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１ はじめに  

⑴	 本件は，本件基準地震動の審査の責任者であった島崎邦彦氏（以下「島崎

氏」という。）の指摘に基づき，本件基準地震動の過小評価のおそれは否定

できないとして，本件原発の運転差止めを求める事案であるところ，島崎氏

の指摘の要点は，下記のとおりである。	 

①	 垂直又は垂直に近い断層について，地震発生前の情報に入倉・三宅式

を当てはめると，地震モーメントが過小評価となる。	 

②	 本件基準地震動について，相手方が主張する「保守的な設定」を考慮

しても，入倉・三宅式を適用することによる過小評価のおそれは否定で

きない。	 

③	 本件基準地震動について，入倉・三宅式を適用して断層面積から地震

モーメントを求めるレシピ（ア）の方法による過小評価の問題を低減さ

せるためには，断層長さから直接地震モーメントを求めるレシピ（イ）

の方法を用いるべきであり，これは，レシピ修正の趣旨にも合致する。	 

上記島崎氏の指摘のうち，①と②又は③のいずれかが認められる場合は，

本件基準地震動の過小評価のおそれは否定できないことになる。	 

⑵	 原決定は，上記①について，「垂直又は垂直に近い断層について，断層長

さから断層面積を求めて入倉・三宅式を適用した場合，同じ断層長さから直

接地震モーメントを求める他の関係式を適用した場合に比して小さい地震モ
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ーメントの値が得られる可能性があることは否定し得ないところである」と

認めながら（３９頁），「各関係式に代入すべき断層長さの値も一律ではな

いこと」，「入倉・三宅式が熊本地震の震源インバージョンと矛盾しなかっ

たこと」を理由に（３９頁），「同式の成り立ちに即した適切な値を代入す

る限り，同式によって得られる地震モーメントの値は合理性を有する」とし

た（４０頁）。	 

しかし，入倉・三宅式が震源インバージョンの結果と概ね整合するように

成り立っているとしても，震源インバージョンは地震発生後でなければ実施

不可能であることは明らかであり，過去の地震記録がない場合には，地震発

生前にいかに詳細な調査を実施しても，震源インバージョンによって得られ

る震源断層の面積と同等の値を地震発生前に適切に代入することはできない。

この点から，原決定は，島崎氏の指摘に対して何ら判断を行っていないとい

える。	 

⑶	 原決定は，上記②について，相手方が主張する「保守的な設定」を理由と

して，「本件基準地震動の策定過程において，レシピ（ア）の方法を用いる

ことによる過小評価のおそれが一定程度考慮されている」とした（４３頁）。	 

しかし，島崎氏は，相手方が主張する「保守的な設定」など百も承知の上

で，本件基準地震動の過小評価を指摘しているのである。原決定は，島崎氏

が本件基準地震動の審査の責任者であった事実について，何ら言及していな

い。島崎氏は，相手方が主張する「保守的な設定」を知り尽くした上で，そ

れでも入倉・三宅式を適用することによる過小評価のおそれは否定できない

と指摘しているのである。本件に限らず，審査担当者，まして責任者の証言

は，特に重要である。原決定は，島崎氏が本件基準地震動の審査の責任者で

あったという重要な事実について，何ら留意しないままに判断を行っている。	 

また，上記のとおり，原決定は，「本件基準地震動の策定過程において，

レシピ（ア）の方法を用いることによる過小評価のおそれが一定程度考慮さ
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れている」と結論付けるが，レシピ（ア）の方法を用いる（入倉・三宅式を

