
②見えない直下地震に
耐えられるか？

①近くの活断層による
大地震に耐えられるか？

川内原発の耐震安全性は確保されたか？
長沢啓行（大阪府立大学名誉教授，若狭ネット資料室長）

震源を特定して
策定する地震動

震源を特定せず
策定する地震動

基準地震動とは？

基準地震動 Ss-1

・市来断層帯市来区間（M7.2）
・市来断層帯甑海峡中央区間（M7.5）
・甑断層帯甑区間（M7.5）

基準地震動 Ss-2

・2004年北海道留萌支庁南部
地震(M6.1)

震源
断層

アスペリティ

原発

地震基盤

地表活断層

原発

地表に痕跡の
ない伏在断層

１

世界のプレート境界（下）と地震分布（右上：M≧４、
深さ100km以内、1970～1985年） 理科年表平成９年版より

http://www.city.kobe.jp/cityoffice
/06/013/jiban/sub/conte7.htm

地球は生きている！

地震や津波は地球が生きてい
る証拠、共存は避けられない！

原発がなけれ
ば、原発重大
事故も原子力
災害もない！

原発なしでも
電力は十分、
原発との共存
は不要だ！

しかし・・・ ２



海洋開発研究機構 http://www.jamstec.go.jp/

プレート間地震

海洋プレート内地震
（沈み込む、沈み込んだ：スラブ内地震）

活断層による地震
（内陸地殻内地震）

活断層研究会より ３

逆断層

正断層

震源断層面を境に地殻が動き
蓄積エネルギーが解放される

右横ずれ断層
（甑・市来断層帯、中央構造線(傾斜有)、宍道断層）

左横ずれ断層
(大飯沖FO-A～FO-B・熊川断層)

４



震源断層で地震波が生じて伝わる仕組み

震源特性 伝播経路特性 サイト増幅特性

震源断層

アスペリティ

地震基盤の中を地震波
がS波速度Vsで伝わる

（Vsが3km/秒程度以上の硬
い地層を「地震基盤」という）

地震基盤から原発基礎
まで、地震波がサイト周
辺の地盤の影響を受け
ながら増幅あるいは減
衰しながら伝わる。

（Vsが700m/秒以上の著しく
風化していない硬質地盤で、
上部地層をはぎとった表面を
「解放基盤表面」という。
基準地震動は解放基盤表面で
仮想的に定義される。）

強く固着した領域＝アスペリティ
で非常に強い地震波が発生する。

応力降下量が大きいと発生する
地震波も大きい。

（震源断層がずれ動く前後のせん断応力の
差を「応力降下量」といい、10MPaなどと表
す。0.1MPa＝１ｂａｒ、ほぼ1気圧。）

原発

地震基盤

褶曲や複雑
な地層の重
なった地盤

川内原発周辺では、震源特性が
他の地域より大きく、より強い地
震動が発生すると推定される。

川内1・2号の解放基盤
表面は標高-18.5mで、
Vsは1.5km/秒と硬質。

地震発生層下端

地表

破壊開始点

５

山手では土蔵
がつぶれて、

下町では木造家
屋がつぶれた

関東大震災では、
山手と下町で
倒壊した建物が
異なった！

地震による破壊は
「建物の固有周期」と
「地震動の卓越周期」
による

６



兵庫県南部地震
の神戸海洋気象
台での強震記録

３つの異なる
波長の成分を
重ねた波形

異なる固有周期の振り子の
応答と応答スペクトルとの
関係［大崎(1993)による］

短周期地震波

0.02～0.5秒

長周期地震波

数～十数秒

中周期地震波

１～２秒

原子力発電所が危ない

一般家屋が危ない

ノッポビルが危ない

７

620ガル

540ガル

最大応答
加速度

最
大

応
答

速
度

最
大
応
答
変
位

0.02 0.5

余熱除去配管

制御棒挿入性(燃料棒集合体)

原子炉建屋

原子炉格納容器

余熱除去ポンプ

川内1号の主な
施設の固有周期

施設の固有周期

川内1・2号の基準地震動
の応答スペクトル

○川内原発の解放基盤表面での
応答スペクトルを描いたもの
（対数目盛であることに注意）

○「基準地震動の最大（加）速度」
は周期0.02秒の最大（加）速度
に対応する

○斜め45度右上がりの目盛が最
大応答加速度、右下がりの目盛
が最大応答変位に対応する

基準地震動Ss-2（2004年
北海道留萌支庁南部地震M6.1
の解放基盤表面はぎとり波）

一次冷却材管
蒸気発生器

原子炉容器

制御棒挿入性(案内管)

８



万が一、基準地震動を超える地震が起こったら？

大飯3・4号運転差止訴訟の2014.5.21福井地裁判決では、
「過去に4原発で基準地震動を超える地震が起きており、
1260ガルのクリフエッジを超える地震も起こりうる」

クリフエッジ：これを超えると炉心溶融事故へ至るギリギリの地震動
大飯3・4号：1260ガル
高浜3・4号： 973ガル
川内1・2号：1004ガル(1号)，1020ガル(2号)

