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被告・関西電力の準備書面(3) への意見書 
 

 原告団長 竹本修三 （京都大学名誉教授：固体地球物理学・測地学） 
 

１．全体の印象 

2015 年 5 月 21 日付の被告・関西電力の準備書面（3）の 9～10 頁に書かれている基本的

な考えを読むと、関電としては、原子力規制委員会が求める「基準地震動」について、過去

の記録や詳細な現地調査等の結果に基づき、厳しく定めて、原発の諸施設が余裕をもってそ

れに耐え得るように耐震安全性を設計しているので、地震に対する安全性は確保されている

という主張であると理解する。その方向に沿ったこれまでの「基準地震動」の実際の取り扱

いについては、24 頁以下に次のような説明がある。少し長くなるが、以下に引用しておく。 
 

大飯発電所 1 号機および 2 号機の建設時（～1979 年）には、まだ「基準地震動」という言

葉は用いられていなかった。しかし、（社）日本電気協会が策定した規格である「原子力発電

所 耐震設計技術指針と基本的に同様の考え方により、発電所建設地点およびその周辺の過去

の地震被害記録や地形・地質調査の結果等を踏まえ、大飯 1、2 号機の耐震設計に用いる地

震動として、最大加速度が 270 ガルの地震動と最大加速度が 405 ガルの地震動とを設定した。 

1981 年に、原子力安全委員会により「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」が制

定された。これは、発電用軽水型原子炉の設置許可申請(変更許可申請を含む)に係る安全審

査において、耐震安全性確保の観点から耐震設計方針の妥当性について判断する際の基礎を

示すことを目的として定められたものであり、従来から実務上行われていた安全審査の内容

を明文化したものであった。 

1991 年に稼働した大飯 3、4 号機の建設時には、本件発電所敷地周辺について、文献調査、

空中写真判読、現地調査等による活断層調査を実施した上で、原子力安全委員会の「耐震設

計審査指針に照らし、大飯 3、4 号機の耐震設計のための地震動として、設計用最強地震を考

慮して、基準地震動 S1(最大加速度 270 ガル)を、設計用限界地震を考慮して、基準地震動

S2(最大加速度 405 ガル)を策定した。 

その後、兵庫県南部地震（1995 年 1 月）を契機とした知見の蓄積と地震動評価手法の著し

い発展があった。原子力発電所についても、原子力安全委員会が、平成 8（1996）年度から、

耐震設計審査指針に反映するべき新たな知見・技術の情報の収集と整理を実施して、平成 13

（2001）年度に、地質学、地震学、地震工学等の専門家で構成された耐震指針検討分科会を

設置した。そして、約 5 年間にわたる分科会の審議を経て、平成 18（2006）年 9 月に、耐震

設計審査指針が大きく改訂されるに至った。 
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この平成 18 年改訂後の耐震設計審査指針では、従来、「基準地震動 S1」と「基準地震動 S2」

の 2 種類の基準地震動を策定することとなっていたものが「基準地震動 Ss」に一本化され、

基準地震動の策定にあたって震源として考慮する活断層の活動時期の範囲が拡張されるとと

もに、基準地震動の策定方法も高度化された。「基準地震動 Ss」は、震源を特定した「検討

用地震」を選定して策定される「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」と国内外の観

測記録をもとに策定される「震源を特定せず策定する地震動」とに基づいて策定されること

とされた。それに基づき、大飯発電所の Ss は 700 ガルと策定された（40 頁）。 

そして、2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所事故を受け

て、原子力安全委員会は原子力規制委員会に改組され、規制委員会では「新規制基準」を定

めた。これに伴い、関西電力では、大飯発電所の基準地震動をより保守的で厳しいものとな

るように見直し、敷地内で Ss－1～Ss－19 の基準地震動を求め、最大は Ss－4 の 856 ガルと

策定された（43 頁）。 

 

以上の「基準地震動」の実際の取り扱いについての説明を含めて、本準備書面（3）は、168

頁に及ぶ大部の書面であり、関電が大飯原発の耐震安全性についていかに細かく検討してき

たかということを、専門用語をちりばめて詳しく述べている。しかし、こちらが知りたいこ

とについては、微妙に焦点を外しているという印象を受けた。 

本書面でしばしば出てくる「保守的」、「保守性」という言葉は、本件発電所での地震動が

大きくなる方向で評価するなど、安全性を高めるために厳しい評価を行うことであるとの説

明（9 頁、脚注 2）があるが、この言葉を私企業たる関西電力を守るための「保身的」、「保身

性」という意味であると解釈すると、この書面はそれなりに理解できる。 

本書面の 130 頁までの説明について、以下に（１）～（４）の 4 つの疑問を呈しておく。 

（１）FO－B～FO－A 断層と熊川断層の連動について 

（２）上林川断層について 

（３）わが国に起こりうる地震の規模について 

（４）「新規制基準」は原発の安全性を確保するものであるか？ 

 

（１）FO－B～FO－A 断層と熊川断層の連動について 

書面の 51 頁、図表 16 に若狭湾周辺の主な活断層の分布が示されているが、これを本稿で

図１として再掲しておく。この図を見ると、大飯発電所の近くに北西から東南に FO－B、FO

－A および熊川断層の 3 つの断層が並んでいる。FO－B～FO－A 断層と熊川断層は約 15km
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の離隔を有しているので、被告は、両断層は連動しないと考えていた（53 頁）。またこれら

