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【本文】 

本書面は，抗告人の主張書面(17)に対する反論を目的とするものである。な

お，抗告人主張書面(17)は，２００頁にも及ぶが，内容は，抗告人の考えを延々

と説明するものであり，相手方らがしている具体的な主張に対する反論部分は

ほとんどない。相手方らの反論は，繰り返しになる部分は，なるべく今まで提

出した準備書面の該当部分を頁数で示して重複を避け，新たな指摘部分に力を

注ぐこととするが，一部，重要な点については，重複をいとわず再論している

部分があることをご容赦いただきたい。 

 

第１ 「第１ はじめに」 

特段の意見はない。 

 

第２ 「第２ 本件発電所における地震に対する安全性の確保について」 

１ 全般的意見 

抗告人の主張は，基本的に，抗告人の耐震設計の考え方の概略を説明し

たものである。個々の論点については，後に詳細な主張があるので，その

部分で反論することとする。ただし，次の点については注意を喚起してお

く。 
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２ 本件発電所建設時の知見 

抗告人は，「抗告人が用いている震源となる断層の調査や地震動評価等の

手法については，本件発電所の建設時から一定の方法が確立されていた」

と主張する【抗告人主張書面(17)１１頁の(4)の１～２行目】。「一定の方法」

が何を指すのかが判然としないが，原子力安全委員会が「発電用原子炉施

設に関する耐震設計審査指針」（いわゆる「旧耐震指針」）を策定したのは

１９８１年７月２０日であり，それ以前には，原発の耐震設計についての

指針は存在しなかったこと，高浜３号機，４号機の原子炉設置許可処分が

なされたのは，いずれも１９８０年８月３日であり，原発の耐震設計につ

いての指針が存在しなかった当時に設計・建設されたものであることに留

意されるべきである。 

 

第３ 「第３ 地震動評価に影響を与える地域特性の評価について」 

１ 抗告人の主張 

抗告人の主張は，要するに，本件発電所敷地周辺の地震発生状況，地質・

地質構造調査，敷地及び敷地周辺の地下構造の調査等から，「震源特性」「伝

播特性」「サイト特性」を適切に評価したというものである。以下，必要な

反論をする。 

 

２ 抗告人によるサイト特性の例示について 

抗告人は，相変わらず，サイト特性の例として，兵庫県南部地震の際の

舞鶴海洋気象台と若狭湾の各原発敷地の地震動の比較グラフを上げている

【抗告人主張書面(17)２６頁の「図表６ 地盤の増幅特性（サイト特性）

の例」の右側の図，これは，乙第１０８号証の２頁の図と同じである。】。

これについては，福井地裁の高浜原発運転禁止仮処分事件の異議審におい

て抗告人が提出した乙第１１５号証（原口和博作成にかかる陳述書）に載

っているところ，相手方らは，サイト特性の例としてこの比較グラフを掲

げるのは，ミスリードにつながると警告していたところである【相手方ら

準備書面(11)の１７～１８頁】。 

改めて注意喚起すれば，次のとおりである。すなわち，この比較グラフ

は，各場所の地表の揺れを比較して，地盤が固ければ揺れが小さいことを
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示した図にすぎない（このこと自体は，公知の事実と言ってよい。）。これ

に対して，原発の基準地震動は，解放基盤表面【面上に表層や構造物がな

く，Ｓ波の速度 Vs＝0.7km/s 以上の硬質地盤の表面】における地震動を策

定するものであり，基準地震動策定の過程において考慮する「サイト特性」

とは，地震動が伝わってくる地震基盤【Ｓ波の速度 Vs＝3.0km/s 以上の岩

盤】から解放基盤表面に至るまでの間の揺れの減衰又は増幅の特性をいう

のであって，解放基盤表面から上部の表層地盤の特性は関係がないのであ

る。 

 

３ 震源断層の上端深さについて 

抗告人は，本来，若狭湾沿岸の内陸地殻内地震における地震発生層の上

端深さが４ｋｍなのに，これを３ｋｍと評価したことが保守的な評価であ

ると主張する【抗告人主張書面(17)３２～３３頁】。この主張に対しては，

３ｋｍと評価したことは当然の措置であって，これを「保守的」などと評

価すべきでないことは，相手方ら準備書面(13)１１～１２頁で述べた。甲

第１５４号証には，平成２６年度第８回原子力規制委員会において，この

問題についての島﨑邦彦原子力規制委員（当時）の報告が記載されている。

これによれば，「同時に申請されたほかのサイトでは，２キロメートル，３

キロメートルということでもっと浅い」こと，「この地域で特に地震発生層

の上面が浅いということを示すような地学的な知見というのは」ないこと，

抗告人は，「表面波という波の位相速度及び群速度を求めて」，「それから地

下構造を推定するという」手法をとっており，「一応構造はある程度推定で

きる状況にな」っているが，その結果，「地震発生層の上面は４キロメート

ルよりも浅いという結果が出て」いるので，「３キロメートルとするという

ことに」なったに過ぎないのである（甲第１５４号証８頁）。 

 

第４ 「第４ 震源となる断層の評価について」 

１ 抗告人の主張 

抗告人の主張は，要するに，抗告人は，ＦＯ-Ａ～ＦＯ-Ｂ～熊川断層及

び上林川断層の規模，ＦＯ-Ａ～ＦＯ-Ｂ～熊川断層の連動の可能性につい

て十分に慎重な調査をしたというものである。 
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以下，必要な反論をするが，問題点は，次の２点である。 

  ① 若狭地域では，地表地震断層の長さが震源断層の長さに一致している

といえるのか 

② 抗告人がした地表地震断層の調査及び評価は充分か（抗告人が認定し

た以上に先に延びているという可能性は否定できるのか） 

  

２ 若狭地域において，地表地震断層の長さが震源断層の長さに一致してい

るといえるのか 

(1) 抗告人は，若狭地域では，地表地震断層の長さは震源断層の長さに一

致し，地表地震断層の長さを把握することによって震源断層の長さを把

握できると主張する。「一般に，『活断層』（引用者注 抗告人は，後期更

新世以降の活動が否定できない震源断層を『活断層』と表現しているも

のと理解する。誤りであればご指摘いただきたい。）が未成熟である場合

には，地表にはほとんど痕跡が現れず，地表を調査しても地表地震断層

を把握できないために，活断層の適切な評価が困難となる可能性がある

が，活断層が『未成熟』ではない場合，すなわち活断層が繰り返し活動

していた場合は，地表に痕跡が現れ，地表地震断層を把握することがで

きるところ，中部地方や近畿地方は，活断層の発達過程が『未成熟』な

地域ではなく，活断層が繰り返し活動したことの痕跡が地表に現れてい

る地域である。また，若狭地域は，軟らかい堆積物や火山噴出物が厚く

分布する地域ではないため，地下で生じたずれが地中に留まって震源断

層が把握しづらくなることがない」というのがその理由である（抗告人

主張書面(17)５２～５７頁）。 

(2) 抗告人の主張は，失礼ながら，漠然とした願望程度のものとしか受け

止めることができない。中部地方や近畿地方が断層活動の活発な地域で

あるからといって，その地域内のすべての断層が「成熟」していて，繰

り返し活動していて，震源断層と同じ長さの地表地震断層が現れている

などと断定できるのだろうか。抗告人の主張を前提とすれば，中部地方

で発生した１９４８年福井地震（Ｍ７．１）が「地表で認めにくい地震」

と評価されていること（甲第６３号証２頁下から１１行目），近畿地方で

発生した１９９５年兵庫県南部地震は，淡路島の野島断層から神戸市，
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西宮市に続く約５０ｋｍの震源断層が活動したと考えられているが，地