基準地震動を超えた地震
2005年8月16日宮城県沖地震：女川原発
2007年3月25日能登半島地震：志賀原発
2007年7月16日新潟県中越沖地震：柏崎刈羽原発
2011年3月11日東北地方太平洋沖地震：福島第一原発、女川原発

９

「万が一にも炉心溶融事故が起これば、250km圏内の
国民は憲法に保障された人格権を侵害される」と断言し、
大飯3・4号の運転差し止めを命令

九州電力「川内原子力発電所・玄海原子力発電所 震源を特定せず策定する地震
動について（コメント回答）」, 第59回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審
査会合, 資料3 (2013.12.18)

市来断層帯市来区間
の耐専スペクトル

10

応
答
速
度

原子力安全基盤機構JNES
によるM6.5の震源近傍での
地震動最大値（1340ガル）

2
倍
以
上
へ

cm/s

震源を特定せず
策定する地震動 震源を特定して

策定する地震動

JNESによるM6.5の
横ずれ断層による震
源近傍での地震動
最大値(1340ガル)

市来断層帯市来区間
M7.2の耐専スペクトル
(Ss-1：540ガル)

川内原発の基準地震動はクリフエッジ
（1004ガル・1020ガル）を超える！

2004年北海道留萌
支庁南部地震M6.1
解放基盤表面はぎと
り波(Ss-2:620ガル)

最新データの反映と倍
半分のバラツキを考慮
し2倍以上へ引き上げ
(1千数百ガル)

独立行政法人原子力安全基盤機構(2005)：震源を特定しにくい地震による地震動
の検討に関する報告書(平成16 年度)，JNES/SAE05-00405 解部報-0004(2005.6) （水平動）

クリフエッジ （1号：1004ガル、2号：1020ガル）

応答スペクトルとは、横軸の固有周期をもつ施設が地震でどれだ
け大きく揺れるかを応答速度（縦軸）や加速度（斜め左上方45度
の軸）で表すもの。原発の重要な施設の固有周期は0.02～0.5
秒であり、この周期帯での値が重要。クリフエッジの応答スペクト
ルを超える地震動が襲うと、炉心溶融事故は避けられない。

施設の固有周期 [秒]

原発重要施設の固有周期

基準地震動Ss-2 （2004
年12月14日北海道留萌支
庁南部地震(M6.1, Mw5.7)
の解放基盤表面はぎとり波



基準地震動Ss-2
（2004年北海道
留萌支庁南部地
震M6.1）

基準地震動S2に「M6.5、
X=10km」の直下地震を
全原発に設定（大崎スペクトル）

「震源を特定せず策定する
地震動」を全原発に設定

「震源を特定せず策定する地
震動」に「震源を特定しにく
い16地震」を加え、地域性を
考慮：全原発共通ではない！

Δ＝7.1km

D
＝

7
.2

km

震央域外縁距離ΔNEAR圏内
では最大加速度が一定と仮定

16地震(M6.2～7.3の国内5；
Mw5.8～7.0のカリフォルニア11)
のうち「地震断層が現れた地震」や
「周辺の活断層や活褶曲構造など
から推定できる地震」を除外し、
1997年3月26日、5月13日鹿児
島県北西部地震(M6.6、M6.4の2
地震)」だけが残る。M6.5未満
（Mw6.2未満）のカリフォルニアの７
地震を復活させ、9地震で作成。

加藤・宮腰・武村・井上・上田・壇：日本地震工
学会論文集、第4巻、第4号、pp.46-86(2004)

M6.1の留萌地震は加藤ら(2004)

の「上限レベル」を超えている！
観測記録だけでは不十分！ 11

川内１・２号の基準地震動

（地震地体構造M7.5，Δ=45km）

（M6.5，X=10kmの直下地震）

No 地震名 日時 規模

１ 2008年岩手・宮城内陸地震 2008/ 6/14 8:43 Mw6.9

２ 2000年鳥取県西部地震 2000/10/ 6  13:30 Mw6.6

３ 2011年長野県北部地震 2011/ 3/12    3:59 Mw6.2

４ 1997年3月鹿児島県北西部地震 1997/ 3/26  17:31 Mw6.1

５ 2003年宮城県北部地震 2003/ 7/26    7:13 Mw6.1

６ 1996年宮城県北部(鬼首)地震 1996/ 8/11    3:12 Mw6.0

７ 1997年5月鹿児島県北西部地震 1997/ 5/13  14:38 Mw6.0

８ 1998年岩手県内陸北部地震 1998/ 9/ 3   16:58 Mw5.9

９ 2011年静岡県東部地震 2011/ 3/15  22:31 Mw5.9

10 1997年山口県北部地震 1997/ 6/25  18:50 Mw5.8

11 2011年茨城県北部地震 2011/ 3/19  18:56 Mw5.8

12 2013年栃木県北部地震 2013/ 2/25  16:23 Mw5.8

13 2004北海道留萌支庁南部地震 2004/12/14 14:56 Mw5.7

14 2005年福岡県西方沖地震の最大余震 2005/ 4/20    6:11 Mw5.4

15 2012年茨城県北部地震 2012/ 3/10    2:25 Mw5.2

16 2011年和歌山県北部地震 2011/ 7/ 5   19:18 Mw5.0

表-1 収集対象となる内陸地殻内の地震の例
原子力規制委員会「基準地震動及び耐震設計方針
に係る審査ガイド（案）」(2013.4.11～5.10意見募集)