の断層が連動していることを示す地質構造も認められなかったが、より安全側に考えて、こ

の 3 つの断層が連動して動くことを想定すると、断層の長さ 63.4km、マグニチュード 7.8

の地震に相当する（66 頁）。これを「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の基本ケ

ースと考え、Ss を求めると最大で 856 ガルの値が得られたという。 

 

 

図１ 若狭湾周辺の主な活断層の分布（書面 51 頁より引用）。 

 

被告は、兵庫県南部地震（1995年1月）を契機とした知見の蓄積と地震動評価手法の著しい

発展を原子力発電所の耐震設計にも生かすべく、努力をしたと書面には随所に書かれている。

しかし、FO－B～FO－A 断層と熊川断層は連動しないと最近まで考えていたことは、過去の

歴史を正しく認識していないと批判せざるを得ない。 

1995 年 1 月 17 日に発生した兵庫県南部地震（M7.3）の場合、震源領域の長さ 50km 超、

深さ約 5～18km の断層面が一度に破壊することを示唆する長い活断層の存在は、地震の前に
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一般には認められていなかった。それまでは神戸市側では短い断層が雁行する六甲断層系と

淡路島側では野島断層などの短い断層が何本か存在することが知られていたに過ぎない。 

われわれ専門家は、次にこの領域で起こる内陸地殻内地震としては、神戸－淡路島間より

も、その西側にある岡山県東部から兵庫県南東部にかけて分布する全長約 80km の山崎断層

系の方が危ないと考え、山崎断層系周辺の地震・地殻変動観測体制を強化していた。神戸－

淡路島間については、それまで知られていた活断層分布や兵庫県南部地震直前の微小地震の

活動度の変化を見ていても危険が差し迫っているとは考えられなかった。また、京都大学が

神戸市の六甲高雄地殻変動観測室で行っていたレーザー伸縮計を用いた高精度地殻変動連続

観測のデータにも地震の前兆的ひずみ変化はまったく観測されなかった。 

兵庫県南部地震が起こる 1 年 1 か月前の 1993 年 12 月に神戸市のポートアイランドで 23

カ国、189 名の世界的に著名な地殻変動研究者を集めて第 8 回地殻変動国際シンポジウムが

アジアで初めて開催された。私はこの国際シンポジウムの組織委員会事務局長兼実行委員長

を務めたが、参加した研究者のなかで、会場となった神戸国際会議場を震源域に巻きこむよ

うな M7.3 の内陸地殻内地震が 1 年 1 か月後に起こると考えた者は誰もいなかった。地震予

知に関する学問のレベルはこんなところであり、昭和 40（1965）年に発足したわが国の地震

予知（研究）計画でも、これまでに明瞭な地震の前兆現象は見いだされていない。 

事前に震源域全体を含むような大きな活断層が指摘されていなかった兵庫県南部地震のケ

ースも含めて、M7 クラスの内陸地殻内地震の予知は難しいという学問レベルの現状を当然

承知していた被告は、原子力発電所の安全性を確保するために、FO－B～FO－A 断層と熊川

断層とが連動して動く場合についても、もっと早い段階から検討すべきであった。そして、

「より安全側に考える」（53 頁）という立場であれば、モデルケースの一つとして、地震断

層面が発電所敷地直下を横切る場合の計算例も示して欲しかったが、関係者の暗黙の了解と

して、このようなケースはあり得ないと考えているようである。 

現在得られている大飯原子力発電所の基準地震動（最大加速度）Ss は、856 ガルというこ

とであるが、それを求める評価のプロセスへの疑問を述べる。まず、評価の手順としては、

「応答スペクトルに基づく地震動評価」を最初に試みて、岩盤における合理的な設計用地震

動評価手法である「耐専式」（62 頁の脚注 100）を用いて評価しようとした。しかし、「この

想定地震（M 7.8）は等価震源距離が 11.0km であり，耐専式における『極近距離』に比べ

て著しく短いため、その地震動評価に耐専式を用いるのは適当ではないと判断した」（66 頁）

と書かれている。要するに「耐専式」は発電所敷地のごく近傍を地震断層が走る場合には使

えないということである。132 頁には、FO－A～FO－B～熊川断層の連動を想定した検討用
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地震の「震央距離」は、敷地から 3km と書かれているのに等価震源距離を 11.0km としている