震発生前，この長い活断層の存在は一般には認められていなかったこと

（甲第２５１号証４７頁）はどう考えればいいのだろう。また，軟らか

い堆積物や火山噴出物が厚く分布していないからといって，震源断層と

同じ長さの地表地震断層が確認できると断定できる根拠はあるのだろう

か。問題は，震源断層面のずれが，上部の地盤を経由して地表まで達す

るか否かであり，達しないのであれば，軟らかい堆積物や火山噴出物の

分布がなくても，地表地震断層は現れない。 

(3) 甲第２５０号証の１９頁の左上部分には，兵庫県南部地震の震源断層

面が表示されている。地盤の状況に応じて複雑な形状をしていることが

見て取れる。同地震の断層面は，淡路島では地表に達し，野島断層のず

れが地表に現れたが，神戸市や西宮市では，震度７の激しい揺れが生じ

たものの，地表地震断層が現れなかったことは記憶に新しい。震源断層

の形状は，地震によって様々である。抗告人は，震源断層に相当する地

表地震断層が一回の地震では現れなくても，震源断層が繰り返し活動す

ることによって現れる旨主張するが，兵庫県南部地震を起こした５０ｋ

ｍ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

ったのである（甲第２５１号証）。 

(4) 一般に，地震の規模が大きくなれば，地表地震断層が現れる可能性も

高くなるだろうが，これも，どれだけの確率をもって言えるかは疑わし

い。相手方らは，そのことを甲第１５３号証に基づいて主張した【相手

方ら準備書面(11)１０～１１頁】。改めて簡潔に説明すると，甲第１５３

号証は，入倉孝次郎京大防災研究所教授らが，マグニチュード８クラス

の大地震について，断層面積と地震モーメントとのスケーリング則の再

検討を試みた論文であり，「Fig.1」(a)の図は，断層長と地震モーメント

の関係グラフに，余震分布から決められた断層長さ（すなわち，震源断

層長）をプロットしたものであり【２頁第４段落】，「Fig.2」(a)の図は，

これに，地表地震断層の長さを加筆してプロットしたものである（２頁

最終段落）ところ，「Fig.2」(a)の図をみれば，黄色丸印【surface rupture 

length(W&C)，すなわち地表断層の長さ】と緑丸印【subsurface rupture 

length(W&C)，すなわち震源断層の長さ】との間に大きな乖離があること



8 

 

がわかる。このグラフは対数表示であるから，この乖離は，数倍から数

十倍の規模である。マグニチュード８クラスの大地震でも，地表地震断

層と震源断層の長さが一致するなどという根拠は存在しないのである。 

抗告人は，相手方らの上記主張に対して，「上記論文には，地表地震断

層の長さと震源断層の長さが『良い相関を示している』と記載されてい

る」ことを主張する【抗告人主張書面(10)２８頁(4)】が，相手方らが相

手方ら準備書面(13)１０頁で指摘したように，「相関を示す」という表現

は，「一致する」という意味ではない。また，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【同主張書面(10)２９頁】が，その根拠は示されていな

い。 

(5) この問題を若狭地域の断層についてみてみよう。ＦＯ-Ａ～ＦＯ-Ｂ断

層と熊川断層の３連動問題については後述するが，島﨑邦彦東大名誉教

授（前原子力規制委員会委員長代理），渡辺満久東洋大学教授，中田高

広島大学教授，岡村眞高知大学教授等，連動を考慮すべきと主張する学

者が多くいた（甲第１４０号証）。連動を考慮すべきという考えは，地

表では両断層は繋がっていない（１５㎞の離隔がある）が，地下では繋

がっている可能性があるという認識を前提とする。これらの学者は，こ

の１５㎞の離隔部分は，震源断層が地表に現れていない可能性があると

考えているのである。このことから，これらの学者が，本件発電所周辺

の断層は，地表地震断層と震源断層の長さが一致する等とは考えていな

いことが明らかに見て取れる。そして，抗告人自身も３連動の可能性が

あることを受け入れたのであるから，１５ｋｍに及ぶ離隔部分について，

震源断層が地表に現れていない可能性があることを認めたことに帰する。 

(6) 相手方らは，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を，島﨑邦彦前原子力規制委員会委

員長代理の「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。」という発言を引用して主張した【相手方ら準備書

面書面(16)第２の２(1)，なお，島﨑氏は，「活断層」という概念を「地

表地震断層」の意味で使用していることに注意が必要である。】。今年の

４月，大きな被害が出た熊本地震は，次のとおり，そのことを裏付けた。 
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ア 熊本地震の本震（４月１６日のマグニチュード７．３の地震）は，

布田川断層帯の布田川区間の活動によると考えられている。（甲第２５

２号証２頁）。 

イ 布田川断層帯は，布田川区間，宇土区間，宇土半島北岸区間からな

ると考えられており，布田川区間の長さは約２９キロメートル，想定

マグニチュードは７．０と考えられていた（甲第２５３号証）。 

ウ 本地震発生後，多くの地震学者や組織が震源のインバージョン解析

（観測データからそれを生じさせる原因となる現象を推定する解析手

法，「逆解析」ともいう。）等の手法によって，震源断層の想定をして

いる。ここでは，４つの評価を紹介する。 

(ｱ) 地震調査研究推進本部地震調査委員会は，震源断層の長さを３５

キロメートルと推定した（甲第２５２号証１頁）。 

(ｲ) 東京大学地震研究所（纐纈一起，小林広明，三宅弘恵）は，長さ

５４キロメートル，幅１６．５キロメートルの断層面を設定した（甲

第２５４号証の１）。 

(ｳ) 京都大学防災研究所地震災害研究部門は，長さ４２キロメートル，

幅１８キロメートルの震源断層面を想定した（甲第２５４号証の２）。 

(ｴ) 防災科学技術研究所は，長さ５６キロメートル，幅２４キロメー

トルの震源断層面を設定した（甲第２５４号証の３）。 

エ このように，地震が起こった後に震源の規模を推定するのも簡単な

ことではなく，まして，地震が起こる前に震源の規模を正しく想定す

るのは極めて困難なのである。 

 

３ 抗告人がした地表地震断層の調査と評価は充分か 

(1) 抗告人は，本件発電所周辺の断層について，文献調査，陸域における

変動地形・リニアメントの抽出，地表踏査，トレンチ調査，ピット調査，

ボーリング調査，剥ぎ取り調査及び反射法地震探査，海域における海上

音波探査及び海上ボーリング調査等の綿密な調査をした旨主張するが，

これらの手法による調査対象は，ほとんどが地表か地表近くであり，反

射法地震探査で地下２００メートル程度，海上音波探査でせいぜい海底

下２キロメートルにすぎず，断層面が深部に伏在する断層を把握するこ
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とができないことは，相手方ら準備書面(16)５～６頁で主張した。 

ここでは，抗告人による個々の断層についての評価自体が相当でない

ことを述べる。 

(2) ＦＯ-Ａ～ＦＯ-Ｂ～熊川断層について 

    抗告人は，ＦＯ-Ａ断層の南東端をＣ－２Ｇ測線，ＦＯ-Ｂ断層の北西

端をＣ－５８Ｇ測線と評価したことを説明する【抗告人主張書面(17)７

０～７３頁】が，その内容は，上記各測線において，後期更新世以降に

堆積したと考えられる地層（Ｂ層）に変位・変形がないことを確認した

というにすぎない。相手方ら準備書面(16)６～７頁で記載したように，

このことは，震源断層は各測線の先まで続いていても，後期更新世以降

の活動の際には，断層面がＢ層に達しなかった可能性を排除しないので

あって，抗告人の評価のように，震源断層が各測線の先に延びていない

と決めつける根拠はない。 

    そもそも，抗告人は，ＦＯ-Ａ～ＦＯ-Ｂ～熊川断層の３連動の可能性

を認めているが，これは，地表地震断層としては，ＦＯ-Ａ～ＦＯ-Ｂ断

層と熊川断層との間に１５キロメートルの離隔があるが，地下では，震

源断層がつながっている可能性を認めていることに他ならない。すなわ

ち，抗告人は，ＦＯ-Ａ断層の震源断層がＣ－２Ｇ測線の南東側に伸びて

いる可能性を認めているのである。 

(3) 上林川断層について 

ア 抗告人は，上林川断層の北東端について，「露頭した岩盤に後期更新

世以降の活動が確実にないことが確認できた県境付近とした」とし【抗

告人主張書面(17)８３頁】，これが十分に保守的な評価であると主張す

る【同８５頁】。 

イ しかし，抗告人のこの評価については，次のとおり，重要な異論が

ある。 

(ｱ) 堆積，海洋，防災，社会地質学の専門家である志岐常正京大名誉

教授の論文「現代文明災害の典型，原発事故災害とそのリスク－地

震，津波問題に関する盲点を中心に」（甲第２５５号証）によると，

近畿地方北部の地盤（地殻）が，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おり，そのブロックの相対運動に伴っ
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て地震が起こること（同８４頁），ブロック化した場合，２つの主断

層が交差して共役
きょうやく

断層（＝同じ応力によって形成された隣接した断

層）が形成されること（同８５頁），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

があること，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こと，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こと（同８４頁）等を述べておられる。こ