12



原子力規制庁：「震源を特定せず
策定する地震動について」、原子
力規制委員会 発電用軽水型原子
炉施設の地震・津波に関わる新安
全設計基準に関する検討チーム
第10回会合、震基10-3(2013.3.22)

「震源を特定せず策定する地震動」は全原発共通ではない！

・ 地表に明瞭な痕
跡が見られない
地震（①、②）

・ 孤立した長さの
短い活断層によ
る地震（③）

島崎邦彦(2008)
「予め震源が特定でき

ない地震の最大規模は
M7.1程度と考えられる」

「M7.1程度以下」と「震源を予め特定しにくい」地震観測記録を包絡する
よう「震源を特定せず策定する地震動」を設定し、全原発に適用すべき！

13

○ 震源近傍での地震観測記録の不足を原子力安全基盤機構
JNESの断層モデルによる地震動評価等で補うべき！

震源を特定して策定する地震動 （③、④）

震源を特定せず策定する地震動 （①、②、③）

（Vs=2600m/sの地震基盤表面上に設定した231評
価点における各周期ごとに求めた地震動応答ス
ペクトルの平均値，標準偏差，最大・最小値であり，
特定の評価点での応答スペクトルではない．
「最大値」は，「実効応力大」，「高周波遮断特性平
均+標準偏差」の場合である）

M6.5の横ずれ断層モデルで、最大加速度の最大値は1340.4ガル！

M6.5の横ずれ断層

M6.5の横ずれ断層

独立行政法人原子力安全基盤機構(2005)：震源を特定
しにくい地震による地震動の検討に関する報告書(平成
16 年度)，JNES/SAE05-00405 解部報-0004(2005.6) 

14



地震基盤表面（Vs=2600m/s，原発の解放基盤表面より深く固い岩盤）上の
「40km×80km」の231評価点で、地震動を評価（はぎとり波に相当）

(b)縦ずれ断層の場合
(M6.5，45 度，実効応力中)

(a) 横ずれ断層の場合(M6.5，実効応力中)

独立行政法人原子力安全基盤機構(2005)：震源を特定しにくい地震による地震動の検
討に関する報告書(平成16年度)，JNES/SAE05-00405 解部報-0004(2005.6)
独立行政法人原子力安全基盤機構(2004)：平成15年度震源を特定しにくい地震による
地震動の検討に関する報告書，JNES/SAE04-07004 解部報-0070(2004.9)

浅い 中間 深い

浅い 中間 深い

15

横ずれ断層モデルによる地震基盤表面231点での地震動評価結果では、

M5.5～M6.5で最大加速度の最大値が1000ガルを超える！

M5.5の横ずれ断層

M6.0の横ずれ断層

独立行政法人原子力安全基盤機構(2005)：震源を特定
しにくい地震による地震動の検討に関する報告書(平成
16 年度)，JNES/SAE05-00405 解部報-0004(2005.6) 

16



M6.8以上の横ずれ断層モデルでは、「地表変形量5cm未満」の条件を満たすため、
アスペリティ上端が3kmより深くなり、最大加速度は1000ガル以下に留まる・・・

M6.8の横ずれ断層

地震規模 M5.5 M6.0 M6.5 M6.8 M7.3

ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
上
端
深
さ

2km 0.6 2.1 5.8 14.3 39.4

3km 0.3 1.0 2.8 7.4 22.9

4km 4.4 14.5

5km 9.9

6km 7.1

7km 5.4

8km 2.7

独立行政法人原子力安全基盤機構(2005)：震源を特定
しにくい地震による地震動の検討に関する報告書(平成
16 年度)，JNES/SAE05-00405 解部報-0004(2005.6) 

横ずれ断層（実効応力大）の場合の地表最大変位量[cm]

地震規模 M5.5 M6.0 M6.5 M6.8 M6.9

ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
上
端
深
さ

3km 3.3 9.3 23.0 41.7 42.9

4km 6.2 16.4 31.6 32.2

5km 4.4 12.3 24.5 24.9

6km 9.5 19.5 19.8

7km 7.5 15.8 16.1

8km 6.1 13.0 13.3

9km 5.1 10.9 11.2

10km 4.3 9.3 9.5

15km 4.8 4.9

縦ずれ断層（実効応力大,傾斜角45度）の地表最大変位量[cm]

17

M6.8～M7.3では、「地表変形量5cm未満」の条件を満たすため、
アスペリティ上端が深くなり、地震動はそれ程大きくならない・・・

M7.3の横ずれ断層M7.1の横ずれ断層

独立行政法人原子力安全基盤機構(2005)：震源を特定
しにくい地震による地震動の検討に関する報告書(平成
16 年度)，JNES/SAE05-00405 解部報-0004(2005.6) 
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M6.0の横ずれ断層と
縦ずれ断層の比較M5.5の横ずれ断層と