適用する）ことによる過小評価の程度は桁違いの問題であり（甲１の１・２

７～２８頁），原決定が指摘する「一定程度」が具体的にどの程度を指すの

かは不明であるが，レシピ（ア）の方法を用いることによる過小評価のおそ

れを否定するに足りる不確かさの考慮について原子力規制委員会による審査

がされていないことは明らかである。	 

⑷	 原決定は，上記③について，「入倉・三宅式に代入すべき適切な震源断層

面積の値を得ることが容易でないという点でレシピ（ア）の方法が安定性を

欠いているのは，地震調査委強震動評価部会において，本件設置変更許可以

前に既に問題提起されていた」ことを認めながら（４０頁），事務局の説明

などを理由として，修正レシピが「レシピ（ア）の方法とレシピ（イ）の方

法との併用を要求する趣旨であると読むことは困難である」とした（４４

頁）。	 

しかし，原決定は，本件基準地震動の策定にあたってレシピ（イ）の方法

を使用していないことの合理性については判断していない。本件基準地震動

の策定にあたってレシピ（イ）の方法を使用すべきことは，島崎氏だけでな

く，レシピ修正時の地震調査委強震動評価部会の部会長である纐纈一起氏

（以下「纐纈氏」という。）も指摘しているところである（甲１０の１，

２）。平成２８年１２月のレシピの修正は，原決定も認める入倉・三宅式に

より地震モーメントを求めるレシピ（ア）の過小評価のおそれという問題を

浮き彫りにした重要な修正であると考えるが，これを措くとしても，レシピ

（ア）を適用した本件基準地震動の合理性を検証するためにレシピ（イ）を

適用することは容易であるにもかかわらず，相手方も原子力規制委員会も頑

なにこれを拒絶している。本件基準地震動の策定にあたって入倉・三宅式に

より地震モーメントを求めることによる過小評価の影響は，他の原発に比し

て特に大きい。本件基準地震動の審査の責任者であった島崎氏やレシピ修正
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を行った地震調査委強震動評価部会の部会長である纐纈氏の指摘を無視し，

レシピ（イ）を使用しないことに合理性はない。	 

⑸	 本件のように専門技術的な事項が問題になる事件においては，専門家の意

見が重要である。	 

島崎氏は，誰もが認める日本の地震学の権威であり，かつ，原子力規制委

員会委員長代理として本件基準地震動の審査を行った責任者である。島崎氏

は，名古屋高等裁判所金沢支部平成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本件基準地震動は過小評価になっている

と証言し，本件の審尋期日においても同内容の説明を行った。入倉・三宅式

の共同作成者である入倉孝次郎氏（以下「入倉氏」という。）も，①垂直又

は垂直に近い断層について，地震発生前の情報に入倉・三宅式を当てはめる

と，地震モーメントが過小評価となるという島崎氏の指摘を否定していない。

レシピ修正を行った地震調査委強震動評価部会の部会長である纐纈氏も，島

崎氏の指摘を支持している。	 

他方，相手方は，上記控訴事件における島崎氏の証人尋問の後，複数の専

門家の意見書を提出すると述べたが，上記控訴事件においても本件において

も一人の専門家の意見書すら提出できていない。	 

上記のような証拠構造からすれば，裁判所は，島崎氏の指摘を否定できな

いはずであるが，前記のとおり，原決定は，島崎氏の指摘に正面から向き合

うことなく判断を行っている。	 

⑹	 本件基準地震動の審査の責任者であった島崎氏が本件基準地震動は過小評

価になっていると述べることは，自らが責任者として行った審査が誤ってい

たと認めるに等しいことである。なぜ，島崎氏は，このように自らにも不利

になるような証言を行ったのか。島崎氏は，上記控訴事件で証言したこと等

の理由について，下記のとおり述べている（甲１１０「世界２０１８年１０

月号」７６頁）。	 
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私は規制委員退任後，（省略）垂直な断層の場合には地震の揺れについ