れは，上林川断層の北東端の位置について，抗告人の主張に強い疑

問を投げかけるものである。 

(ｲ) 個体地球物理学・測地学を専門とする竹本修三京大名誉教授（甲

第２５１号証）も，上林川断層が海岸域まで伸びている可能性があ

るという志岐名誉教授の意見と軌を一にして，上林川断層の北東部

に断層面を延長させてモデル計算を行うべきだと主張しておられる

（甲第２５６号証）。抗告人が上林川断層の北東端と主張する県境付

近は，本件原発の南方約１０ｋｍに位置するが，志岐名誉教授や竹

本名誉教授の意見は，抗告人の主張を正面から批判するものである。 

なお，竹本名誉教授の上記論文には，亀高正男ほかによる「京都

府北部，上林川断層の横ずれインバージョン」と題する論文（甲第

２５７号証の１）が引用されており，これによると，地質断層とし

ての上林川断層は，おおい町笹谷付近まで追跡できるというのであ

る。抗告人が主張する福井県と京都府の県境付近とおおい町笹谷と

は約７ｋｍの距離がある（甲第２５７号証の２）。そして，おおい町

笹谷は，高浜原発の南東約９ｋｍに位置する（甲第２５７号証の２）。 

この論文は，県境から北東側は，「地質断層」，すなわち，後期更新

世以後の活動が確認できない断層であると評価しているが，抗告人

としては，これを十分調査するべきである。しかし，抗告人の主張

によっても，これを調査したことは全くうかがわれない。 

なお，亀高正男ほかによる上記論文の執筆者グループに，抗告人

の社員３名（岩森暁如，玉田潤一郎，金谷賢生）が含まれているこ
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とを指摘しておく。 

 

第５ 「第５ 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の評価について」 

１ 抗告人の主張 

抗告人は，自らの主張を，耐専式（第５の１(1)），松田式（第５の１(2)），

断層モデル（第５の２），不確かさの考慮（第５の３）と項目立てているの

で，この項目立てに従って反論する。 

 

２ 耐専式について 

(1) 抗告人の主張 

抗告人は，耐専式が信頼性を有する地震動評価手法であると主張し，

その適用に当たって，①内陸補正係数を用いなかったこと【抗告人主張

書面(17)９３頁，１０１～１０３頁】，②地震の規模を保守的に設定した

こと（ＦＯ-Ａ～ＦＯ-Ｂ～熊川断層の３連動を前提としたこと，上林川

断層の長さを約３９．５キロメートルと評価したこと）【同９４～９５頁】，

③断層の上端深さを３キロメートルとしたこと【同９５頁】，④アスペリ

ティを高浜原発に最も近い位置に配置したこと【同９５～９８頁】，⑤断

層傾斜角を７５度とするケースを設定したこと【同９９～１０１頁】を

保守的な取扱いと主張している。 

 

(2) 抗告人の取扱いは新規制基準違反（バラツキの考慮と不確かさの考慮） 

ア 抗告人が保守的な取扱いと主張する上記①～⑤のうち，②～⑤は「不

確かさの考慮」である。「不確かさの考慮」とは，「パラメータを正確

に把握できていないことの考慮」を意味する。断層の長さも，断層の

上端深さも，アスペリティの位置も，断層傾斜角も，これを正確に把

握していれば，保守的に考慮する必要はない。今の技術では正確に把

握できないから，これを保守的に考慮する必要があるのである。これ

に対し，相手方らは，抗告人が，経験式の有するバラツキを考慮して

いないと主張している。「バラツキの考慮」とは，データの本来的な非

一様性，又は多様性を意味する。 

イ（新規制基準の定め） 
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 基準地震動ガイドは，3.2.3(2)で，経験式が有する「バラツキの考

慮」を求め，3.3.3で「不確かさの考慮」を求めている。基準地震動ガ

イドは，「バラツキ」と「不確かさ」を異なる概念として使用し，事業

者に対して両方の考慮を求めているのである。相手方らは，この点を，

相手方ら準備書面(10)２０頁，同(13)１４～１５頁で主張したが，抗

告人は，「『ばらつき』とは，地震の『標準的・平均的な姿』に各地域

の地域性が反映された結果に外ならない」等と，「不確かさの考慮」の

みで新規制基準の要請を満たしている旨主張して【抗告人主張書面

(10)７４～７５頁】，「バラツキ」の考慮をしない。抗告人による本件

発電所の基準地震動の策定方法は，経験式が有するバラツキの考慮を

していない点で新規制基準に違反しており，この点を看過して本件発

電所について設置変更許可処分をした原子力規制委員会の判断は，明

らかに誤りである。 

ウ（纐纈教授のご意見） 

 この点については，例えば，纐纈一起東大教授が，「実際に起きた地

震の地震動について，地震後判明したパラメータを用いても観測記録

を完璧には再現できず，倍半分程度の誤差が生じるのが通常であり，

地震が起きる前では，個々のパラメータが不確実なことによる誤差が

加わり，地震動予測の不確かさはさらに大きくなる。」と述べておられ

ることが参考になる（甲第１４８号証の１）。このうち，「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」が「バラツキ」

に該当し，「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」が「不確かさ」に該当するのである【相手方ら準備書面（10）

１８頁参照】。 

エ（長沢名誉教授のご意見） 

  長沢名誉教授も，いくら地震動の解明が進んでも，なお説明できな

い「バラツキ」が存在すると述べ，これを「偶然変動によるバラツキ」

と称しておられる（甲第１４５号証２３頁左段）。これが，相手方らが

主張する「バラツキ」である。 

オ（内山・翠川の論文） 

  内山泰生氏（大成建設株式会社技術センター主任研究員）と翠川三
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郎氏（東京工業大学大学院総合理工学研究科人間環境システム専攻教

授）は，日本で発生した中小地震を対象にして，最大加速度及び最大

速度の距離減衰式における地震間のばらつきについて，これを偶然的

不確定性と認識論的不確定性に分離する方法を検討された。その結果，

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パーセント程度，最大速度

はその８０パーセント程度になると結論付けられた（甲第２７５号証）。

「偶然的不確定性」とは，上記「偶然変動」のことである。バラツキ

の原因として，偶然変動が大きな要素を占めていることが裏付けられ

ている。 

 

(3) 以上のように，経験式である耐専式のバラツキを考慮していない抗告

人の手法は，それだけで新規制基準違反であるが，さらに，抗告人が主

張する「不確かさの」考慮が，実質的にも意味を持っていないことを述

べる。 

ア（総論） 

 何度も主張してきたように，耐専式は大きなばらつきのあるデータ

の平均式である。抗告人は，耐専式が実際に発生した地震によりその

適用性が確認された信頼性を有する地震動評価手法であると主張し

（抗告人主張書面（17）８８頁），その証拠として乙第１５６号証を提

出する。 

     乙第１５６号証は，「独立行政法人原子力安全基盤機構」が作成した

「平成１８年度原子力施設等の耐震性評価技術に関する試験及び調査

活断層及び地震特性に関する調査・解析に係る報告書」と題する文書

であり，この 5.46頁には，耐専式による算出結果と観測記録（８記録，

７観測点）の解放基盤表面における応答スペクトル比が周期ごとにグ

ラフで示されている。これによると，観測記録は０．２秒までの短周

期側で，２倍，３倍のレベルで大きくばらついており，標準偏差でも

２倍を超えることがわかる。また，5.48 頁には，耐専式による結果と

観測記録（５１記録，１３観測点）の解放基盤表面（剥ぎ取り波）に

おける応答スペクトル比が周波数ごとにグラフで示されているが，こ
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こでは，観測記録は，０．４秒までの短周期側で１０倍の範囲で大き

くばらついていて，標準偏差は２倍をこえて３倍に近づいていること

がわかる。 

確かに，耐専式による算出結果と観測記録の比の平均値は１の前後

であるから，地震動の減衰の平均像を示す点において耐専式が有用で

あることは否定しない。しかし，原発のように事故を起こしてはなら

ない設備の基準地震動を策定するに際し，地震動の減衰結果を算出す

るについて，平均像をそのまま使用することは，許容されないはずで

ある。そうすると，抗告人が主張する保守的な取扱いによって，上記

の２倍，３倍から１０倍にも及ぶ観測記録のバラツキを包摂できるの

か否かが問題の焦点なのである。 

イ（各論） 

抗告人によるＦＯ-Ａ～ＦＯ-Ｂ～熊川断層，上林川断層の規模の設

定が十分であるとする根拠はないこと，特に，上林川断層については，

過小評価の可能性が大きいことは，第４の３(2)(3)で述べた。また，

ＦＯ-Ａ～ＦＯ-Ｂ～熊川断層の３連動を前提としたこと，断層の上端

深さを３キロメートルとしたことは，当然のことであって，「保守的」

などと評価するべきでないことは，相手方ら準備書面(10)５～６頁，

同(13)１１～１２頁，同(16)８～９頁等，上記第３の３等で述べた。 

そうすると，内陸補正係数を用いなかったこと，アスペリティを高

浜原発に最も近い位置に配置したこと，断層傾斜角を７５度とするケ

ースを設定したこと等を考慮しても，抗告人がした「不確かさの考慮」

が耐専式が持つ上記の大きなばらつきを包摂できるなどとは到底認め

ることができない。 

 