縦ずれ断層の比較

横ずれ断層と縦ずれ断層モデル（地震発生層3～20km）による地震動評価結果の比較

平均値は大差ないが、最大値では差があり、地震規模と共に開く！

独立行政法人原子力安全基盤機構(2005)：
震源を特定しにくい地震による地震動の検
討に関する報告書(平成16 年度)，JNES/
SAE05-00405 解部報-0004(2005.6) 

19

M6.8の横ずれ断層と
縦ずれ断層の比較

M6.5の横ずれ断層と
縦ずれ断層の比較

横ずれ断層と縦ずれ断層モデル（地震発生層3～20km）による地震動評価結果の比較

最大値の差は地震規模と共に開く！断層上端2kmではさらに開く！

独立行政法人原子力安全基盤機構(2005)：震源を特定
しにくい地震による地震動の検討に関する報告書(平成
16年度)，JNES/SAE05-00405 解部報-0004(2005.6) 

20



JNESの断層モデル レシピの断層モデル

断層面積 185.0km2

地震モーメント 3.16×1018Nm 2.39×1018Nm

マグニチュード M6.5，Mw6.3 M6.5，Mw6.2

断層平均応力降下量 3.06MPa 2.31MPa

アスペリティ面積 51.8km2，40.7km2，29.6km2

（Sa/S=0.28， 0.22， 0.16）

27.5km2

（Sa/S=0.15）

アスペリティ平均
応力降下量

10.9MPa，13.9MPa，19.1MPa
（Sa/S=0.28， 0.22， 0.16）

15.6MPa
（Sa/S=0.15）

短周期レベル 6.83，7.71，9.04×1018Nm/s2 7.09×1018Nm/s2

JNESの断層モデルは通常レシピの断層モデル（未飽和断層）より

パラメータ値が大きく、地震動評価結果も大きくなる！

通常レシピの入倉式は北米中心の地震データによるが、武村式は国内データに基づく。

国内の活断層は北米等より断層面積が小さいため地震モーメントが小さくなる。
このレシピのままでは1997年鹿児島県北西部地震の観測記録を再現できない？

断層長さから松田式でMを求めて断層面積を調整する推本の修正レシピは折衷案

2004年北海道留萌支庁南部地震M6.1はJNES縦ずれ断層の「最大値」を超える！
Δσa＝27.9MPa（1.96km2），12.9MPa（7.84km2）Maeda. T. and T. Sasatani(2009) 21

高周波遮断フィルターの特性
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JNESは，1995年兵庫県南部地震，
1997年鹿児島県北西部地震(3.26，
5.13)，2000年鳥取県西部地震の
各震源近傍強震動記録を参考に，
地震モーメントとコーナー周波数を既
知として与え，主に10～50Hzの高
周波数域で観測記録に適合するよう
に， と減衰定数 を算定して
いる。

maxf n

平均

平均＋σ

平均－σ

独立行政法人原子力安全基盤機構(2004)：平成15年度
震源を特定しにくい地震による地震動の検討に関する
報告書，JNES/SAE04-07004 解部報-0070(2004.9) 22



(a) 東西EW 方向
(断層モデルは断層走向平行)

(b) 南北NS 方向
(断層モデルは断層走向直交)

(a) 断層走向に平行する
東西EW 方向

(b) 断層走向に直交する
南北NS 方向

1997年3月26日
鹿児島県北西部地
震の鶴田ダムでの
地震観測記録と観
測位置に相当する
評価点での横ずれ
断層モデル（M6.5)
による地震動評価
結果の比較
（「高周波遮断特性平均」の
場合である．アスペリティ上
端深さは赤線の「浅い」場合
が良く適合しており，「アスペ
リティ実効応力大中小」を示
す赤い3 本線のうち「小」では
過小評価になっている）

（右図） 等価震源距離が
17.5km(鶴田ダムの震
源距離)±0.5km の範
囲内にある評価点での
計算結果が重ね合わせ．
「高周波遮断特性平均」
の場合を示し，アスペリ
ティ実効応力は大中小の
3 通りが含まれる．

独立行政法人原子力安全基盤機構(2004)：
平成15 年度震源を特定しにくい地震によ
る地震動の検討に関する報告書，JNES/
SAE04-07004 解部報-0070(2004.9) 23

(a)東西EW 方向
(断層モデルは断層走向平行)

(b)南北NS 方向
(断層モデルは断層走向直交)

1997年5月13日鹿児
島県北西部地震(M6.3)

の鶴田ダムでの地震観
測記録と観測位置に相
当する評価点での横ず
れ断層モデル(M6.5)に
よる地震動評価の比較
（等価震源距離が20.8km(鶴田ダム
の震源距離)±0.5kmの範囲内にある
評価点での計算結果の重ね合わせ．
5月13日の地震はＬ字型の二重震源
で地震規模もM6.3だが，JNESは
M6.5の横ずれ断層で近似．それでも
断層モデルによる地震動評価結果
は観測記録と良く整合している．