のも作為的な感じがするが、このような場合に「耐専式」を用いて基準地震動（最大加速度）

を評価するのは無理なようである。 

そこで関電は、「断層モデルを用いた手法による地震動評価」を試みている。この手法では、

断層長さ、断層傾斜角、断層上端・下端深さ、断層面積（S）、地震モーメント（Mo）、短周

期レベル（A）、アスペリティ面積（Sa）、平均応力降下量（Δ、σ）、破壊伝播速度（Vr）等

の震源特性に関する様々なパラメータ（震源断層パラメータ）設定して、55 ケースを評価し

たと書かれている（73 頁）。そして、ほとんどは準備書面としては不必要と思われる膨大な

量の計算結果を示したうえで、得られた最大加速度は、103 頁の図表 47 に示されている Ss-4

のケースの水平方向（EW 成分）で 856 ガルであったという。 

ここまでの評価のプロセスを見てきて、関電側が基準地震動を見積もるのに大変な労力を

かけていることはよく理解できた。しかし、これだけ膨大なトリパタイト図の計算結果を準

備書面に盛り込む必要性があるのかどうかは疑問に思う。逆に重要なことは隠していて、そ

こに目を向けさせないために、狭い範囲の専門家でないと理解が難しいパラメータをいろい

ろ変化させた計算結果を示して、素人にはわからないだろうが、関電はこれだけの努力をし

ているのだということを示したかったのではないかと思った。 

それよりも、もっと基本的なことで関電側に聞きたいことがある。疑問に思うのは、この

準備書面に示されている敷地内の基準地震動（最大加速度）の評価の計算では、地表に現れ

た過去の活断層の位置が、今後、この活断層で内陸地殻内地震が起きるとしても変わらないと

いう前提に立っていることである。つまり、検討用地震は、過去に活動した活断層が地表に姿

を現した位置を基準に想定していて、検討用地震の地震断層が大飯発電所を横切るケースは

あり得ないとしている。図 1 に示されている大飯発電所と FO－B～FO－A 断層と熊川断層

の位置関係で、大飯発電所に近い FO－A 断層の最も敷地に近い距離は 3km であり、検討用

地震の断層モデルもこれ以上敷地に近づくケースは考えていない。 

同じ活断層で内陸地殻内地震が繰り返し起こった場合、地中の同じ震源（破壊開始点）からス

タートした地震であっても、断層面の進む向きは異なる可能性がある。活断層で次の内陸地殻内

地震が起きる場合、準備書面(3)に示されているように、過去の地震断層が地表に現れたのと

同じ位置に断層面が現れると考えるだけでよいものであろうか。 

次の図 2 を見ていただきたい。この図は、同じ活断層で内陸地殻内地震が繰り返し起こっ

た場合、地中の同じ震源（破壊開始点）からスタートした地震であっても、その時々の三次

元的な地殻内応力の分布状態によって、断層面の進む向きは異なる可能性があることを示し
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ている。断層面の傾きが数度違えば、地表に現れる断層は別のところに顔を出すことになる。 

過去の活断層が地表に現れた位置を不変としてモデルを組み立てるのではなく、発想を変えて、

同じ震源（破壊開始点）から始まった内陸地殻内地震であっても、地表に現れる場所は異な

ると考えれば、次の地震では、断層面の傾きによって、大飯原発の敷地直下を断層面が横切

る可能性も考えられるのではないか。このような場合の計算例も、ぜひ示していただきたい。 

 

 

図 2 地表に現れる地震断層。 

 

（２）上林川断層について 

書面 53～54 頁に上林川断層の長さについては，「断層の存在が明確な範囲は約 26km であ

るが、西端部が不明瞭であることから、断層の存在を明確に否定できる福知山付近まで延長

して，保守的に 39. 5km と評価している。」と書かれている。また、54 頁には「走向が本件

発電所向いている上林川断層」とも明記されている。図１に示されている上林川断層の東端

部を延長すると、大飯発電所の敷地に向っていることは、誰が見ても明らかである。しかし、

上林川断層東端部の延長上の空白域で内陸地殻内地震が起きた場合については、何も言及さ

れていない。 

既存の活断層の延長上の空白域で M7 クラスの地震が起こった例がこれまでに国内外で知

られているが、一つの例として、2005 年 3 月 20 日に発生した福岡県西方沖地震（M7.0）の

場合を示しておく。この地震の近くの陸域には警固（けご）断層という活断層が認められて

いたが、福岡県西方沖地震はその北西延長上の玄界灘の地震空白域で発生した（図 3）。地震

調査研究推進本部（http://www.jishin.go.jp/main/yosokuchizu/katsudanso/f108_kego.htm)

は、この地震に関して以下のように述べている。 

 

警固（けご）断層帯は、玄界灘から博多湾を経て、福岡平野にかけてほぼ北西－南東に分
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布する活断層帯です。2005 年の福岡県西方沖の地震は、従来からその存在が認められていた

陸域の警固断層の、北西延長上の玄界灘で発生しました。この地震の余震域と警固断層は、

直線上にほぼ連続していることから、一連の活断層帯であると考え、これらをまとめて警固

断層帯として扱っています。 

 

図 3 福岡県西方沖地震（M7.0、2005 年 3 月 20 日）、地震調査研究推進本部。 

（http://www.jishin.go.jp/main/yosokuchizu/katsudanso/f108_kego.htm) 

 

専門家は、福岡県西方沖地震の余震域とそれまで陸域で認められていた警固断層が直線上

にほぼ連続していることから、この地震以後は、これらを含めて一連の活断層帯であると考

え、それをまとめて警固断層帯として扱っている。空白域で地震が起きた後でこれを言う学

者も無責任だとは思うが、図 3 に示した例から考えても、大飯発電所の「敷地ごとに震源を

特定して策定する地震動」の上林川断層の扱いとしては、福岡県西方沖地震の場合と同じよ

うに、既存の活断層の延長上で大飯原発に達する内陸地殻内地震が起こることも想定して、

モデル計算を行うべきであった。西端部を福知山付近まで延長するよりも、東端部を大飯発

電所まで延長して考えた場合の結果を聞きたかった。その場合には、大飯原発の基準地震動

は 856 ガルでは到底納まらなかったのではないか。 
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（３） わが国に起こりうる地震の規模について 