ても，「入倉・三宅式」では過小評価になることがわかりました。	 

二〇一六年の熊本地震では，そのとおりに揺れの予測が過小評価でし

た。誰の目にも明らかにもかかわらず，規制委員会は従来のまま「入倉・

三宅式」で良いとしています。大飯原発の運転差し止め訴訟で私が証言台

に立ったのは，このような経緯によるものです。司法がチェックできなけ

れば，大飯で地震が起こらないことを願うほかはない。	 

一万八千有余の人が亡くなり，重大な原発事故が起こったという事実

は，とてつもなく重いことです。	 

だから，犠牲になった一人ひとりの方の墓前で手を合わせるような気持

ちで，３・１１のようなことを二度と繰り返さないために私に何ができる

かを考えています。	 

島崎氏が自らにも不利になるような証言を行った理由が直接述べられてい

る訳ではないが，上記から読み取れるのは，重大な原発事故を二度と繰り返

させないためには何事も厭わないという島崎氏の科学者としての，人間とし

ての覚悟である。	 

原決定のように，島崎氏の指摘に正面から向き合うことなく判断を行うこ

とは許されない。	 

２ 入倉・三宅式の適用による地震モーメントの著しい過小評価  

⑴ 島崎氏の指摘  

島崎氏は，垂直又は垂直に近い断層について，地震発生前の情報に入倉・

三宅式を当てはめると，地震モーメントを他の関係式（武村式，山中・島崎

式及び松田式（地震調査委））に比して３分の１ないし４分の１に過小評価

してしまうことを指摘した（甲１の１・３～５頁，甲２・６頁）。	 
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現実に発生した地震で観測された地震モーメントと比較すれば，垂直又は

垂直に近い断層で地震発生前の情報に入倉・三宅式を当てはめると，地震モ

ーメントが著しく過小評価になってしまうことがわかる（甲１の１・６～８，

１６～１７頁，甲２・２３頁）。	 
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上記のような過小評価が生じる理由は，他の関係式が断層長さから地震モ

ーメントを求めるのに対し，入倉・三宅式は断層面積から求めるところ，垂

直又は垂直に近い断層では断層面積が小さくなってしまうからである。	 

	 

⑵ 原決定の判示  

上記島崎氏の指摘に対し，原決定は，「垂直又は垂直に近い断層について，

断層長さから断層面積を求めて入倉・三宅式を適用した場合，同じ断層長さ

から直接地震モーメントを求める他の関係式を適用した場合に比して小さい

地震モーメントの値が得られる可能性があることは否定し得ないところであ

る」と認めながら（３９頁），「それぞれの関係式の成り立ちが異なってい

るため，各関係式に代入すべき断層長さの値も一律ではないこと」と「入

倉・三宅式が熊本地震の震源インバージョンと矛盾しなかったこと」を理由

に（３９頁），「同式の成り立ちに即した適切な値を代入する限り，同式に

よって得られる地震モーメントの値は合理性を有する」とした（４０頁）。	 

上記のうち，「それぞれの関係式の成り立ちが異なっているため，各関係

式に代入すべき断層長さの値も一律ではないこと」は抗告人も認めるところ

である。「適切な値を代入する限り，同式によって得られる地震モーメント

の値は合理性を有する」ことも当然のことを述べているにすぎない。問題は，

垂直又は垂直に近い断層における入倉・三宅式の過小評価のおそれを払拭で
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きる程度の「適切な値」を地震発生前
．
に代入できるかという点である。	 