EW方向より小さい
NS方向で合っている
が・・・

観測記録の
1/2程度

観測記録の1/1.5程度

観測記録の
1/2程度

九州電力「川内原子力発電
所 基準地震動の策定につい
て（コメント回答）」，第92回原

子力発電所の新規制基準適
合性に係る審査会合資料3‐
1(2014.3.12)

川内原発での地
震観測記録と九
州電力の断層モ
デルによる地震
動評価の比較

独立行政法人原子力安全基盤機構(2004)：平成15 年度震源を特定しにくい地震
による地震動の検討に関する報告書，JNES/SAE04-07004 解部報-0070(2004.9) 
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M6.5横ずれ断層による1340ガルを採用しない原子力規制庁の理由

①確率論的なハザードスペクトルを作るための仮想的なもので、そのままサイトの地震
動評価には当てはめるかどうかには疑問がある。

②アスペリティ実効応力「大」（19.1MPa）、高周波遮断特性「平均＋σ」（fmax=11.9Hz）と
いう、かなり起こりにくいものを想定している。

③個別のサイトに対してそれぞれの特性に応じて地震動評価をする必要がある。

④「震源を特定せず策定する地震動」では、今までに起こった地震の観測記録を抽出
してやっている。実際の観測記録を入れていくというところにはそぐわない。

・実際に起こりうる地震動としての信頼性がなければ、年超過確率も意味がない。
起こりうる地震動の評価結果であり、地震観測記録の不足を補うものだ。

・2004年北海道留萌支庁南部地震M6.1(傾斜角25度)の地震動は同等の縦ずれ断
層(傾斜角45度)の地震動最大値と同等以上であり、重ね合わせなかったら地震動
評価結果はもっと小さい。つまり、最大値でも過小評価の可能性がある。

・JNESの地震動評価は、非常に固い地震基盤(Vs=2600m/s)での評価であり、川内
原発の解放基盤表面(Vs=1500m/s)など個別のサイト特性を考慮すると、1340
ガルよりもっと大きくなる。

・15.7mの津波を算定しながら無視した東電幹部、それを容認した原子力安全・
保安院と同じ過ちを繰り返すものであり、福島の教訓を顧みない姿勢だ。

・「震源を特定して策定する地震動」では観測記録なしで地震動評価をしている。２5
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高周波遮断特性
fmax 「平均＋σ」

（実効応力3ケース）

M6.5横ずれ
断層による
地震動

地震基盤表面における最大加速度分布図[cm/s2]

0 10km

地震規模ごとの
年平均発生頻度

M6.5横ずれ断層
1.19×10-7/km2

900ガル
以上の領域

独立行政法人原子
力安全基盤機構
(2004)：平成15年度
震源を特定しにくい
地震による地震動の
検討に関する報告書，
JNES/SAE04-07004 
解部報-0070(2004.9) 

年超過確率別スペクトル（一様ハザードペクトル）を求めるための
断層モデルによる地震動評価（原子力安全基盤機構JNES)

気象庁地震月報
1926～1995年，
M5.0以上，震源
深さ25km以浅



九州電力「川内原子力発電所 基準地震動の策定について（コメント回答）」，
第92回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料3‐1(2014.3.12)

九州電力は当初の活断
層評価を変え、地震調
査研究推進本部による
活断層評価に合わせた

甑断層帯甑区間
断層長さ40.9km，M7.5

市来断層帯甑海峡中央
区間 38.5km，M7.5

市来断層帯市来区間
24.9km，M7.2

アスペリティの平均応力
降下量を小さく設定し、
地震動を過小評価

しかし、・・・
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九州電力「川内原子力発電所

基準地震動の策定について（コ
メント回答）」，第92回原子力発

電所の新規制基準適合性に係
る審査会合資料3‐1(2014.3.12) 28

震源を特定して
策定する地震動

すべて右横ずれ断層

市来断層帯
市来区間

24.9km，M7.2



市来（いちき）断層帯市来区間（24.9km×13km，M7.2）の九州電力による地震動評価

耐専スペクトル
(基本ケースNo.0）

耐専スペクトル
(基本ケースNo.0）

断層モデルによる地震動評価 断層モデルによる地震動評価

断層モデルは、耐専スペクトルの1/2～1/3に地震動を過小評価！
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①経験式による応答スペクトル
（耐専スペクトル）

②断層モデル・シミュレーション

耐震設計での地震動評価法

水平方向 鉛直方向

鳥取県西部地震M7.3(2000)：賀祥ダム基礎部(Xeq=6km)での観測記録と耐専スペクトル

(独)原子力安全基盤機構「岩盤における設計用地震動評価手法（耐専スペクトル）につい
て」, 耐震安全性に関する調査プロジェクトチーム第４回会合, 耐PT第4‐6‐1号(2007.8.24)

アスペリティ

固着の強さを表す

「応力降下量」

内陸補正有の耐専スペクト
ルは適用範囲外だが地震
観測記録とよく合っている
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東京電力「耐専スペクトルの概要(1999年時点での内容)」および「耐
専スペクトルの適用性検討(内陸地殻内地震を対象とした追加検討
内容)」，原子力安全委員会「応答スペクトルに基づく地震動評価」に
関する専門家との意見交換会，資料第1-1号および1-2号(2009.5.22)