本準備書面(3)の諸計算の基礎となっているわが国に起こりうる地震の規模について、被告

側の主張の基本的な誤りを指摘しておく。 

『太平洋側の海・陸プレート境界付近で発生する「プレート間地震」では M8 超の巨大地

震が起こりうるが、内陸部や日本海側で発生する「内陸地殻内地震」では通常 M7 どまりで

あり（15 頁）、最大のものは、1891 年 1 月 18 日の濃尾地震（M8.0）である（47 頁 図表 15

および 52 頁 図表 17）』という被告の主張は、国立天文台が編集した「理科年表」の「日本

付近の主な被害地震の震央」に示されている震央分布（図 4）を引用しても被告側にとって

異存はないと考える。 

 

図 4 日本付近の主な被害地震の震央（理科年表、丸善株式会社、2011）。 

 

図 4 に示されているのは、わが国の気象台に地震計が配置され、地震波形の観測データが

残されるようになった明治 18(1885)年以降の高々130 年の主な被害地震の分布図であること
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を認識していただきたい。この間に海・陸のプレート境界に近い太平洋側では M8 超の海溝

型地震がたびたび起こっている。しかし、書面でも指摘されているように、このような太平

洋側の海溝型巨大地震は、若狭湾の原発群に直接大きな影響を及ぶすとは考えなくてもよい

であろう。 

一方、若狭湾の原発群にも大きな影響を及ぼす内陸の地殻内断層地震の最大のものとして

は、1891 年の濃尾地震（M8.0）が知られているが、1,000 年オーダーで考えたとき、高々130

年のデータから求められた図 4 の「内陸地殻内地震」の最大マグニチュードを超える地震が

起きないと言い切れるであろうか？ 観測地震学の研究が始まる前の地震マグニチュードは、

古文書に残されている震災記録から見積もられているが、記載漏れ等もあって、実際のマグ

ニチュードが小さめに見積もられている可能性も考えられる。 

ここで、すこし脇道にそれるが、同じく気象庁が扱っている雨量のデ―タについて考えて

みよう。図 5 は、京都気象台で観測された雨量データに基づく日降水量と時間降水量を示し

てある。1880 年 11 月～2015 年 6 月までの観測期間で最大の日降水量は、1959 年 8 月 13

日の 288.6mm である。また、1906 年 1 月～2015 年 6 月までの期間で最大の 時間降水量は、

1980 年 8 月 26 日の 88.0mm であることが示されている。 

 

図 5 京都気象台の雨量データ。 

 

京都気象台で観測された 135 年間（1880～2015 年）の最大の日降水量は、1959 年 8 月 13

日の 288.6mm であるが、これが観測されるまでは、1935 年 6 月 29 日の 281.6mm が最大

であったことを図 5 から読み取って欲しい。これから学ぶことは何か？ 観測期間が長くな

れば、降水量の最大値も変わってくるということである。今後、さらに観測期間が増えて、

1,000 年オーダーで考えたとき、135 年間に京都気象台で観測された降水量の最大値を超える

値が観測されうる可能性は当然予想できる。同様に考えると、図 4 に示した高々130 年のデ

ータに基づいた内陸の地殻内断層型地震の最大は M8.0 であったが、これを 1,000 年オーダ
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ーで考えたとき、私は一人の地球物理学者として、M8.0 を超える内陸の断層型地震は起こら

ないと断定できる自信はない。 

被告・関電は、若狭湾周辺の断層型地震は M7 どまりであると考えて原発の安全設備を考

えているが、万一それを超える地震が起きたら「それは想定外でした」と言って済ませるで

あろう。しかし、それを国民が許せるかどうかは疑問に思う。 

 

（４）「新規制基準」は原発の安全性を確保するものであるか？ 

この準備書面(3)の第 6 章 結語（159～160 頁）は、以下の言葉で結ばれている。  

本件発電所の「安全上重要な設備」 は，全て基準地震動に対する耐震安全性を備えるよう

にしており、また、実際には、「安全上重要な設備」の耐震性は、基準地震動に対して余裕を

有することになるので、万一、本件発電所敷地に基準地震動を超える地震動が到来すること

があっても、「安全上重要な設備」が直ちに機能喪失し、本件発電所が危険な状態に陥ること

にはならない。 

以上より，本件発電所の地震に対する安全性は確保されており，地震に起因して，原告ら

の人格権を侵害する具体的危険性が生じることはない。 

 