⑶ 熊本地震について  

この点について，原決定は，「入倉・三宅式が熊本地震の震源インバージ

ョンと矛盾しなかったこと」を挙げるが，これは，熊本地震発生後
．
の情報に

入倉・三宅式を当てはめた場合であり，下記のとおり，地震発生前
．
の情報に

入倉・三宅式を当てはめた場合，地震モーメントが過小評価となることは明

らかである。この点から，原決定は，島崎氏の指摘に対して何ら判断を行っ

ていないといえる。	 

原決定が適示する原子力規制庁作成の「熊本地震の分析について」（乙７

８）は，熊本地震発生後の観測記録から作成した震源断層モデルの震源断層

面積を入倉・三宅式に当てはめた結果，観測された地震モーメントに整合す

ると分析したものである。島崎氏は，このように実際に起きた地震の震源を

表現することを目的とする震源断層モデルと将来起こる地震の影響を評価す

ることを目的とする震源断層モデルとを明確に区別すべきであり，前者は実

際に起きた地震の忠実な表現のためにモデルが複雑化しているが，後者はあ

る程度単純なモデルでなければ策定することができないと指摘している（甲

９・４８１～４８２頁）。	 

上記熊本地震発生後の観測記録から作成した震源断層モデルの震源断層面

積は７９２ｋ㎡（断層長さ４８ｋｍ，断層幅１８ｋｍ），地震モーメントは

４８×１０１８Ｎｍである（乙７８・１頁）。他方，地震発生前に設定可能

な震源断層モデルについては，島崎氏は，２００２年の長期予測の震源断層

モデルとほぼ同じモデル（暫定１モデル）の震源断層面積は３３３ｋ㎡，地

表地震断層のひろがりに調和的なモデル（暫定２モデル）の震源断層面積は

４１６ｋ㎡であり，それぞれ入倉・三宅式に当てはめて地震モーメントを求

めると６×１０１８Ｎｍ，１０×１０１８Ｎｍとなり，著しい過小評価となる

（甲９・４８３頁）。また，纐纈氏も，２００２年の長期予測から設定でき
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る震源断層モデルの震源断層面積を３２４ｋ㎡とし，これに入倉・三宅式に

当てはめて地震モーメントを求めると５．５３×１０１８Ｎｍとなり，著し

い過小評価になることを指摘している（甲６・８頁）。地震発生前に７９２

ｋ㎡もの震源断層面積を設定することはおよそ不可能であり，入倉氏も，

「今回の熊本地震を例としても，事前に認定されていた活断層の長さ，地震

後の認定された地表地震断層の長さ，地震後に累積地形の情報などの追加情

報で活断層と認定できる長さ，さらに震源インバージョンからの震源断層長

さ等が必ずしも一致していないという問題は残されています。また，断層幅

についても，事前にどのように推定するかについて，経験的関係の検討が必

要です。」と述べるにとどまっている（甲４・２頁）。	 

⑷ 本件の問題は一般的な地震予測の困難さではないこと  

そもそも，断層長さや断層幅を事前に適切に予測することは困難であり，

入倉・三宅式以外の関係式を適用しても過小評価になるおそれは否定できな

い。しかし，本件における問題は，このような一般的な地震予測の困難さで

はなく，垂直又は垂直に近い断層について，地震発生前の情報に入倉・三宅

式を当てはめて地震モーメントを求めると，他の関係式に比しても著しく過

小評価になってしまうという点である。	 

入倉・三宅式の適用により地震モーメントの著しい過小評価が生じてしま

う理由は，前記のとおり，他の関係式が断層長さから地震モーメントを求め

るのに対し，入倉・三宅式は断層面積から求めるところ，垂直又は垂直に近

い断層では断層面積が小さくなってしまうからである。	 

⑸ 小括  

前記のとおり，原決定は，垂直又は垂直に近い断層における入倉・三宅式

の過小評価のおそれを払拭できる程度の「適切な値」を地震発生前に代入で

きるかという点について，「入倉・三宅式が熊本地震の震源インバージョン

と矛盾しなかったこと」を理由として，地震発生前に「適切な値」を代入で
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きると判断したが，これが誤りであることは明らかである。	 