耐専スペクトル（地震規模と等価震

源距離ごとにコントロールポイントを設定）

44地震・107地震観測記録
プレート境界地震 32(81記録)
内陸地殻内地震 12(26記録)

近距離 遠距離中距離

近距離 遠距離中距離

近距離 遠距離中距離
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耐専スペクトルの問題点

■主にプレート境界地震のデータセットに基づいて策定
内陸地殻内地震に適用する際には内陸補正が必要

東京電力「耐専スペクトルの概要(1999年時点での内容)」および「耐
専スペクトルの適用性検討(内陸地殻内地震を対象とした追加検討
内容)」，原子力安全委員会「応答スペクトルに基づく地震動評価」に
関する専門家との意見交換会，資料第1-1号および1-2号(2009.5.22)

■震源近傍やM８クラスの巨大地震のデータが少ない
最近20年間の地震観測記録で策定し直すべき
2000年鳥取県西部地震（M7.3）
2007年新潟県中越沖地震（M6.8）
2008年岩手・宮城内陸地震（M7.2）など

K-NET観測地震で適用性を検討

プレート境界地震29，124記録
：M5.5～7.0，Xeq 46～199km

内陸地殻内地震15，170記録
：M5.5～7.3，Xeq 17～195km

2007年新潟県中越沖地震の教訓から，震源特性の不
確実さとして「短周期の地震動レベル1.5倍化」を考慮
⇨ 「内陸補正後1.5倍化」または「内陸補正無」で適用

⇨ 地震観測記録で補正
または，
内陸補正係数で補正

地震観測記録と耐専スペクトルによ
る推定値との比の平均とバラツキ

32日本電気協会で見直しを検討中（原子力規制庁2014.7.29）



JNESによる耐専スペクトル(内陸補正後) と縦ずれ断層モデル（地震発生層3～20km）による地震動評価の比較

平均値は大差ないが、最大値では差が大きく、耐専スペクトルは
縦ずれ断層モデルの1/2～1/5、横ずれ断層では1/3～1/8に！

M6.0の縦ずれ断層
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M6.5の縦ずれ断層

独立行政法人原子力安全基盤機構(2004)：平成15年度震源を特定しにくい地震に
よる地震動の検討に関する報告書，JNES/SAE04-07004 解部報-0070(2004.9) 

2004年北海道留萌支庁南部地震M6.1に基づく
川内1・2号の620ガルの基準地震動Ss-2

新潟県中越沖地震
M6.8(2007.7)によ
る柏崎刈羽1～4号
での解放基盤表面
はぎとり波は1011
～1699ガル！

東京電力「柏崎刈羽原子力発電所における平成19

年新潟県中越沖地震時に取得された地震観測デー
タの分析及び基準地震動について」（耐震・構造設計
小委員会 第９回地震・津波、地質・地盤合同ワーキ
ンググループ(2008.5.22)，資料合同Ｗ9‐1‐2，p.37）

高浜・大飯・川内原発の
基準地震動を超えた！

高浜原発・
大飯原発の
基準地震動
Ss‐1H(点線)

東電やJNESの解析によれば、
耐専スペクトル(内陸補正有）の
地震動が
震源特性の要因で 約1.5倍
深部地盤構造で 約2倍
敷地下の古い褶曲構造で 約2倍

合計約6倍に増幅された。

（高浜と川内は、それぞれ2013年12月末
と同年9月に提示された新基準地震動）

川内原発の
基準地震動
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一関西・地下の強震動
垂直 640ガル
合成 1078ガル

（いちのせきにし）

2008年岩手・宮城内陸地震(M7.2, Mw6.9, 2008.6.14)

地震計は、地下260m、
Vs=1810m/sの非常に固い
岩盤に設置されている。

原発耐震設計での解放
基盤表面はVs=700m/s程
度の位置。
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2008年岩手・宮城内陸地震(M7.2)
疑似速度応答スペクトルの重ね書き

地中の観測記録
（「解放基盤表面はぎ
とり波」ではない）

高浜・大飯・川内原発の
基準地震動Ss-1H(点線)

はぎとり波は
ほぼ2倍に！

地中観測記録を「はぎとり
波」に換算すれば、新潟中
越沖地震をさらに超え、
2000ガル近くになる！

鉛直地震動も短周期側で
は、水平地震動と同様に
極めて大きい！

原発にとって危険な短周期
領域で、はぎとり波は
高浜・大飯・川内原発の基
準地震動を遙かに超える！

原子力規制庁：「震源を特定せず策定する地震動について」、原子力
規制委員会 発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全
設計基準に関する検討チーム第10回会合、震基10-3(2013.3.22)
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耐専スペクトルでは、等価震源距離が小さいと最大加速度値(周期
0.02秒での応答加速度に相当)が急激に大きくなる！

大飯3・4号では下記の地震動は耐専スペクトルの適用範囲外にされた！
「FO-A～FO-B断層 （M7.4，Xeq=10.5km）」
「FO-A～FO-B断層と熊川断層の連動（M7.8，Xeq=12.6km程度：基本）」