つまり、関電は、古くは昭和 56（1981）年の原子力安全委員会の指針（26 頁）、最近では

東北地方太平洋沖地震後の原子力規制委員会の「新規制基準」に照らして厳密な「現状評価」

（42 頁）を行い、「耐震設計については、安全上重大な問題があるものではない」と結論付

けている。このように、関電は内閣府原子力委員会の指針を忠実に守り、余裕をもって対策

を講じてきたのだから、「原告らが主張するような人格権を侵害する具体的危険性が生じるこ

とはない」と、言いきっている。しかし、原子力規制委員会の「新規制基準」が原子力発電

所の安全性を確保するものではないと言うことになると、関電側の主張は根底から崩れるこ

とになる。 

2015 年 2 月 12 日に原子力規制委員会の田中俊一委員長は、九州電力川内原発 1, 2 号機（鹿

児島県）と関西電力高浜 3, 4 号機（福井県）が新規制基準に基づく審査に合格したと発表し

た。そして同年 2 月 18 日の記者会見で、同委員長は、「（原子力施設が立地する）地元は絶対

安全、安全神話を信じたい意識があったが、そういうものは卒業しないといけない」と述べ

たという（共同通信）。さらに、「運転に当たり求めてきたレベルの安全性を確認した」が「絶

対安全とは言わない」と繰り返し説明していたそうだ。確かに、原子力規制委員会のホーム

ページを見ると、新規制基準は「原子力施設の設置や運転等の可否を判断するためのもの」
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で、「絶対的な安全性を確保するものではない」と書かれている。つまり原子力規制委員会は、

「安全審査」を行う機関ではなく「適合性審査」を行うものである。広く国民一般が納得で

きる「安全審査」をこの規制委員会に求めることは、無理なようである。 

その後、2015 年 4 月に出された二つの地裁の原発再稼働差止仮処分判決で、4 月 14 日に

福井地裁で樋口英明裁判官は、「高浜 3, 4 号機の原子炉を運転してはならない」という決定を

下した。一方、同年 4 月 22 日に鹿児島地裁では前田郁勝裁判長から「川内原発 1, 2 号機再

稼働稼働等差止仮処分の申立には理由がない」として却下が言い渡された。この 2 つの地裁

の判断の違いは、裁判官の原子力規制委員会の新規制基準に対する認識の差を表している。

どちらの地裁の判断も、1992年10月29日の伊方原発訴訟の最高裁判断を踏まえているが、結

果は 180 度違う方向を向いている。 

高浜原発仮処分に関する福井地裁の樋口裁判長の見解では、「万一の事故に備えなければな

らない原子力発電所の基準地震動を地震の平均像を基に策定することに合理性は見いだし難

いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる」と述

べたうえで、「新規制基準は、穏やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保され

ていない」と断じている。この見解は、大飯原発差止京都訴訟において、われわれ原告側が

述べてきた主張と軌を一にするものである。 

これに対して、川内原発仮処分に関する鹿児島地裁の前田裁判長の見解は、「新規制基準は、

(中略)、専門的知識を有する原子力規制委員会によって策定されたものであり、その策定に至

るまでの調査審議や判断過程に看過し難い過誤や欠落があるとは認められないから、(中略)、

その内容に不合理な点は認められない」として、原子力規制委員会が新規制基準に基づき合

格と認めた川内原発 1, 2 号機の再稼働に、裁判所が独自の立場から判断を下すことは不適切

であるということで申立を却下した。これは、1992 年の伊方原発訴訟の最高裁判断の一部を

そのまま踏襲していて、担当裁判官としては、原子力規制委員会の新規制基準が原発の安全

性を確保するものかどうかについては、何も判断しなかったということを示している。2011

年3月11日の東北地方太平洋沖地震および福島第一原子力発電所の過酷事故を経験する前な

らともかく、このような原発事故を経験した裁判官は、一人の日本人として、ひとたび原発

事故が起きればどのような事態になるか、また、福島第一原発の事故が例外中の例外ではな

く、地震大国日本の全ての原発が同じような危険性をはらんでいることに思いを馳せ、原子

力規制委員会の新規制基準について、裁判官自身の見解を述べて欲しかった。 

2015 年 4 月 20 日に和歌山県の仁坂吉伸知事が記者会見で、関西電力高浜原発（3, 4 号機）

の再稼働差し止めを命じた福井地裁の仮処分決定について、「判断がおかしい」と批判したと
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報道された。同知事は、樋口裁判長について「（原発の）技術について、そんなに知っている

はずがない。裁判長はある意味で謙虚でなければならない」とも強調したという。樋口裁判

官の昨年 5 月 21 日の判決主文と今年 4 月 14 日の仮処分決定の本文を丹念に読むと、文系出

身の人なのに原発問題を実によく勉強していることがわかる。同じ文系出身の仁坂和歌山県

知事よりも、樋口裁判官の方が原発問題に関してずっと深く考察している。「そんなに知って

いるはずがない。もっと謙虚になれ」という言葉は、そっくり仁坂知事に返したい。 

 