この地震発生前に「適切な値」を代入できるかという点について，入倉氏

は，「個別の活断層を想定して強震動を予測するために，技術的にどのよう

にしたらいいか，別途の検討が必要」と述べ，現在の調査手法では限界があ

ることを認めている（甲４・３頁）。	 

垂直又は垂直に近い断層における入倉・三宅式の過小評価のおそれを低減

する一つの方策として，防災科学研究所の藤原広行氏（以下「藤原氏」とい

う。）は，「断層下端の深さについて深め設定し，断層上端を地表面まで面

を張るなどして断層面を拡張すること」などを提示するが（甲４７・１０頁，

甲１０１），後記のとおり，本件基準地震動における相手方の設定は，この

ような水準には全く達していない。	 

３ 本件基準地震動における相手方の設定  

⑴ 島崎氏は本件基準地震動の審査の責任者であったこと  

島崎氏は，平成２４年９月１９日に原子力規制委員会委員（委員長代理）

に就任し，平成２６年９月１８日に同委員を任期満了で退任した。	 

他方，本件基準地震動については，平成２５年１０月２日の第２７回審査

会合から議題となり，同年１１月１日の第４１回審査会合，同年１２月１８

日の第５９回審査会合，翌平成２６年３月１２日の第９２回審査会合，同年

５月９日の第１１１回審査会合，平成２６年９月５日の第１３５回審査会合

及び同年１０月２９日の第１５３回審査会合において議題となり（地下構造

評価，地盤のみの会合を除く。），本件基準地震動の最大加速度８５６ガル

については，同会合において概ね了承された（甲１１１「大飯発電所だより

２０１４特別号ＶＯＬ．１２」）。	 

島崎氏は，本件基準地震動の最大加速度８５６ガルが概ね了承された平成

２６年１０月２９日の第１５３回審査会合の直前である平成２６年９月５日

の第１３５回審査会合まで，責任者として本件基準地震動の審査を担当した。	 
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島崎氏が平成２６年９月１８日に任期満了で退任し，石渡明氏（岩石学・

地質学）に担当委員が交代してからは，本件基準地震動に実質的な影響を与

えるような議論はなく，最終的にも島崎氏が責任者として行った審査を追認

する形で設置変更許可処分がなされたことは，抗告人原審第２準備書面第

３・２記載のとおりである。	 

原決定は，相手方が主張する「保守的な設定」を理由として，「本件基準

地震動の策定過程において，レシピ（ア）の方法を用いることによる過小評

価のおそれが一定程度考慮されている」としたが（４３頁），上記のとおり，

島崎氏は，本件基準地震動の審査の責任者であった者として，相手方が主張

する「保守的な設定」を知り尽くした上で，それでもレシピ（ア）の方法を

用いる（入倉・三宅式を適用する）ことによる過小評価のおそれは否定でき

ないと指摘しているのである。原決定は，この重要な事実に何ら留意しない

ままに判断を行った結果，判断を誤っている。	 

⑵ 原決定の規範とあてはめの齟齬  

原決定は，レシピ修正にかかる地震調査委強震動部会における問題提起

（甲６，７・３～１０頁）から，入倉・三宅式に代入すべき適切な震源断層

面積の値を得ることが容易でないという点でレシピ（ア）の方法が安定性を

欠いていることを認めながら，このレシピ（ア）の方法に内在する「不確か

さ」は，「震源断層の長さ及び幅につき保守的に評価することにより補い得

る」と規範を定立した（４０頁）。	 

しかし，原決定は，かかる規範のあてはめにおいて，断層長さについては

「震源断層の長さを正確に評価するための３連動という処理は，過小評価の

おそれを低減させる保守性とみるべきである」と判示したものの（４１頁，

当該判示の誤りについては後記），断層幅については「債務者が上端深さ３

ｋｍを前提に断層幅１５ｋｍと設定したのが明らかに過小評価であるとまで

はいい難い」，「特に保守的といえるかどうかはともかく，それ自体が過小
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評価であるとまではいえない」と判示し（４２頁），自らが定立した規範と