20       30   40  50

高浜3・4号
「FO-A～FO-B断層と熊川断層
の連動（M7.8，
Xeq=18.0km：基本，

16:1km程度：傾斜角75度）」

川内1・2号
「甑断層帯甑区間
（M7.5，Xeq=23.65km：基本）」

「市来断層帯甑海峡中央区間
（M7.5，Xeq=20.16km：基本）」

「市来断層帯市来区間
（M7.2，Xeq=14.29km：基本）」

関西電力「大飯発電所基準地震動の評価について」，第59回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合，資料2‐3(2013.12.18)

極近距離より近いと「適用
範囲外」にされる場合も・・・
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国内外の内陸地殻内地震による震源近傍
の観測記録(M6.0～8.1, Xeq=6～33km, 
水平51記録, 上下14記録)の耐専スペクト
ル(内陸補正有)との残差(バラツキ)

（細線：各地震観測記録に対する残渣，
太い赤実線：残差の平均，
やや太い青実線：平均からの「倍半分」の差）

東京電力(2009)：耐専スペクトルの適用性検討(内陸地殻内地震を対象とした追加検討内
容)，原子力安全委員会耐震安全性評価特別委員会地震・地震動評価委員会「応答スペ
クトルに基づく地震動評価」に関する専門家との意見交換会，資料第1-2号(2009.5.22)

耐専スペクトルは国内地震による
地震動評価の平均を表しており、
倍半分のバラツキを考慮しなけれ
ば耐震安全性を確保できない！

新潟中越沖地震や岩手宮城内陸地震では
1500ガル以上の地震動が観測されており、
耐専スペクトルのバラツキをも考慮すれば、
高浜3・4号と川内1・2号の基準地震動は最
大加速度（周期0.02秒の応答スペクトル）を
１０００ガル以上に引き上げるべき！

クリフエッジを超える！
高浜3・4号（973ガル）、川内1・2号(1004ガル)
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（出典：独立行政法人日
本原子力研究開発機
構・関西電力株式会社・
日本原子力発電株式会
社「若狭地域における活
断層の連動に関する検
討結果について【コメント
回答】」、第22回地震・津

波に関する意見聴取会、
資料22‐3(2012.8.30)）

「断層崖の連
続性のみで
なく、ずれの
向き、地質構
造の連続性、
断層同士の
地下での位
置関係等の
条件を考慮
すべき」
（地震調査研究推進
本部 地震調査委員会
長期評価部会「活断
層の長期評価手法」
報告書(暫定版)，
2010.11.25）

関西電力が「連動しない」と
頑強に主張してきた

FO-A～FO-B断層と熊川断層
の連動(63.4km, M7.8)が、

基本モデルにはなったが・・・
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高浜３・４号での「FO-A～FO-B断層と熊川断層の連動」に対する耐専スペクトルと
断層モデル（全ケース、EW方向）による地震動評価結果（関西電力）から言えること
は ・・・ 断層モデルによる地震動評価は1/2～1/3の過小評価になっている！

新基準地震動Ss-H

耐専スペクトル

耐専スペクトル

断層モデル

2～3倍の差！

断層モデルは北米中
心の地震データに基
づいており、日本国
内の活断層にそのま
ま適用すると地震規
模が1/2以下へ過小
評価され、地震動が
非常に小さく評価さ
れる。このグラフは、
関西電力自らそれを
実証したもの！

耐専スペクトルは国内
地震データに基づき、
現実に近い。しかし、
2007年新潟県中越
沖地震や2008年岩
手宮城内陸地震など
地下で1000ガルを超
える最近20年間の近
距離地震観測記録は
反映されていない。こ
れを反映させれば、地
震動はもっと大きくな
り、適用範囲も広が
る！

実際にはもっと大きい！

700
ガル

基準地震動を550ガルから700ガルへ引き上げたが・・・ 40



大飯3・4号では「FO-A～FO-B断層～熊川断層の連動」に対する断層モデルによる
地震動評価（短周期の地震動レベル1.5倍ケース）が基準地震動を超えた！

高浜3・4号の評価結果に基づき、２～３倍すれば、
1500ガルにもなり、クリフエッジ(1260ガル）を超える！

短周期レベル1.5倍ケース
(上端3km)の地震動評価

水平方向（実線：NS，破線：EW）

関西電力「大飯発電所 地震動評価について（コ
メント回答）」，第135回原子力発電所の新規制
基準適合性に係る審査会合，資料4-1(2014.9.5)

856ガル
③EW

606ガル②EW 基本ケース(上端3km)の地震動評価
水平方向（実線：NS，破線：EW）

関西電力「高浜発電所・大飯発電所 地震動評価につ
いて（コメント回答）」，第113回原子力発電所の新規制
基準適合性に係る審査会合，資料3-2(2014.5.16)

700ガル

基準地震動Ss-1H

700ガル
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中央防災会議第２６回「東南海、南海地震等に関する専門調査会」参考資料：
中部圏・近畿圏の内陸地震の震度分布の検討資料集，図2.3.2(2006.12.7）