３ 松田式について 

(1) 抗告人の主張 

抗告人は，松田式の元となった１４地震について最新の知見に基づい

て見直されたマグニチュードの値に基づいて検証したところ，１４地震

のデータは，松田式によく整合していると主張する【抗告人主張書面

(17)110～114 頁】。 
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(2) 抗告人の上記主張は，従前の主張の繰り返しであり，これについては，

相手方らは充分な反論をしている【相手方ら準備書面(16)３～８頁，同

(10)１～４頁】。 

     問題は，次の２点である。 

ア 抗告人が自信満々に主張した上記検証結果によっても，松田式によ

る計算結果よりも地震の規模が大幅に大きい地震が存在する。すなわ

ち，１８９４年庄内地震（乙第９５号証の図表１の②の地震）は，断

層長さ１０キロメートル，１９６１年北美濃地震（同⑩の地震）は，

断層長さ１２キロメートルなのに，引き起こした地震のマグニチュー

ドは，いずれも７．０なのである。松田式によれば，長さ１０ｋｍの

断層が引き起こす地震の規模は，マグニチュード６．５，長さ１２ｋ

ｍの断層が引き起こす地震の規模はマグニチュード６．６だから，松

田式による計算結果よりも，庄内地震の規模は約６倍，北美濃地震の

規模は約４倍大きかったことになる。わずか１４地震の検討結果でも，

これだけのバラツキが生じるのである。抗告人の主張は，主張自体か

ら破たんしている。 

イ 仮に，震源断層と地震の規模の関係式として松田式が整合している

と評価できるとしても，地震が起こる前に震源断層の長さは把握でき

ない。 

この点は，第４の２で詳細に述べたから繰り返さない。抗告人の主

張は，若狭地域においては，地表地震断層の長さと震源断層の長さが

一致していることを前提にして，初めて成り立つ主張なのである。 

 

４ 断層モデルについて 

(1) 抗告人の主張 

抗告人は，断層モデルを用いた手法によって，適切な地震動評価をし

た旨主張している【抗告人主張書面(17)１１５～１３３頁】。 

(2) 相手方らの総括的主張 

    断層モデルによる手法は，地震動に影響を与える要素を多くのパラメ

ータに分類し，各種パラメータについての経験式を掛け合わせて地震動

の平均像を求めるもので，特定の地点における地震動を算出しようとい
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うものであり，各種パラメータの不確かさ，各種経験式のバラツキを適

切に考慮するのでなければ，地震動の適切な評価はできない。まして，

基準地震動は，当該原発敷地を襲う最大の地震動を評価しなければいけ

ないから，断層モデルによる手法を用いるのであれば，その点に十分に

意を用いる必要がある。しかし，これが全く不十分であることは，今ま

で相手方らが種々主張してきたとおりである【相手方ら準備書面(1)３６

～５２頁，同(16)９～１１頁】。 

    特に相手方らは，地震モーメントを算出する手法として入倉・三宅

(2001)の式を用いていること，ＦＯ-Ａ～ＦＯ-Ｂ～熊川断層の平均応力

降下量を求める手法としての式 Fuzii&Matsu’ura(2002)の考え方を用い

ていることの問題点を指摘してきた【相手方ら準備書面(1)４１～４５頁，

同(3)１０～１１頁，同(8)４～７頁，同(13)１２～１３頁】。 

この２点について，最近，重大な事実が判明したので，項を改めて述

べる。 

 

 ５ 最近の重要事実（島﨑警告・レシピの改訂）について 

(1) 島﨑東大名誉教授（前原子力規制委員会委員長代理）の警告について  

   ア 事実経過 

(ｱ) 島﨑名誉教授は，平成２８年６月１３日，共同通信社の取材に応

じ，震源断層の面積から地震モーメントを求める「入倉・三宅（２

００１）の式」は，地震動を過小評価する恐れがあり，特に，西日

本に多い断層面が垂直に近い横ずれ断層では，その傾向が強くなる

と述べた（甲第２５８号証）。 

(ｲ) これを受けて，原子力規制委員会田中俊一委員長は，同月１６日，

島﨑名誉教授と面会した。席上，島﨑名誉教授は，田中委員長に対

し，別の方法で再計算するように求めた（甲第２５９号証の１，２）。 

(ｳ) 共同通信社が島﨑名誉教授に取材を申し込んだ経緯は次のとお

りである。 

ａ 島﨑名誉教授は，２０１５年５月２８日，日本地球惑星科学連

合大会で，「活断層の長さから推定する地震モーメント」と題する

報告を行い，「地震モーメントの予測には震源断層の長さ（あるい
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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。」「同じ断層長で比較すると入倉・三宅（２００１）の式では，

地震モーメントが４倍程度異なる。」等と指摘し，日本海の最大ク

ラスの地震による津波想定において，入倉・三宅（２００１）の

式により地震モーメントが推定されていることについて注意を喚

起した（甲第１３７号証）。 

ｂ 名古屋高裁金沢支部平成２６年（ネ）第１２６号大飯原発３，

４号機運転差止請求控訴事件において，被控訴人（住民）側がａ

の事実を指摘したところ，控訴人（本件抗告人）は，平成２８年

２月２４日付準備書面（２８）において，「入倉・三宅（２００１）

の式は，『わかりやすさを重視して』便宜上求められた式であり，

入倉・三宅（２００１）の式が地震動を著しく過小評価するもの

であるかのように述べる被控訴人らの主張は理由がない。」旨主張

した。 

ｃ これを聞いた島﨑名誉教授は，平成２８年６月２日，名古屋高

裁金沢支部宛の陳述書（甲第２６０号証の１）を作成し，抗告人

による大飯原発の地震動評価については，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らない旨述べた。 

ｄ 上記陳述書が名古屋高裁金沢支部に提出されたことを知った共

同通信社記者が島﨑名誉教授に取材を申し込んだのであった。 

イ 島﨑名誉教授の問題提起の重要性 

島﨑名誉教授の上記問題提起は，本件仮処分事件においても，極め

て重大である。抗告人は，本件原発においても，「敷地ごとに震源を特

定して策定する地震動」の検討用地震として，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～

熊川断層と上林川断層を選定し，地震モーメントの算定式として入

倉・三宅（２００１）の式を採用しているが，これらはいずれも横ず

れ断層であり，基本ケースでは，傾斜角はいずれも９０度とされてい

るのである（乙第３２号証３８頁，５４頁）。 

 

ウ 島﨑論文について 
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その後，島﨑名誉教授は，岩波書店「科学」２０１６年７月号に，「最

