
自己免疫病の何らかのサインを見逃さないように！十分なチェックを怠らなけ

ればJ 大事に至らずに！がんの治療と自己免疫の治療を並行させることは不可能

ではありません。

自己免疫症状が現れる人とそうではない人，また現れる臓掃の違いについても，

個人差の問題になります。免疫系の活性化されやすさや，いわゆる抗原認識多様

性の違い！それに加えて！炎症反応を引き起こすサイトカインの産生量など！免

疫系にかかわる遺伝子の数だけでも数百は優に数えられます。人はそれぞれj 同

じ遺伝子をもっとは言っても！その遺伝子の多型性（配列のバリエ シヨン）の組み合

わせから，その遺伝子の発現量によって！非常Lこ異なる反応が引き起こされます。

あまりにもつよい反応が起きるときには，特定の臓器への攻撃が重症化L，自己

免疫病が発症してしまうわけです。

Lたがって もともと明らかな自己免疫病をもっ人がI がんを患った場合には，

現時点では この治療法は医師としては勧めにくいと考えられていますが！ぞが

てそういう患者でも，自己免疫病を予防しながら治療する道は聞けていくものと

期待しています。
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いのちとは何か
幸福ゲノム病
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永遺の開いに現代の生命科学はどのように笹えるのか。

環壇との相E作用の中で生まれ進化してきた生命はj

〈偶器〉とQ必需〉の控聞を歩んでいる。

いのちのダイナミズムと人の幸福を

世界的に知られる免疫学研究の第入者が語る。

雑誌「科学』連載の単行本化。

岩波書店
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最大クラスでは諒い
日本海「最大クラス」の津波
一一過ちを糾さないままでは「想定外Jの災害が再生産される

しまさをくιl》亡
島崎邦彦 関学 名問
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国が告県の統モデルとして定めた日本海「最大空