は異なるあてはめを行っている。すなわち，レシピ（ア）の方法による過小

評価のおそれを低減させるためには，震源断層の長さ及び
．．
幅につき「保守的

に」評価する必要があると規範を定立しておきながら，断層幅については，

保守的に評価されているか否かではなく，「過小評価であるとまではいい難

い」，「特に保守的といえるかどうかはともかく，それ自体が過小評価であ

るとまではいえない」と判断の基準を著しく下げているのである。	 

原決定が保守的に評価する必要があると指摘するのは，震源断層の長さ

「又は」幅についてではなく，震源断層の長さ「及び」幅についてである。

原決定は，レシピ（ア）の方法による過小評価のおそれを低減させるために

は，断層長さを保守的に評価するだけでは足らず，断層幅についても保守的

に評価する必要があると指摘しているにもかかわらず，本件基準地震動につ

いては「特に保守的といえるかどうかはともかく，それ自体が過小評価であ

るとまではいえない」断層幅で足りると判断しているのである。抗告人は，

原決定の表現上の揚げ足取りをしているのではない。断層長さから地震モー

メントを求めるレシピ（イ）の方法とは異なり，断層面積から地震モーメン

トを求めるレシピ（ア）の方法においては，断層長さのみならず断層幅の評

価が重要となり，そして，垂直又は垂直に近い断層では，低角の断層に比し

て設定される断層幅が短くなり，レシピ（ア）の方法による過小評価のおそ

れが高くなることから，断層幅の評価が特に重要になるのである。	 

本件基準地震動の最大加速度８５６ガルの対象となるＦＯ‐Ａ～ＦＯ‐Ｂ

～熊川断層についての相手方の断層幅の設定，上端深さ３ｋｍを前提にした

断層幅１５ｋｍという設定は，原決定が判示するとおり，「過小評価である

とまではいい難い」程度のものにすぎず，レシピ（ア）の方法による過小評

価のおそれを低減させる程度に「保守的」と評価できるものではない。	 
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⑶ 断層長さに関する判示について  

原決定は，ＦＯ‐Ａ～ＦＯ‐Ｂ～熊川断層の３連動の評価について，レシ

ピ（ア）の方法による過小評価のおそれを考慮して設定されたものではない

ことを認めながら，「震源断層の長さを正確に評価するための３連動という

処理は，過小評価のおそれを低減させる保守性とみるべきである」と判示し

ている（４１頁）。	 

この点，島崎氏は，上記３連動の評価について，「保守的なところはどこ

もありません」と「保守的」な評価であることを明確に否定している（甲１

の１・２２～２３頁）。	 

もっとも，本件において問題となるのは，上記３連動の評価が単に「保守

的」か否かではなく，「レシピ（ア）の方法による過小評価のおそれを低減

させる程度に保守的」か否かである。島崎氏が指摘するとおり，３連動の評

価をすることによって最大加速度が約８％増えた一方，入倉・三宅式を武村

式に変えることによって増えた最大加速度は約８０％であり，多少差し引か

ないといけないにしても，桁が違う問題である（甲１の１，２７～２８頁）。

百歩譲って上記３連動の評価をもって「保守的」であると評価したとしても，

「レシピ（ア）の方法による過小評価のおそれを低減させる程度に保守的」

とまでは評価できないことは明らかである。	 

なお，原子力規制庁の武村式を用いた試算結果の妥当性については，島崎

氏が指摘するように，入倉・三宅式を用いることによる過小評価を検証する

意味では妥当である（甲１の１・２５～２９頁）。武村式を用いることによ

り多少おかしな点が生じることは，レシピが武村式を用いていない以上，当

然のことであり，入倉・三宅式を用いることによる過小評価を検証する意味

での妥当性を否定するものではない。そして，入倉・三宅式を用いることに

よる過小評価をするにあたって武村式を用いることにしたのは原子力規制庁

であるが，仮に武村式を用いて検証することは妥当でないとするのであれば，
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後記のとおり，武村式とは異なり，レシピが確立されているレシピ（イ）の