２．「原告らの主張の誤りについて」の反論 

（１）若狭湾周辺地域における大地震発生の可能性について 

130～132 頁の「『震源を特定せず策定する地震動』に関する原告らの主張の誤り」に関し

て、関電側の主張は、中央防災会議の「東南海、南海地震等に関する専門調査会」が平成 20

年 12 月に取りまとめた「中部圏・近畿圏の内陸地震に関する報告」に基づいていると考えら

れる。この報告では「活断層が地表で認められない地震規模の上限については、今後の学術

的な議論を待つ必要もあるが、防災上の観点から、今回の検討では，M6 台の地震のうち大

きなものとして M6. 9 を想定する」と述べられている。さらに、大飯発電所の場合は、敷地

近傍（震央距離 3km）に FO－A～FO－B と熊川断層という長い活断層（断層の存在が現実

には確認されていない区間も含めて 63.4km）が存在することを想定し、これによる地震

（M7.8）が生じ得るとの前提で、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」を評価して

いるので、何ら問題はないと主張する。 

しかし、その計算過程で、検討用地震の断層面が大飯発電所の敷地直下を通過するケース

については述べていないし、上林川断層の延長上に大飯発電所が存在するが、既存の活断層

の延長上の空白域で内陸地殻内地震が起こる可能性についても何ら言及されていない。この

ことは、「結論先にありき」ということで、関電は原子力発電所の安全性を高めるために厳し

い評価を行うという意味で「保守的」「保守性」という言葉を使っているが、これは私企業た

る関西電力を守るための「保身的」、「保身性」と判断せざるを得ない。 

準備書面（3）の「第 5 章 原告らの主張の誤りについて」の最初の「第 1 若狭湾周辺地域

における大地震発生の可能性を強調する主張について」（124～132 頁）の 125 頁に、以下の

ように述べられている。 

 

原告らは，訴状において、日本列島は地震多発地帯であるとした上で、「若狭地方には、多

くの活断層がある。そして，近年、その周辺地域（鳥取県、丹後半島、岐阜県、福井県嶺北
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地方）では大地震が起こっているのに、若狭地方では大地震が起こっていない。次の大地震

は、地震の空白地帯で起こるというのは、地震学の常識である」などと述べ、本件発電所が

位置する若狭湾周辺地域で，近い将来いつ大地震が発生してもおかしくない旨強調する。 

  

被告側は、この個所を問題視しているが、原告側としては、この主張は基本的に間違って

いないと考える。ただ、被告側が原告側の第 2 準備書面を読んで、若狭地方が活断層の集中

する特異なところであると理解したとするとそれは誤解である。われわれの主張は、国内で

中部・近畿地方には多数の活断層が見出されているが、若狭地方も例外ではなく、多くの活

断層が存在するというものである。それは図 6 を見れば、明らかであろう。 

 

図 6 近畿地方の内陸の活断層で発生する地震（地震調査研究推進本部）。

（http://www.jishin.go.jp/main/yosokuchizu/kinki/kinki.htm） 

 

 この図は、地震調査研究推進本部が「近畿地方の内陸の活断層で発生する地震」として現在

問題視している活断層の分布図であり、推進本部のホームページから検索できるが、これを見

ても、若狭湾を含む近畿及びその周辺地域で多数の活断層が見出されていることが理解できる。
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これに関連して、若狭地方をあたかも特異な地域のように“活断層の巣”と書いた下記の記

事（図 7）の見出しは、適切でないとわれわれは考えている。 

 

 

図 7 2011 年 10 月 10 日付のしんぶん「赤旗」の記事。 

 

次に、この章の補足説明として、多くの活断層が見出されている近畿及びその周辺地域に

おける地殻ひずみの進行状況を示しておく。 

国土地理院が 1883～1994 年の過去 111 年間の測量結果のデータを用いて明らかにした中

部および近畿地方の地殻変動は、ほぼ東西方向に年間 1×10－７程度の割合で縮む方向のひず

み変化を示している（http://www.gsi.go.jp/cais/HIZUMI-hizumi4-100.html）。地殻内に約

10－４のひずみが蓄積すると、地殻はそのひずみに耐えられずに破壊し、地殻内断層型地震が

起こることになる。年間 1×10－７の割合でひずみが蓄積すると、1,000 年で 10－４に達するか

ら、地域を限って考えれば、同じ場所で早ければ 1,000 年に 1 度、地殻内断層型地震が繰り

返することになる。図 8 に福知山－彦根間の 10 年間の基線長変化を示してある。この図は、

近畿地方北部の平均的な地殻ひずみの進行状態を表すと考えてよい。 
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図 8 を見ると、2011 年 3 月 11 日に東北地方太平洋沖地震（M9.0）が起こるまでは、福知

山－彦根間の基線長変化は、年間約 1cm 弱の割合で一様に縮んでいた。福知山－彦根間は、

ほぼ東西に並んでいて、約 100km 離れている。この 2 点（福知山と彦根）の間の距離が年間

1cm 縮むと、この周囲で 10－７（1cm /100km）/年の割合でひずみが蓄積することになる。 

 

 

 図 8 福知山－彦根間の 10 年間の基線長変化（国土地理院の GPS データによる）。 

 

ところが、図 8 からわかるように、2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震の際に、福

知山－彦根間の基線長間の距離は、2cm 近く延びた。この地震の後に近畿地方のひずみ変化

のトレンドは小さくなったが、1 年後くらいから再び縮みのトレンドが優勢になった。しか

し、まだ地震前の 10－７/年に近い縮みのトレンドには戻っておらず、地震前のトレンドに戻

るまでにはあと 2～3 年はかかりそうである。 

実は、私は 2010 年ごろに京都付近の過去の被害地震を調べていた。京都の神社仏閣に被

害を及ぼし、多くの死者を出した京都付近の内陸地殻内地震の最近のものは、文政 13 年 7

月 2 日（1830 年 8 月 19 日）の亀岡を震源とする M=6.5 の地震（文政京都地震）であった。

この地震で、死者約 280 名が出たほか、二条城や御所も多大の被害を受けた。その前の地震
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は寛文 2 年 5 月 1 日（1662 年 6 月 16 日）に起きた M=7.5 の地震（寛文地震）である。こ