大クラスではない日本海『最大クラス』の津波－過ちを糾さないまま

では『想定外』の災害が再生産される」と題する論文（甲第２６０号

証の２）を公表した。 

そのポイントは，次のとおりである。 

① 国が各県の統一モデルとして定めた日本海「最大クラス」の津

波は，能登半島以西の津波が過小に評価されている。 

② その原因は，入倉・三宅（２００１）の式にある。入倉・三宅

（２００１）の式は，過去に提案された他の式と比較し，実際よ

りはるかに小さい値を予測する式となっている。 

③ 丹後半島沖の海底断層Ｆ５４を例にとれば，断層のずれの量が，

武村式では６．８ｍ，山中・島﨑式では６．１ｍになるのに，入

倉・三宅（２００１）の式では，２．８ｍにしかならない。 

④ 過去の地震で検証すると，１８９１年濃尾地震，１９３０年北

伊豆地震，２０１１年福島県浜通りの地震の震源の大きさの実現

値（単位は１０１９Ｎｍ）は，順に 18，2.7，1.1なのに，入倉・三

宅(2001)の式による計算では，順に，5.2，0.79，0.55にしかなら

ず，大幅な過小評価になる。 

⑤ 熊本地震（Ｍ７．３の本震）について世界中の観測記録から得

られた「震源の大きさ（地震モーメント）」（単位は１０１９Ｎｍ）

は，４．０６から５．３まであり，中央値でも４．６６なのに，

入倉・三宅（２００１）の式で推定すると，（断層の長さを３１ｋ

ｍ，幅を１６ｋｍとする）１．３７であり，上記中央値の３．４

分の１にすぎない。 

⑥ 基準地震動に関連する短周期レベルは，入倉・三宅（２００１）

の式によれば，地震モーメントの１／３乗に比例するとされてい

るから，地震モーメントが３．４倍になれば，短周期レベルは５

０％程度増となる。 

⑦ 日本列島の垂直，あるいは垂直に近い断層で発生する大地震の

震源の大きさ（地震モーメント）の推定に入倉・三宅（２００１）

の式を用いてはならない。 
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エ 原子力規制委員会の対応 

(ｱ) 原子力規制委員会の再計算 

原子力規制庁は，アの(ｲ)の面会を踏まえて，大飯原発の基準地震

動を武村式で再計算し，平成２８年７月１３日，その結果を公表し

た（甲第２６１号証）。その概要は，次のとおりである。 

ａ ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層を対象に，基本ケース（破壊開

始点③）の事例（引用者注 原子力規制庁による再計算が，基本

ケースを前提にしていることは，甲第２６１号証別紙３に記載さ

れており，破壊開始点を③と設定していることは，甲第２６１号

証別紙３の図の☆印の位置と，甲第２７１号証７９頁の断面図の

破壊開始点の位置を対照するとわかる。）で，入倉・三宅（２００

１）の式以外の式として，武村式を用いて基準地震動を計算した。 

ｂ その結果，入倉・三宅（２００１）の式を用いた場合と比較し

て，地震モーメントが３．４９倍，短周期レベルが１．５１倍に

なることが分かった（甲第２６１号証別紙３）が，それでも周期

０．０２秒の最大加速度は，水平方向で６４４ガル，鉛直方向で

４０５ガルであり，大飯原発の基準地震動（水平方向８５６ガル，

鉛直方向５８３ガル）のレベルに収まっている。 

ｃ よって，大飯原発の基準地震動を見直す必要はない。 

(ｲ) 原子力規制委員会の再計算の補足説明 

抗告人は，大飯原発の基準地震動を策定するにあたり，ＦＯ－Ａ

～ＦＯ－Ｂ～熊川断層を対象に６４ケースを想定して断層モデルで

の基準地震動を計算した（甲第２７１号証７０頁）ところ，周期０．

０２秒で最大の加速度となったのが，水平方向では，短周期１．５

倍ケース（破壊開始点３）の８５６ガルであり，鉛直方向では，短

周期１．２５倍，Ｖｒ＝０．８７βケース（破壊開始点６）の６１

３ガルだった（甲第２７１号証１４１頁）。 

原子力規制庁は，武村式を用いた再計算を６４ケースすべてで実

施したのではなく，そのうちの１ケース【基本ケース（破壊開始点

３）】だけで実施したのである。 
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オ 原子力規制委員会の発表と島﨑名誉教授の反論 

(ｱ) 平成２８年７月１３日，原子力規制委員会田中俊一委員長は，原

子力規制庁による上記の再計算結果を記者会見で公表したが，その

際「（島﨑氏は再計算の）結果を見て非常に安心したと言っていたと

の報告を（事務方から）受けた」と述べた（甲第２６２号証）。 

(ｲ) これを聞いた島﨑名誉教授は，同月１４日付で，田中俊一委員長

あてに書簡を発し，原子力規制委員会での議論や結論を納得してい

ないことを明確にした（甲第２６３号証）。そして，その文中で，原

子力規制庁の説明によれば，武村式による計算結果（東西６４４ガ

ル，南北６３２ガル，上下４０５ガル）に対応する入倉・三宅（２

００１）の式による計算結果が，東西３５６ガル，南北３４６ガル，

上下２３３ガルだったことを明らかにした。 

武村式による計算結果を入倉・三宅（２００１）の式による計算

結果で除すると，各加速度の比は，１．８１，１．８３，１．７４

となる。そして，抗告人が，基本ケース（破壊開始点３）を入倉・

三宅（２００１）の式を用いて計算した結果は，順に，５９６ガル，

４２８ガル，３４７ガルであったことも明らかにした。 

(ｳ) 基本ケース（破壊開始点３）を同じ入倉・三宅（２００１）の式

で計算した結果（以下は，議論を簡略化するために，東西方向の加

速度のみについて論じる。）が抗告人の計算では５９６ガルだったの

に，原子力規制庁の計算で３５６ガルとなったのは，どうしてなの

か。武村式を用いた最大加速度の計算結果が入倉・三宅（２００１）

の式を用いた計算結果の約１．８倍になるのであれば，５９６ガル

を単純に１．８倍すると，基準地震動８５６ガルを大きく超えて１

０７２ガルに達し，大飯原発の基準地震動を大幅に見直さざるを得

なくなる。原子力規制庁は，これを避けるために，入倉・三宅（２

００１）の式による計算結果を，意図的に３５６ガルに下げたので

はないかと疑われてもやむを得ない。 

 

カ 田中委員長と島﨑名誉教授の２度目の面会 
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原子力規制委員会田中委員長は，平成２８年７月１９日，島﨑名誉

教授と２度目の面会をした（その速記録が甲第２６４号証）。席上の注

目発言は，次のとおりである。 

(ｱ) 原子力規制庁櫻田規制部長は，武村式で算出した地震モーメント

を前提としてレシピに従って計算すると，アスペリティの総面積が

断層面積を上回ってしまう，背景領域の応力降下量が普通の３倍に

なってしまう等の困難があったと説明した（甲第２６４号証２～３

頁）。 

(ｲ) 櫻田規制部長は，抗告人の計算結果と原子力規制庁の計算結果の

違いの原因は定かには分かっていないが，想像としては，統計的グ

リーン関数法の適用の段階で使ったパラメータに違いがあるのでは

ないかと説明し，意図的に小さくなるような計算をしたのではない

旨弁解した（同３～４頁）。 

(ｳ) 島﨑名誉教授は，地震モーメントが３倍になれば，ずれの量も３

倍になるし，応力降下量も大きくなるという結果であり，「とてもい

い計算をされている」と評価し（４頁），その上で，抗告人の計算と

は大体同じレベルになるべきものなので，何らかの補正が必要だと

言い（１０頁），過小評価のおそれがあることが明らかになっている

入倉・三宅式は使わなくてもいいのではないかと助言する（１１頁）

とともに，強震動の専門家の意見をいろいろ伺うということが大変

重要だと述べた（２６頁）。 

(ｴ) 田中委員長は，原子力規制庁の計算は，「やってはいけないこと

をやった」と述べ（２２頁），入倉・三宅（２００１）の式をやめる

というほどの手立てを我々は持っていないとして，島﨑名誉教授の

助言を取り入れる意思のないことを明確にした。 

 

キ 平成２８年７月２７日開催の原子力規制委員会第２３回会議 

原子力規制委員会は，上記第２３回会議で，島﨑名誉教授の提案に

対する対応について議論し，大飯原発の基準地震動を見直さない旨の

結論を出した（甲第２６５号証の１，２）。席上，注目すべき発言は，

次のとおりである。 
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(ｱ) 櫻田原子力規制部長は，原子力規制庁がした入倉・三宅（２００

１）の式による計算結果と抗告人がした入倉・三宅（２００１）の

式による計算結果の違いが生じた原因について，統計的グリーン関

数法を使う段階での手法が違うのではないかと考えられるが，抗告

人がとった手法についての詳細な情報をもっていないと述べた（甲

第２６５号証の１の７頁）。 

(ｲ) 田中委員長は，大飯原発の基準地震動を見直さない理由は，地震

動について相当セーフティサイドに見ていることだと述べた（甲第

２６５号証の１の２０頁）。 

 

ク 平成２８年７月２７日開催の記者会見の内容（甲第２６６号証） 

田中委員長は，前項の原子力規制委員会第２３回会議が終了した後，

記者会見に臨んだ。そして，記者から，規制委員会に本当の意味での

専門家がいなかったことが「迷走」の原因となっている，という指摘

に対し，「御指摘の点は，別に反論するつもりはない」「ＮＲＣ1ぐらい

厚みがあると，いろいろ専門家も抱えられる」と泣き言を言った（甲

第２６６号証７～８頁）。また，記者からの，統計的グリーン関数法に

よる計算の詳細情報を持っていなかったことが抗告人の計算と原子力

規制庁の計算に差が出た原因なのであれば，抗告人が出している１９

の基準地震動2について，規制庁でもわからないブラックボックスの部

分があると思うが，その部分で何らかの恣意性が働いていないという

確証はあるのか，という質問に対しては，田中委員長は，「いや，あっ

ちの方が専門家なので」と事務方に回答を振り，これを受けて，小林

長官官房耐震等規制総括官は，「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，再度改めて地震

動を作り直してもらうとか，そういうことは審査の中でやっておりま

                                            
1 アメリカ合衆国原子力規制委員会(Nuclear Regulatory Commission) 
2 抗告人は大飯原発について１９の基準地震動を定めている（甲第２７１号証