方法により検証することは可能であるはずである。しかし，相手方も原子力

規制庁も頑なにレシピ（イ）の方法による検証を行おうとはしない。	 

⑷ 断層幅に関する判示について  

	 	 原決定は，ＦＯ‐Ａ～ＦＯ‐Ｂ～熊川断層の断層幅について，防災科学研

究所の藤原氏らの「規模の大きな地震の強震動評価では震源断層モデルの上

端を０ｋｍとする方が妥当であるとの見解」（甲１０１），「地震発生層をＤ

９５から地表までとしても大半が過小評価であるとの指摘」（甲１０２）を

認め，これらを前提としても，「債務者が上端深さ３ｋｍを前提に断層幅１

５ｋｍと設定したのが明らかに過小評価であるとまではいい難い」，「特に

保守的といえるかどうかはともかく，それ自体が過小評価であるとまではい

えない」と判示した（４２頁）。	 

前記のとおり，上記判示は妥当であり，相手方による断層幅１５ｋｍの設

定は，「特に保守的といえるかどうかはともかく，それ自体が過小評価であ

るとまではいえない」程度のものであり，レシピ（ア）の方法による過小評

価のおそれを低減させる程度に「保守的」と評価できるものではない。相手

方による断層幅１５ｋｍの設定は，藤原氏らの上記指摘「規模の大きな地震

の強震動評価では震源断層モデルの上端を０ｋｍとする」ような水準のもの

ではないことはおろか，原決定が認めるとおり，本件敷地周辺のＤ９５は半

径３０～１００ｋｍ以内で１４．６から１５．２ｋｍであり，過去の事例

（甲１０２・２．４‐１頁）からしても，到底「保守的」と評価できるもの

ではなく，まして「レシピ（ア）の方法による過小評価のおそれを低減させ

る程度に保守的」とまで評価できるものではないことは明らかである。	 

本来であれば，上記判示のみをもってしても，本件原発の運転差止めが優

に認められるべきである。	 
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⑸ 短周期レベルに関する判示について  

原決定は，本件で柏崎刈羽原発で観測された新潟県中越沖地震の記録と

「同様の要因がそろっているわけではないにもかかわらず短周期レベルをレ

シピ平均の１．５倍とするのであれば，不確かさを考慮して保守的な評価と

いうべきである」と判示する（４２～４３頁）。	 

しかし，短周期レベルを１．５倍とすることは，島崎氏が証言したとおり，

柏崎刈羽原発で観測された地震波を解析すると，震源そのもの又はごく近傍

の複雑な構造によるかどうか原因は不明であるが，短周期レベルがレシピ平

均の約１．５倍になっているという結論が出たため，新潟県中越沖地震だけ

ではなく，どの地震についても１．５倍するということになったものであり，

入倉・三宅式による過小評価とは別の問題であって（甲１の１・２４～２５

頁），これをもって「レシピ（ア）の方法による過小評価のおそれを低減さ

せる程度に保守的」とまで評価できるものではない。	 

なお，相手方は，短周期レベルをレシピ平均の１．５倍とする「不確かさ」

の考慮について，断層傾斜角，すべり角及びアスペリティ配置との重畳考慮

を行っていないし，また，破壊伝播速度との重畳考慮については行っている

が，この際は短周期レベルをレシピ平均の１．２５倍と値切っている（乙

５・添付書類六・６‐５‐９～１１頁，甲２・４４頁）。	 
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⑹ 小括  

原決定は，相手方が主張する「保守的な設定」を理由として，「本件基準

地震動の策定過程において，レシピ（ア）の方法を用いることによる過小評

価のおそれが一定程度考慮されている」と結論付けるが（４３頁），レシピ

（ア）の方法を用いる（入倉・三宅式を適用する）ことによる過小評価の程

度は桁違いの問題であり，原決定が指摘する「一定程度」が具体的にどの程

度を指すのかは不明であるが，レシピ（ア）の方法を用いることによる過小

評価のおそれを否定するに足りる不確かさの考慮がされていないことは明ら

かである。	 

３ レシピ（イ）を使用しないことについて  

⑴ 原決定の判示  

原決定は，「入倉・三宅式に代入すべき適切な震源断層面積の値を得るこ

とが容易でないという点でレシピ（ア）の方法が安定性を欠いているのは，

地震調査委強震動評価部会において，本件設置変更許可以前に既に問題提起

されていた」ことを認めながら（４０頁），事務局の説明などを理由として，
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修正レシピが「レシピ（ア）の方法とレシピ（イ）の方法との併用を要求す