中央防災会議による地震規模の評価は
Shimazaki式や武村式(断層長さ)に近い

地震調査研究推進本部も
松田式（活断層の長さではなく
震源断層の長さで評価、武村
式(断層長さ)とほぼ同等）

で活断層による地震規模
を評価（長期評価）

津波高さの評価：
武村式(断層長さ)

地震動の評価
断層モデル：

入倉式

応答スペクトル：
松田式

耐震設計では地震
と津波で使い分け
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日本国内のデータ 北米中心のデータ

断層幅
16.6km

断層幅
13km

断層の長さ20km 断層の長さ20km松田式でM7.0

入倉式でM6.7

入倉式でM6.9

（6.13×1018Nm）

（3.76×1018Nm）

（8.13×1018Nm）

1/2
以下へ

¾へ

震源断層
震源断層

断層モデルでは地震規模が1/2以下へ過小評価される！

断層面積

応力降下量
短周期レベル

断層長さ

地震規模

等価震源距離

地震動評価

耐専スペクトル 断層モデル断層モデル
（修正レシピ）

断層面積
の修正

地震規模

地震動評価

入倉式松田式

M6.3の地震
データで固定

断層モデルの
式で地震規模

を逆算

九州電力の
断層モデル

地震調査研究推進本部によ
る「活断層の長期評価」では
修正レシピを用いている
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九州電力は最小の地震モーメントを選び、

1997年5月13日鹿児島県北西部地震の
地震モーメントMoを過小設定している！

⇨アスペリティの応力降下量を過小評価！
⇨活断層による地震動を大幅に過小評価！

川内原発周辺の主な活断層と要素地震
（1984年8月15日九州西側海域の地震）

菊地・山中(1997)
0.90×1018Nm(MW5.9)

九州大学理学部
島原地震火山観測所(1997)

1.2  ×1018Nm(MW6.0)

the Global CMT project
1.42×1018Nm(MW6.0)

要素地震の評価
the Global CMT project
1.02×1017Nm(MW5.3)    

⇨ 21.02MPaアスペリティの応力降下量

⇨ 15.9MPa

⇨ 21.2MPa

⇨ 25.1MPa

⇔ 活断層による地震のアスペリティ
平均応力降下量 15.9MPa

断層モデルの小断層地震波は、
応力降下量の比で要素地震波
の震幅を増減させる！

(左)1997年3
月26日と5月
13日の鹿児島
県北西部地震
の本震と余震
の分布

(右)1997年3
月26日～5月
14日9時の震
源分布(M≥2)

（3月26日の地震）
3/26～5/13の主な余震域

（5月13日の地震）
5/13以降の余震域
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①九州電力の特性化震源
モデルによる1997年5月
13日鹿児島県北西部地震
の再現計算は過小評価に
なっている。

②川内原発での内陸地殻内地震観測記録に基づく耐専スペクトルの補正係数は、周
辺活断層による地震の震源特性（応力降下量）が通常より大きいことを示唆している。

水平方向

③国内で最近発生したM7クラスの地震でアスペリティ応力降下量は20～30MPaと
大きかった。2000年鳥取県西部地震M7.3(28.0, 14.0MPa), 2007年能登半島地震M6.9(20, 20, 10MPa), 

2007年新潟中越沖地震M6.8(23.7, 23.7, 19.8MPa), 2008年岩手・宮城内陸地震M7.2(17.0, 18.5MPa)

3つの理由
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観測記録の
1/2程度

観測記録の1/1.5程度

観測記録の
1/2程度

本震と余震
(要素地震を兼用)の相対関係
だけで決まっていた。本震の地
震モーメントや応力降下量は検
討用地震にだけ関係していた。

NS方向 EW方向

甑断層帯甑区間による地震：応力降下量の不確かさを考慮したケース

九州電力株式会社「川内
原子力発電所 基準地震
動の策定について（補足
提出データ・資料）」，川内
発電所１、２号機の地震等
に係る新基準適合性審査
に関する事業者ヒアリング
（３５），資料番号TC‐C‐
064(2014.6.4)

短周期側では、
25.1MPaでの
地震動評価を
行っていない！
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■The Global CMT Project の地震モーメントを採用した場合、
本震のアスペリティの実効応力・平均応力降下量は1.58倍になる。

■本震のパラメータだけでなく、余震のパラメータも1.58倍となり、
本震と余震の相対関係(合成倍率)は変わらない。

九州電力株式会社「川内原子力発電所
基準地震動の策定について（補足提出
データ・資料）」，川内発電所１、２号機
の地震等に係る新基準適合性審査に
関する事業者ヒアリング（３５），資料番
号TC‐C‐064(2014.6.4)
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九州電力株式会社「川内原子力発電所 基準地震動の策定について（補足提出データ・資料）」，川内発電所１、
２号機の地震等に係る新基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（３５），資料番号TC‐C‐064(2014.6.4)

「鹿児島県北西部地震の本震と余震の関係」は検討用地震の地震動評価と無関係なのに・・・

変わらないはず！

こうなる
はず！

×
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25.1MPa

15.9MPa

9.51MPa

6.03MPa

25.1MPa

15.9MPa

21.02MPa

×

余震を本震
の地震波再
現用要素地
震にしており、
地震波形
の再現結
果は不変。

×

○○

○




