１日に鳥取県中部を震源とするマグニチュード６．

６の地震が発生し，最大震度６弱を計測した。倉吉市の観測点（ＴＴＲ０

０５）で１４９４ガルを記録した（甲第３２５号証）。そして，この地震も，

西村准教授が示したマイクロプレート上で起こった地震だった（甲第１７

９号証の２を参照されたい。）。東北地方太平洋沖地震が発生して以来，日
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本列島は，地震活動が活発化しているが，その中でも，マイクロプレート

境界付近は，とりわけ危険であるということができる。若狭湾沿岸地域は，

極めてリスクが大きいのであって，裁判所におかれては，是非このことを

十分考慮して決定をしていただきたい。 

以上 

 