る趣旨であると読むことは困難である」とした（４４頁）。	 

しかしながら，原決定は，本件基準地震動の策定にあたってレシピ（イ）

の方法を使用していないことの合理性については判断していない。	 

⑵ レシピ修正の経緯及び纐纈氏の指摘  

平成２８年１２月のレシピ修正は，その一般的な解釈は措くとしても，地

震調査委強震動評価部会における纐纈氏の「震源断層面積から予測を始める

（ア）より，活断層調査で精度よく求まると言われる地表地震断層の長さな

どから予測を始める（イ）の方が安定的である可能性が高い」という問題提

起を契機として行われたものであることは，原決定も認めるところである

（４０頁）。	 

そして，本件基準地震動の策定において，レシピ（ア）だけでなくレシピ

（イ）も使用すべきことは，島崎氏だけでなく，上記レシピ修正を行った地

震調査委強震動評価部会の部会長である纐纈氏も指摘しているところである

（甲１０の１，２）。	 

⑶ 本件基準地震動に与える入倉・三宅式による過小評価の影響は大きいこと  

基準地震動の策定手順において常に入倉・三宅式が果たす役割が大きいと

はいえない。そもそも「断層モデルを用いた手法による地震動評価」におい

ても入倉・三宅式を用いて地震モーメントを設定することは必要的ではなく，

仮にこれを用いたとしても入倉・三宅式によって地震モーメントを設定して

いない地震動を下回って基準地震動として採用されないこともある。また，

本件で抗告人が入倉・三宅式による過小評価を指摘しているのは，断層傾斜

角が垂直又は垂直に近い場合のみである。	 

本件では，基本的に垂直と設定された活断層（ＦＯ‐Ａ～ＦＯ‐Ｂ～熊川

断層）が検討用地震となり，敷地が震源に近いため断層モデルを用いた手法

が重視され（「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」Ⅰ．３．１



19	 

	 

（２）），入倉・三宅式によって地震モーメントを設定した地震動が数多く基

準地震動として採用され（Ｓｓ‐２～Ｓｓ‐１７），かつ，最も大きな最大

加速度を示した基準地震動（Ｓｓ‐４及びＳｓ‐１４）も入倉・三宅式によ

って地震モーメントを設定したものである。したがって，本件基準地震動に

与える入倉・三宅式による過小評価の影響は大きいといえる。本件原発だけ

でなく他の原発の基準地震動についても責任者として審査を行った島崎氏も，

入倉・三宅式による過小評価が特に問題となるのは，本件原発の本件基準地

震動である旨述べている（甲２１・１９頁）。	 

⑷ レシピ（イ）の方法を使用しない合理的な理由はないこと  

前記のとおり，本件基準地震動の策定にあたってレシピ（イ）の方法を使

用すべきことは，本件基準地震動の審査の責任者であった島崎氏だけでなく，

レシピ修正を行った地震調査委強震動評価部会の部会長である纐纈氏も指摘

しているところである。本件基準地震動の策定にあたって入倉・三宅式によ

り地震モーメントを求めることによる過小評価の影響は，他の原発に比して

特に大きい。	 

抗告人は，レシピ（イ）の方法を使用したとしても，本件基準地震動の過

小評価のおそれは否定できないと考えるが，本件基準地震動の審査の責任者

であった島崎氏とレシピ修正を行った纐纈氏という地震学の二人の権威がい

ずれも本件基準地震動の策定にあたってレシピ（イ）の方法を使用すべきこ

とを指摘している以上，レシピ（イ）の方法を使用することは，本件原発の

安全性を確認する上で最低限の要請であるといえる。島崎氏や纐纈氏の指摘

に反し，本件基準地震動におけるレシピ（ア）の方法による過小評価のおそ

れは，各種の不確かさの考慮によって解消されていると主張するのであれば，

島崎氏や纐纈氏が指摘するようにレシピ（イ）の方法によって検証を行うこ

とが最も簡単な方法である。相手方も原子力規制委員会も頑なにレシピ（イ）

の方法を使用することを頑なに拒絶しているが，レシピ（イ）を使用しない
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ことに合理的な理由を見出すことはできない。	 

強いて合理的な理由を挙げるとすれば，相手方にとっての経済合理性しか

ない。おそらく相手方は，本件基準地震動についてレシピ（イ）の方法を使

用した試算を行っているにもかかわらず，これを明らかにしていないものと

推測される。基準地震動最大加速度４０５ガルで設計された本件原発につい

ては，耐震補強工事等の経済合理性の観点からは現在の基準地震動最大加速

度８５６ガルが限界であり，これ以上少しでも基準地震動を引き上げること

は相手方にとっての経済合理性を欠く結果となるため，レシピ（イ）の方法

を使用できない（明らかにできない）ものと推測される。	 

以上	 