１４１頁） 
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した。」と説明した。 

 

ケ 相手方らの主張 

(ｱ) 入倉・三宅（２００１）の式を使用することについて 

ａ 相手方らは，本件仮処分申立事件において，地震モーメントの

設定について入倉・三宅（２００１）の式を使うと他の式よりも

モーメントマグニチュードで０．４の過小評価になるので，他の

式【例えば武村（１９９８）の式】を使うべきだと主張してきた

【相手方ら準備書面(8)４～５頁，同(13)１２～１３頁】。これに

対し，抗告人は，①入倉・三宅（２００１）の式と武村（１９９

８）の式は，断層の捉え方が異なっており，各種の関係式との単

純な比較に基づいて入倉・三宅（２００１）の式が過小評価をも

たらすとする相手方らの批判は科学的合理性を欠く，②入倉・三

宅（２００１）の式は，レシピの策定当初から現在まで採用され

続けており，信頼性を有している，と主張していた【抗告人主張

書面(10)５６～５９頁】。 

ｂ しかし，入倉・三宅（２００１）の式が地震モーメント，ひい

てはモーメントマグニチュードの過小評価をもたらすのは厳然た

る事実であり，そのため，中央防災会議は，入倉・三宅（２００

１）の式を採用しなかったのである（甲第１２６号証２－６頁）。 

仮に，地震モーメントの算定式として，入倉・三宅（２００１）

の式と武村（１９９８）の式の優劣が科学的には決着がついてい

なくても，原発という過酷事故を決して起こしてはならない施設

の基準地震動の策定に使用するのであるから，より大きな地震モ

ーメントが算定される武村（１９９８）の式を使用すべきである

し，まして，過去の地震について，入倉・三宅（２００１）の式

によって算出される地震モーメントが実現値と全く符合しないこ

とが明らかになったのであるから，もはや，入倉・三宅（２００

１）の式を使用することは許されないというほかはない。 

ｃ それでも，大飯原発の基準地震動を見直さないという原子力規

制委員会の決定は，見直せば大飯原発の基準地震動を現在の８５
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６ガルから上積みせざるを得ず，また，他の原発の基準地震動に

も影響を与えることが容易に予想され，原発を速やかに順次再稼

働させるという原子力規制委員会の方針が実現できなくなること

から，基準地震動策定方法の問題点にあえて目をつぶろうとする

ものであって，「国民の生命，健康及び財産の保護，環境の保全」

を目的とする原子力規制委員会設置法第１条に違反する取り扱い

であるというほかはない。 

ｄ なお，原子力規制委員会の姿勢にかかわらず，自らが設置する

原発の安全性に責任を持つ抗告人は，島﨑名誉教授の警告を真摯

に受け止め，本件原発について，改めて武村（１９９８）の式で

再計算し，基準地震動を見直すべきである。なお，抗告人は，津

波の評価では，地震モーメントの算定に武村（１９９８）の式を

用いており（乙第４４号証３０頁），地震と津波で取扱いが異なる

ことも指摘しておこう。 

(ｲ) 原子力規制委員会の能力について 

大飯原発の基本ケース（破壊開始点３）で，入倉・三宅（２００

１）の式で計算した結果が，抗告人によるものと，原子力規制庁に

よるもので，大幅に異なることは，大きな衝撃であった。これが意

図的なものであれば，原子力規制委員会・原子力規制庁は，国民の

期待を裏切り，原子力推進委員会・原子力推進庁に堕したというべ

きであるし，そうでないのなら，原子力規制委員会及び原子力規制

庁の能力に大きな疑問符を抱かざるを得ないのである。原子力規制

庁の職員は，その相違が生じた原因について，統計的グリーン関数

法の手法の違いであろうと推測するだけで，具体的な説明ができな

いでいる。５９６ガルと３５６ガルという２４０ガルもの大きな相

違が生じた原因がわからないのだから，結局，審査の過程において

も，抗告人がした計算方法の詳細や計算結果の正確性については，

原子力規制委員会は全くチェックできず，ブラックボックスであっ

たことが容易に推測できる。記者会見で，小林長官官房耐震等規制

総括官が，「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
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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，再度改めて地震動を作り直

してもらうとか，そういうことは審査の中でやっておりました。」と

説明した（こういう説明しかできなかったというべきか）ように，

断層の位置や規模からの印象で地震動が小さすぎると思えば，再検

討を求めるが，そうでない限りは，事業者の計算結果はそのまま承

認されるというのが審査の実態なのである。 

これが，福島原発事故を起こし，数十万人もの人たちに筆舌に尽

くしがたい苦悩を与え，国家を存亡の危機にまで陥れた国が，その

反省のもとに刷新した原子力規制体制の実態なのである。相手方ら

は，うすら寒さを覚えざるを得ない。 

(ｳ) 島﨑名誉教授の問題提起については，マスコミ各紙も重大な関心

を持っており，大飯原発の基準地震動を見直さないという原子力規

制委員会の結論には，強い批判が表明されている（甲第２７０号証）。 

 

(2) 強震動予測レシピの改訂について 

ア 平均応力降下量の設定問題について 

(ｱ) 相手方らは，抗告人が，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層による地

震に係る評価のうち，震源断層の平均応力降下量の設定について，

レシピ（乙第２０号証）が「長大断層については，新たな知見が得

られるまでは，Fuzii&Matsu‘ura(2002)の研究による３．１ＭＰａ

を与える」としている（付録３－１０～３－１１）ことを採用し，

長さがわずか６３．４ｋｍの同断層の平均応力降下量を３．１ＭＰ

ａとしているのは不当であり，一般に，「長大な断層」とは１００ｋ

ｍを超える断層をいうのであるから，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断

層は，「長大な断層」には当たらないと主張していた【相手方ら準備

書面(8)５～７頁】。 

(ｲ) これに対し，抗告人は，「レシピに示される知見に従って設定し

たものである」【抗告人主張書面(10)５９～６１頁】として，「長大

な断層」の定義を示すこともなく，「レシピに従っている」ことだけ

を理由として，その正当性を主張してきた。 
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イ 強震動予測レシピの改訂について 

(ｱ) 平成２８年６月，地震調査研究推進本部地震調査委員会は，レシ

ピを改訂した（甲第２６７号証）。 

(ｲ) 改訂によって，「静的応力降下量を３．１ＭＰａとする取扱いは，

暫定的に，断層幅と平均すべり量とが飽和する目安となるＭｏ＝１．

８×１０２０（Ｎ・ｍ）を上回る断層の地震を対象とする。」こととさ

れた（同号証１２頁）。 

(ｳ) 改訂レシピによれば，Ｍｏ＝１．８×１０２０（Ｎ・ｍ）を上回る

地震では，Ｍｕｒｏｔａｎｉ ｅｔ ａｌ.（２０１５）の提案によ

る「Ｍｏ＝Ｓ×１０１７」を用いるとされている【同号証４頁，なお

「Ｓ」は震源断層の面積（ｋｍ２）】。したがって，Ｍｏ＝１．８×１

０２０（Ｎ・ｍ）を上回る断層とは，断層面積が１８００ｋｍ２を上回

る断層を意味することになる（甲第２６８号証８頁脚注４）。 

（計算式 Ｓ＝Ｍｏ／１０１７，Ｓ＝（１．８×１０２０）／１０１７＝

１．８×１０３＝１８００ｋｍ２） 

 

ウ 本件原発について，基準地震動の見直しは不可避であること 

(ｱ) ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層は，高浜原発で検討用地震とされ

ている。そして，抗告人は，同断層は，垂直の横ずれ断層で，断層

上端深さは３ｋｍ，下端深さは１８ｋｍ，断層幅は１５ｋｍとして

いる（乙第３２号証３４，３８頁）。そうすると，ＦＯ－Ａ～ＦＯ－

Ｂ～熊川断層が１８００ｋｍ２の断層面積を持つためには１２０ｋ

ｍの断層長が必要であり，６３．４ｋｍのＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊

川断層は，到底これに及ばないのである。 

(ｲ) 抗告人が金科玉条のように扱っていたレシピにおいて，ＦＯ－Ａ

～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の平均応力降下量を Fuzii&Matsu‘ura(2002)