の地震で京都の町屋倒壊 1 千、死者 200 余の被害を受けている。京都は、このように、ほぼ

150～200の間隔で大きな内陸地殻内地震に見舞われている。1830年の文政京都地震から180

年経った 2010 年に「ぼつぼつ、京都でも次の被害地震が危ないかな」と考えていた矢先に

2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震（M9.0）が起きた。図 8 を見てわかることは、こ

の海溝型巨大地震の影響で近畿地方も東に大きく引っ張られたために、それまで年間 10－７

弱の割合で縮んでいたこの地域のひずみ変化が、2 年間分ほど解消されたことである。今の

学問レベルで、この程度のことは言えるが、次の京都付近の被害地震が何年何月に起こるか

は予知できない。 

ところで、次の南海トラフの海溝型巨大地震の前後に、日本海側の内陸地殻内地震の地震

活動が活発化すると指摘する学者も多い。その根拠は、1944 年 12 月 7 日東南海地震（M7.9）

と 1946 年 12 月 21 日の南海地震（M 8.0）の 2 つの南海トラフの巨大地震の前に 1925 年 5

月 23 日の北但馬地震（M6.8）、1927 年 3 月 7 日の北丹後地震（M7.3）、1943 年 9 月 10 日

の鳥取地震（M7.2）が起きており、南海トラフの巨大地震の後に 1948 年 6 月 28 日の福井

地震（M7.1）が起こっているからである。 

次の南海トラフの巨大地震は 2038 年ごろに起こるという説もある（尾池和夫：2038 年 南

海トラフの巨大地震、マニュアルハウス、2015）。そうなると、もうぼつぼつ若狭湾付近の

M7 クラスの内陸地殻内地震も警戒しなければならないのではなかろうか。次の被害地震は

京都付近が先か、若狭湾が先かは、わからないが…。 

以上が、「若狭湾周辺地域における大地震発生の可能性」について、われわれが指摘したこ

との補足説明である。 

 

（２）「既往最大」に関する主張について 

「第 5 章 原告らの主張の誤りについて」の「第 2 『既往最大』に関する主張について」

の 134 頁に以下のように書かれている。 

「原告らは，訴状及び原告ら第 2 準備書面において、原子力発電所の地震対策は“少なく

とも『既往最大』、すなわち、人間が認識できる過去において（・・・）生じた最大の地震・・・

を前提にした対策を採らなければ、十分な安全性を有しないと解するべきである”と繰り返

して主張しているが、地域性の違いを無視して他の地点における『既往最大』の最大加速度

値を単純に援用するのは 誤りである。」とした上で、原告らが「既往最大」の具体的内容と

して挙げる地震動の最大加速度の記録は、いずれも本件発電所の基準地震動が過小であるこ
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との根拠にはならないと主張している。関電側のこのような主張の危うさというか、傲慢さ

を以下に指摘しておく。 

まず、昭和 59（1984）年の長野県西部地震（M6.8）で見られた飛び石現象（黒磯・他：1984

年長野県西部地震の地変および大加速度域の調査、京都大学防災研究所年報、28 号 B-1、1985）

についてであるが、黒磯らは、このような現象が起きるには、地球の重力加速度（980 ガル）の

15 倍の地震加速度、すなわち 15,000 ガル程度が働かなければならないと述べている。これに対し

て、関電側は、翠川ほか（1988）の研究を引用して、「長野県西部地震で見られた石の跳躍現

象は、地盤と、地盤に一部埋め込まれた石が、地震の揺れによって振動する際に相互に押し

引きし合い、互いの振動に影響を与え合ったことによるものであり、長野県西部地震の震源

域での地震動の強さが他の地震と比べて格段に大きかったと考える必要はない」（135 頁）と

主張したうえで、「地球の重力加速度の 2 倍（1,960 ガル）程度でこのような現象は起こりうる」

（136 頁）と述べている。 

 

図 9 1984 年の長野県西部地震(M6.8）で見られた飛び石現象（黒磯・他、1985）。 

 

しかし、この M6.8 の地震の際に、1km×3km の狭い範囲ではあるが、このような飛び石

現象が点在して見つかったのは事実である。最大の飛び石の寸法は、33×28cm、高さ 26cm

で、重さは 20～25kg と見積もられている（図 9）。穴の深さは中心部で 16cm であり、水平

距離で 35cm 飛んだ。 

地表に浮いている石は、地球の重力加速度（980 ガル）を超える地震加速度を受けると地上

に跳び上がる。しかし、地中に埋まっている石が地上に跳び上がるためには、地球の重力加

速度をはるかに超える地震加速度が働かなければならないと考える。 
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 関電に要求したいことは、黒磯らが見つけた飛び石現象の上から見た寸法が 33×28cm、