による３．１ＭＰａと扱うことを否定された以上，抗告人の取扱い

を正当化する根拠はなくなったといってよい。 Fuzii&Matsu’

ura(2002)による「３．１ＭＰａ」を使用しない場合，震源断層全体

の応力降下量は， 
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Δσ＝（7/16）・Ｍｏ/Ｒ３ 

     の式で計算することになる（甲第２６７号証１２頁）。この結果は，

３．１ＭＰａよりも相当大きくなることは自明である。大阪府立大

学名誉教授長沢啓行氏の試算によれば，断層全体の平均応力降下量

は３．１ＭＰａから４．２ＭＰａに，アスペリティの応力降下量は

１４．１ＭＰａから１９．０ＭＰａになり，最終的な地震動は，約

１．５倍に，改訂レシピにしたがって地震規模を松田式で評価した

場合は，約１．９倍になるだろうと推定されている（甲第２６８号

証１３頁，１２頁の表４）。 

本件原発において，基準地震動の見直しは不可避であると言わな

ければならない。 

 

６ 不確かさの考慮について 

(1) 抗告人は，不確かさを適切に考慮したと主張する【抗告人主張書面

(17)１３４～１３９頁】。 

(2) 「不確かさ」の考慮のみをして，「経験式におけるバラツキ」の考慮

をしない抗告人の手法が新規制基準違反であることは，第５の２(2)で，

抗告人がした「不確かさの考慮」が不十分であることは，第５の２(3)で

それぞれ述べた。特に，抗告人による，「基本ケースにおいて不確かさが

考慮されている」旨の主張【抗告人主張書面(17)１３６頁（図表６８）】

は，不当極まりない。基本ケースは，原則的に想定すべき事態であり，「不

確かさの考慮」は，基本ケースからどれだけ安全側に積み増した考慮を

しているかという問題である。 

(3) 抗告人がしたと主張する「不確かさの考慮」（基本ケースを前提に考

慮したもの）は，①短周期の地震動レベル，②断層傾斜角，③すべり角，

④破壊伝播速度，⑤アスペリティ配置，⑥破壊開始点であり，抗告人は，

このうち①～④を「認識論的な不確かさ」，⑤⑥を「偶然的な不確かさ」

と分類している。そして，抗告人は，「認識論的な不確かさ」は重畳させ

ず，「偶然的な不確かさ」は重畳させて考慮した（乙第３２号証７５頁）。 

    抗告人の主張によれば，「認識論的な不確かさ」を重畳させる必要がな

いのは，「事前の調査による検討によりおおよその把握ができている」か
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らであるという【抗告人主張書面(10)７２～７３頁】。しかし，抗告人は，

例えば，短周期地震動レベルを１．５倍しなくてもいい理由としては，「本

件発電所周辺の若狭湾地域では・・・新潟県中越沖地震のような知見は

ない」と主張するに過ぎない【抗告人主張書面(10)７４頁】。しかし，短

周期レベルがその地震発生様式の地震の平均より大きかったのは，平成

１９年新潟県中越沖地震だけでなく，平成１７年宮城県沖地震でも，平

成１９年能登半島地震でもそうだったのである（甲第２７２号証）。そう

であれば，抗告人が短周期レベル１．５倍を重畳させないことを正当化

するためには，少なくとも，平成１７年宮城県沖地震，平成１９年能登

半島地震，平成１９年中越沖地震において，短周期レベルがそれぞれ平

均よりも大きかった原因を解明し，それぞれの原因となった事象が本件

原発周辺では存在しないことを確認する必要があるというべきである。

しかし，抗告人は，そのような主張，立証は全くしていない。 

(4) 抗告人は，確率的安全評価を実施したところ，本件原発の基準地震動

Ss-1 の年超過確率は，短周期側で 10-4～10-5程度，長周期側で 10-5～10-6

程度であることを確認したと主張する【抗告人主張書面(17)１３９頁】

が，年超過確率の議論が馬鹿げていることは，相手方ら準備書面(8)１０

～１１頁，１２～１４頁，同(10)９～１０頁，同(13)１７～１８頁で述

べたところである。この準備書面においても，後に述べることとする。 

 

第６ 「第６ 震源を特定せず策定する地震動の評価について」 

１ 抗告人の主張 

抗告人は，震源を特定せず策定する地震動を適切に設定した旨主張する

【抗告人主張書面(17)１４０～１５０頁】。しかし，抗告人の主張は，ごま

かしである。 

 

２ 「震源を特定せず策定する地震動」の考え方 

(1)「震源を特定せず策定する地震動」の考え方については，相手方ら準備

書面(10)１０～１４頁，同(12)６～８頁で詳述した。すなわち，新規制

基準が「震源を特定して策定する地震動」のほかに「震源を特定せず策

定する地震動」の策定を求める趣旨は，詳細な調査をしても震源断層を
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把握できないことが有り得るから，把握できていない震源断層の活動に

備えるためであり，そうであれば，事業者としては，把握できないと考

えられる最大級の震源断層を想定して，その活動に備える必要があるの

である。そして，新規制基準では，その最大が「Ｍｗ６．５」とされた。

相手方らとしては，これ自体が過小であると考えるが，少なくとも，事

業者である抗告人は，新規制基準にしたがって基準地震動を策定したと

主張するのであるから，本件原発近傍にＭｗ６．５の地震を発生させる

震源断層が伏在していることを前提に，その活動に備えるべきであるし，

その活動内容については，地震学の最新の知見に基づいて，最大の評価

をすべきなのである。 

(2) 相手方らのこの主張に対し，抗告人は，「相手方らの主張は，新規制

基準の解釈に沿わない」と主張するのみ【抗告人主張書面(10)８１頁】

で，まともな反論をしない。 

 

３ １６倍問題について 

(1) 相手方らは，抗告人が採用した留萌支庁南部地震のデータは，たかだ

かＭｗ５．７の地震のデータであるから，これをそのまま採用するので

はなく，この地震がＭｗ６．５の規模【地震モーメントＭｏとモーメン

トマグニチュードＭｗの関係式（LogMo=1.5Mw+9.1）より，Ｍｗが０．８

大きくなると，Ｍｏは１５．８≒１６倍となる。】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であると主張し続けて

いる【相手方ら準備書面(1)６５～６８頁等】。 

(2) これに対し，抗告人は，本件発電所については，「震源を特定して策

定する地震動」において考慮するＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層の規模

から考えて，「震源を特定せず策定する地震動」が寄与する度合いは小さ

いと主張する【抗告人主張書面(10)８１～８２頁】。 

「震源を特定せず策定する地震動」を「震源を特定して策定する地震

動」の補完のように取り扱う考え方は，そもそも新規制基準の考え方に

抵触している（川内原発１，２号機運転差止め仮処分申立事件における

鹿児島地裁平成２７年４月２２日決定１４７～１４９頁参照）。また，距

離が離れた大断層の活動よりも，直下の小断層の活動の方が激しい揺れ

に襲われることが有ることは地震動についての認識のイロハである。熊
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本地震の前震であった平成２８年４月１４日２１時２６分の地震（Ｍｊ

６．５，Ｍｗ６．２）によって，益城町で震度７（１５８０ガル）の揺

れを記録したことは記憶に新しい。 

(3) また，抗告人は，Ｍｗ６．５に引き上げて地震動を計算すべきとの相

手方らの主張に対し，「地震の規模が大きくなるとアスペリティのずれも

大きくなり，地表地震断層は出やすくなるのであるから，相手方らの主

張は，科学的知見や規制基準の制定経緯，内容等を踏まえない独自の見

解にとどまる」と主張する【抗告人主張書面(10)８４頁】。 

    しかし，この主張は，そっくりそのまま抗告人にお返ししたい。地震

の規模が大きくなると地表地震断層が出やすくなるのは事実であるが，

それでも，新規制基準は，Ｍｗ6.5 までの規模の地震では，地表地震断層

が出ない可能性があると明記したのである。新規制基準の内容を理解し

ていないのはどちらだろうか。 

 

４ １５００ガル～２０００ガル問題について 

(1) 相手方らは，「震源を特定せず策定する地震動」の検討対象地震の解

析の結果，観測記録よりも大きな揺れが生じたことが判った場合は，そ

の解析記録を基礎に震源を特定して策定する地震動を策定すべきである

と主張している。そして，２００４年留萌支庁南部地震では，観測記録

（HKD020 地点）は１１２７ガルであるが，㈶地域地盤環境研究所の解析

結果（甲第６８号証）によって，最大１５００ガル～２０００ガルに達

していた可能性があることが明らかにされたのだから，この数値を前提

に，震源を特定せず策定する地震動を策定すべきだと主張しているので

ある。【相手方ら準備書面(1)６４～６７頁，同(8)９～１０頁，同(13)１

６～１７頁等】。 

(2) これに対し，抗告人は，上記㈶地域地盤環境研究所の報告書について，

HKD020 地点以外の地盤構造を調査することなく面的地震動評価を行った

と因縁をつけている【抗告人主張書面(10)８５～８６頁】が，これに対

する反論は，相手方ら準備書面(13)１６～１７頁に記載したので参照さ

れたい。 

(3) 相手方らが，原子力安全基盤機構の報告書（甲第１３１号証）が，Ｍ

ｊ６．５の横ずれ断層が活動した場合に，震源近傍で１３４０．６ガル
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の地震動が生じうるとしていることを指摘した【相手方ら準備書面(8)１

０頁】のに対しても，抗告人は，そのような地震動は現実にはまず考え

られないと反論する【抗告人主張書面(10)８８頁】が，これに対する反

論も，相手方ら準備書面(13)１７頁に記載したので参照されたい。 

 

第７ 「第７ 基準地震動の年超過確率について」 

１ 抗告人の主張 

抗告人は，設置許可基準規則解釈にしたがい，日本原子力学会の「原子

力発電所の地震を起因とした確率論的安全評価実施基準」（以下「実施基準」

という。）にしたがって適切に基準地震動の年超過確率を算定したところ，

本件原発の基準地震動 Ss-1 の年超過確率は，短周期側で 10-4～10-5程度，

長周期側で 10-5～10-6程度であることを確認したと主張する【抗告人主張書

面(17)１５５～１５７頁】。 

 

２ 相手方らの反論 

相手方らは，年超過確率の議論が馬鹿げていることを，相手方ら準備書

面(8)１０～１１頁，１２～１４頁，同(10)９～１０頁，同(13)１７～１８

頁で述べた。以下，若干の敷衍をする。 

(1) 平成１６年１０月，東京電力株式会社は，今回抗告人が依拠したのと

同じ「実施基準」にしたがって，福島第一原発１号機の炉心損傷頻度は

１０００万年に３．１回，格納容器破損頻度は１億年に１回，同２号機

の炉心損傷頻度は１０００万年に１．６回，格納容器破損頻度は１億年

に１．２回と評価し，原子力安全・保安院は，この評価を相当としてい

た（甲第９１号証）。 

    １億年に１回のはずであった事象が，評価後わずか６年半後に生じた

のである。「実施基準」に根本的な誤りがあるのではないかと考えるのが

当然である。しかるに，抗告人は，これを何ら反省することなく，「実施

基準」に従って，上記のとおり基準地震動の年超過確率を算出している。

それでも抗告人は，相手方らをはじめとする市民は，この年超過確率を

信用せよというのだろうか。 

(2) そもそも，実施基準に基づく確率的安全評価は，①地震構造モデル（震
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源モデル）の設定から始まり，②各震源モデルについて，不確かさも含

めた地震規模と発生頻度の関係式の設定及び起こり得る最大マグニチュ

ードの設定，③距離減衰式の選定と，地震動評価における平均値及び標

準偏差についての不確かさの評価，敷地における地盤条件の考慮を経て，

④地震ハザードを算定するという手順で行われる（乙第１７０号証）。 

    すなわち，震源モデル，地震規模，発生頻度，距離減衰式の選定，不

確かさの評価，地盤条件の考慮等のすべてにおいて，抗告人の評価を前

提として確率的安全評価がなされるのである。しかし，これらのすべて

の項目について大きな問題を孕んでいることは，それぞれの項目で主張

してきたとおりである。そうである以上，抗告人がした確率的安全評価

の結果など，全く信用することができない。 

 

第８ 「第８ 本件発電所の耐震安全性について」 

１ 抗告人の主張 

   抗告人は，本件発電所について，耐震重要施設である「安全上重要な設

備」のすべてが基準地震動に対する耐震安全性を有することを確認してい

ると主張する【抗告人主張書面(17)１５８～１８６頁】。 

 

２ 相手方らの反論 

   相手方らは，相手方ら準備書面(10)１５～１６頁，同(12)８頁，同(13)

１８～２１頁で反論を述べたので，参照していただきたい。若干の敷衍を

する。 

(1) 多度津工学試験センターでの原子力発電施設耐震信頼性実証実験の

結果について，相手方らは，実機に近い縮尺モデル試験体（新品）によ

る実験結果は，運転開始から３０年以上が経過し，各所で中性子照射脆

化，減肉，応力腐食割れ等が存在しているはずの本件発電所の安全判断

には役立たない旨を主張した【相手方ら準備書面(12)８頁】。抗告人は，

主張書面(17)でも同実験について主張している（１８０～１８２頁）が，

相手方らの上記主張に対しては無視を決め込んでいる。 

(2) なお，抗告人は，平成１９年中越沖地震で柏崎刈羽原発の重要設備に

有意な損傷が認められなかったことから，原子力発電所において耐震安

全上の余裕が現実に存在することが明らかにされていると主張する【抗

告人主張書面(17)１８４～１８５頁】。 
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この主張にも，自然が与えた警告を真摯に受け止めない抗告人の考え

方が顕著に現れている。平成１９年中越沖地震で柏崎刈羽原発３号機外

部のタービン建屋変圧器で火災が発生し，２時間近く燃え続けたほか，

破損・変形が１１２７件，ひび・剥離が９２０件，水漏れが５３１件，

油漏れが１８９件，設備停止・水位変動・警報発生が１５０件，伝送不

良・誤動作が８２件，電源喪失・地絡が３９件，汚染・放出が７件，そ

の他の不良が２２４件，以上の合計３２７０件の故障・損傷が発生した

のである。特に，５号機では，燃料集合体の一つが脱落し，７号機は制

御棒が引き抜き不能になり，すべての号機でタービンの動翼に接触痕が

見つかる等，大事故につながりかねない事態が生じていた（甲第２７３

号証）。 

中越沖地震のとき，柏崎刈羽原発が過酷事故を起こさなかったのは，

幸運に過ぎなかった。仮に，重要設備に有意な損傷が認められなかった

としても，その安全性を過信してはならないのである。 

(3) 熊本地震の教訓について 

ア 熊本地震は，震度７の地震が連続して一定の地域を襲うことがある

ことを明らかにした。原発の安全審査において，基準地震動に相当す

る揺れが連続して２度も襲う事態は全く想定されていない。この知見

に基づいて，規制基準を見直すのでなければ，原発の稼働は許される

べきではない。 

イ 平成２８年４月１８日に行われた原子力規制委員会の記者会見にお

いて，田中俊一原子力規制委員会委員長は，記者からの，「川内原発に

６２０ガルの基準地震動の揺れが複数回襲ったとき，川内原発の安全

性は保たれるのか」という趣旨の質問に対し，一般の家屋が２回目の

地震で倒れたのは，１回目で弾性領域を超えて塑性変形していたから

であるが，「原子力施設についてはそういう設計をして」おらず，６２

０ガルの基準地震動に襲われても弾性範囲に収まるから，心配ない旨

の説明をした（甲第２７４号証）。 

   しかし，原発の耐震重要施設ですら，基準地震動に対して求められ

ているのは「安全機能が損なわれるおそれがない」ことであって（設

置許可基準規則第４条第３項），塑性変形しないことまで求められてい

るものではないし，耐震重要度分類 S クラスの施設であっても，求め

られているのは「弾性設計用地震動【目安として基準地震動の０．５
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（設置許可基準解釈別記２第４条４一）】による地震力又は静的地震力

のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲

で耐えること」にすぎない（設置許可基準解釈別記２第４条３一）。す

なわち，原発においては，基準地震動と同程度の揺れに襲われれば，

耐震 S クラスの施設であっても塑性変形する可能性があるし，耐震重

要施設であっても，塑性変形しないとは言い切れないのである。 

したがって，田中委員長の上記説明は，明らかに事実に反する。こ

のことを田中委員長が理解していなかったとすれば，原子力規制委員

会委員長としての能力が疑われるし，理解していながら記者会見にお

いて嘘の説明をしていたのであれば，原子力規制委員会委員長として

の人格が疑われることになる。 

 

第９ 「第９ 結語」 

  福島原発事故の深刻な反省の上で策定されなければならなかった新規制基

準のうち，耐震設計に関する部分は，福島原発事故の原因を津波と決めつけ

ることで従来の耐震設計審査指針の考え方を概ね維持した。そして，その実

質的な内容を定めた基準地震動ガイドの文言は，「適切に選定していることを

確認する」「適切に評価されていることを確認する」「必要に応じて選定して

いることを確認する」といった抽象的な表現のオンパレードであって定量的

な規制ができる文言になっていない。しかも，第５の５(1)で記載したように，

原子力規制委員会は，事業者がした基準地震動の策定過程を実質的にチェッ

クできないことが判明したのであるから，このようにして策定された本件原

発の基準地震動を市民が安心して受け入れることは，到底できないのである。 

 

以上 

 