高さ 26cm で、重さが 20～25kg の石が 16cm 埋まっていて、それが水平距離で 35cm 飛んだ

という事実を説明するためには、どれだけの大きさの地震加速度が働かなければならないか

を実験的に確認していただきたいということである。そして、そのような現象が起きるため

には、15,000 ガルの地震加速度が働かなければならないか、あるいは 2,000 ガル以下でも起こり

得るかを明らかにしてほしい。M6.8の地震で、ごく狭い範囲に限られたピンポイント的な現象

ではあるとはいえ、埋まっていた 20kg を超える石が飛びだして、30cm 以上も飛んだという

ことは紛れのない事実であるから、どのくらいの地震加速度が働けばそのような現象が生じ

るかを、関電は解明する責任があると考える。 

159 頁に「『安全上重要な設備』は，全て基準地震動に対する耐震安全性を備えるようにし

ている」と書かれているので、岩盤に密着している原子炉本体などの重要な設備は十分な耐

震安全性を考慮していると推察する。しかし、M7 級の内陸地殻内地震がそう遠くない時期

に起きることが予測される若狭湾の原発群でも、地表に設置された配管類や送受信設備が、

上記の飛び石現象が起こるような内陸地殻内地震の地震加速度に耐えうるように設定できて

いるということも証明していただきたい。そうでないと、福島第一原発が東北地方太平洋沖

地震の際に津波が到達するより前の地震動の揺れによって、送電線の遮断機損傷や鉄塔倒壊

などの被害を受けて、原子力発電所の機能に重大な支障をきたしたようなことが、大飯原発

の地表に設置された耐震重要度の低い設備でも起きると困る。 

 「既往最大」に関することで、次に、防災科学技術研究所（以後防災科技研と略記する）

の強震計（加速度計）のデータについての見解を述べておく。2008 年 6 月 14 日の岩手・宮

城内陸地震（M7.2）の際に防災科技研の岩手県一関市厳美町の「一関西」観測点で 4022 ガ

ルの地震加速度を記録した。これは世界最大の加速度としてギネスブックの認定を受けたと

いう (http://www.bosai.go.jp/press/pdf/20110111_01.pdf) 。 

これについての関電側の主張は、137 頁に次のように述べられている。「岩手・宮城内陸地

震の際に 4,022 ガルという地震動が観測された地点と本件発電所敷地とは地域性に違いがあ

り、特に地盤の増幅特性（サイト特性）に関して大きな差異がある。かかる差異を考慮せず

に、前提条件が異なり同列には論じられない数値同士を単純に比較することはできない」。そ

して、この観測記録自体にも問題があるとしたうえで、138 頁では、「岩手・宮城内陸地震の 

4,022 ガルという最大加速度の観測値の存在をもって、本件発電所の地震動想定が過小であ

ることの根拠とすることは不適切なのである。」と断じている。 

この主張の誤りというか、独断性について以下に述べる。まず、功刀 卓（くぬぎ たかし）・
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他：強震観測－歴史と展望－、（地震第 2 輯、61 巻特集号、S19～S34、2009）に、K－net

および KiK－net について、以下のように書かれている。 

防災科技研の全国強震観測網（K－net）は、1995 年の兵庫県南部地震直後から整備が開

始され、全国を約 20km 間隔で均質に覆う 1,000 点規模の観測網であるが、2008 年 4 月 1

日時点の観測点数は 1,028 点である。また、基盤強震観測網（KiK－net）はその後、地震調

査研究推進本部の基盤的調査観測の一環として整備され、2008 年 4 月 1 日時点で全国の 694

個所に配置された。KiK－net の「一関西（いちのせきにし）」観測点で 4,022 ガルの地震加速度

を記録したのは、新型のKiK－net 06 型強震計の配備により、最大計測レンジが 2,000 ガルか

ら4,000ガルに引き上げられた、わずか数カ月後に得られたものである。 

 

以上の功刀・他（2009）の論文を読むと、「既往最大」の 4,022ガルに達する地震加速度が防

災科技研の「一関西」観測点で観測された 2008 年 6 月 14 日の数か月前までは、同観測点の加速

度計（強震計）は 2,000 ガルまでしか測定できなかったということがわかった。もっと早くから最

大計測レンジ：4,000 ガルの計器が「一関西」だけでなく、各地に配置されていたならば、4,000

ガルに達する地震加速度が別の地震の際に他の観測点で見出された可能性も十分考えられるのでは

なかろうか。 

また、「一関西」で観測された 4,022 ガルという地震加速度は、新型強震計の最大計測レンジ

（4,000 ガル）のほぼ上限に達する値であった。このことは、今後 5,000 ガル以上のレンジまで測

れる強震計が使用されるようになれば、「既往最大」の 4,022 ガルを超える地震加速度が見つか

る可能性も考えなければならない。 

さらに、防災科技研の加速度計は水平距離で約 20km 間隔の三角網を目安として全国に

1,000 点以上が配置されているが、これが 2km 間隔で配置される日が来て、もっと密に正確

な地震加速度が測定されるようになれば、1984 年長野県西部地震の際にピンポイントで見つ

かった飛び石現象のように、地球の重力加速度の 10 倍を超えるかもしれない地震加速度が見

つかる可能性もでてくるであろう。そうなると、原子力規制委員会の現在の「新規制基準」

は、まったく意味をもたないものになる。 

 

（３）他の原子力発電所で基準地震動を超過した事例について 

「第 5 章 原告らの主張の誤りについて」の「第 3 他の原子力発電所で基準地震動を超過

した事例について」（143～151 頁）の最初に、「基準地震動 Ss と基準地震動 S1・S2 の違い、

地震発生様式の違い、地域性の違い等、様々な相違を一切考慮せず同列に論じるのは誤りで