ラスJの津波はI 過小に評価古れている。津液の対

策がこのまま進めば，再び「想定外j田被害者生す

るのではないだろうが。 2002年の津液地震の予測

を中央防災会議や東京電力が無視し『「想定タUの災

害奄起こしたことを忘れてはな St~い。「最大ヲラ

ス」の津i度目高古が不十分担のl乱闘土交通昔の委

員会が震源の大告さを過小に評価したためである。

Zの過小評価を既成事実化すれば，「想定外」の地震

動によって再び原発事故が起こりかね芯い。

2三；：：マア三二三三＝胃寸
「想定外jをもたらした悶

津波＇）スクを輯視したことが東日本大震災の

深刻な被害を生み 東京電力福島第一！息子力発電

所の重大事故を起こした。 5年が経つ今も！奪わ

れた暮らしは戻らない。このようなことを二度と

起こさないためには1 津波ワスクがどのような検

討によって無視されたのかを明らかにし企ければ

在らない。しかし震災の教訓に学ぶはずの中央

防災会議の委員会（東北地方太平洋沖地震を教訓とした地

震津波対策に関する専門閥査会）ではl 単に今後はこれ

までと異なる手法をとるとしただけで終了したら

在ぜ誤った結論に至ったのか，それがどのように

導かれたのか，責任を負うべきは地震学の専門家

なのか，行政担当者なのかなどの議論は皆無であ

った。経緯を点検して欲しいという 委員の人

である筆者の発言は無視されている。誤った行政

判断の背景は簡に閉ざされたまま，変わらぬ体制

がそのまま残った。

東京電力は，政府から 2002年7月に公表され

た日本海講沿いの津波地震の予測を長期間無視し

2008年3月に至って初めて予測に基づく津波の

挙動を計算したと伝えられる九計算の結果，福

島第一原子力発電所の敷地南部では 15.7mの高

きの津波となることが判明した。敷地高さ！Om

をはるかに超える津波に対し東京電力は何ら対策

をとらないまま， 2011年3月11日l 15.5 mの

高さの津波を迎えた。これが「想定外jの津波で

ある。しかし新聞報道によれば！東京電力や電気

事業連合会はY 神戸地裁などの訴訟で裁判所が促

している津波の試算や津波に対する脆弱性の試曹

について！文書の提出を拒否している九誤った

判断の背景は，ここでも闇に閉ざされたままであ

る。

中央防災会議の委員会（日本海博子高梅講周辺海溝

型地震に関する専門調査会）は，政府の別組織である地

震調査委員会が2002年に公表した日本海溝沿い

の津波地震（すなわちi 上述の＊電が無視した津波地震と同

）を対策から除外L，可能性の低い明治三陸津

波の再来に備えることとした。多くの委員の反対

意見を無視し強引に会議を運営した結果であ

る九明治三陸津波の再来による死者数は最大で

27仙人と，この委員会は想定した＇ o これに対I.,,

東日本大震j、の死者行方不明者は I万8000余

人である。全犠牲者の8割近くは！明治三陸津

波の2倍以上円高さの津波に襲われた地域で

犠牲となった九想定の誤りによる犠牲はあまり

にも大きい。

過ちが放置されれば，再び過ちが起こる。今度

猷クラスて蜘時［駄ク到の軸｜科学 Io佃



は！日本海の津波リスクが過小に評価されている。

2014年9月に国土交通省の委員会（日本海における大

規模地震に関する詞査段討会座長阿部勝征東民大学名誉教

授公益財団法メ地震予知総合研究振興会会掛から発表さ

れた報告書は，日本海の「最大クラス」の計1披断

層モデルを推定l,,各地の津波高さを示したら

しかし日本海西部，詳しく言えば能畳半島以西の

津波が過小評価されている。推定された津波の高

さが「最大」規模ではな〈！場合によっては並の

規模より小さくなっている九このような誤った

設定で対輩を進めれば，「想定外Jの津波災害が

起こるのは何ら不思議ではないだろう。

この小論では まず日本海の「最大クラスjの

津波が最大クラスではない例を示L，次にその原

岡が震源の大きさを推定する入倉三宅（2印 1）＇の

式（以下！入倉三宅式）にあることを明らかにする。

また！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在っているこ

とを示す。さらに 2016年4月 16日の熊本地

震を例として，垂直な断層や垂直に近い断層に入

倉三宅式を適用すべきではないと結論する。最

後に入金・三宅式の使用が既成事実化するこEの

恐ろしさに言及する。

一 一一 …一ーか，CC/.t 九二ぺ＂，ic,C:，よど ,c;，，；：…～…プピ主ぷ ：：二三三主どよぷjι 'i 
過小評価された日本海津波の実態

過小評価されているのは！日本海西部の津波で

ある。詳しく言えば能畳半島以西の海岸であり！

その耳li由は後に述べる。津波の高さが低くなって

いるのは震源の大きさが正しく推定されていない

からである。そのために，推定された津波の高さ

が「最大J規模ではなく 場合によっては並の焼

t葉よ 0小さくなっている。これらのf宇i度のほとん

どがI 地下の垂直な断層！あるいは垂直に近い断

層を震源として発生する。これらの震源の大きき

が，不適当な式を用いたため過小評価されており I

その結果l 津波が過小評価されているのである。

ここでは例をあげて！「最大クラス」とされ

ている津波をt貴討する。他の例でも同様である。

例にあげるのは丹後半島沖の垂直な断層で！津波

0削｜砧GAKUI JcL 2016刷 出 No,?

断層モデルの報告書では F54断層と称される。

これは陸上の活断層I 郷村断層の延長部にあたる。

報告書によればl 兵阜県の日本海岸！すなわち豊

岡市！香美町新温泉町に最も高い津波をもた

らす断層である。断層の長さは 58』ζm，幅 14km 

で1 断層商積は 799km＇と記載されている。

地震の揺れの版（震聞は地下の岩盤がずれるこ

とによって起こる。すなわち，断層がつくられる。

断層の形は長方形に近い。そこで断層の面積は，

通常，断層の長さ（長方形の長辺の長引と幅［短辺の長

引から求められる。この断層の面積と‘震源の大

きさ’（学術用語をもちいれば地震モ←メント）との聞には

簡単な関係式が提案されている。 f震源の大きさ’

を断層の長さと関係づける式もあり i 以下に紹介

する。

日本海津波の報告書では，入倉・三宅式を使っ

ている。その式を変形してわかりやすくすると次

の（I)式となる。ここで5(km＇）は断層面積， M。

(Nm）は f震源の大きさ’であるo

M。＝ラ562×10＂× S' (I) 

また1 断層のずれの量 u(m，厳密に言えばずれを断

層面全体で平均した値すなわちずれの量の平均値）は同椋i

に次の（2）式により求めることができる。

u 口 L622×10 ＇×5 (2) 

これら及ぴ以降の式は単に数値を計算するための

式であり，一般の方々にわかりやすい形にした。

丹後半島沖の海底断層 F54の断層面積から（2)

式を用いて断層のずれの量を求めると， L30m 

との答えが得られる。日本海の津波断層モデルの

報告書では，ずれの量が地震によってばらつくの

で，そのばらつきを考慮して L5mを加えること

になっている。最大クラスの津波を推定するため

の工夫として評価できる。これを加えれば！ずれ

の量は 2,80mとなり，報告書の表6仁 3桁で記

載されている数値に等しい。日本海津披断層モデ

ルでは，ずれ量の平均値の2倍となる t大すべり

域’を設定している。これは現実に近い設定とし

て用いられており！最大クラスにふさわしい考慮

である。さらにi 横ずれの断層と考えられる場合

には，縦ずれ成分を加えて津波が高くなるように

設定しており，これも妥当なやり方と思われる。

これらの工夫から1 見「最大クラスlだと専門

家でさえ思い込みがちである。

報告書では入倉三宅式が使われているが，原

発の基準津波の審査では！武村（1998）町tを用い

て『震源の大きさ’を推定するのが普通である。そ

の式を変形してわかりやすくすると次の（3）式と

なる。ここでL(Ca）は断層の長さである。

M。工 4,365XJO＂× L' (3) 

また，断層のずれの量 u(m）は同様に次の（4）式

により三十とめることカミできる。

u 三 L273×LIIV (4) 

ことで ¥V(km）は断層の帽を示す。海底断層 F54

では長さ L巴 ラ8km，幅 wご 13,9kmなので！ず

れの景は 53mと求まる。これにばらつきを加え

ると 6,8mとなる。入倉三宅式を用いた場合の

2,8mの倍以上である。ぱらつき L5mを加えな

くとも倍にifiい。山中島崎（I卯 0）行式からも同

様に‘震段、の大きさ’とずれの量が次のように求め

られる。

M。コ 3,802×10＂×L' (5) 

u 三 Ll08×Lパ¥7 (6) 

と式からはj ずれの量がH mと計算され！ぱら

つきを加えて 6,]mとなる。入倉三宅式を用い

コラム

地震モーメント

地震モ メント叫（この小士では震源の大き

さつは断層面積品ずれの量uと則性率μの三者

の積iこ等しい九すなわち，立のように表すこと

ができる。

M, 三μ×u×s

ここで剛生率は，岩石のある種の固さを示す。師

層をずらすように加えた力に対する，岩石の変形

しにくさをj 間性率は示している。日本海の津渡

断層モデルの報告書では，附性率を 3AC×10'"

Nmとしているので， ζの小文でもその値を用い

る。

ずれの量を表す（2）式は』上式と（1）式からj

(4）式は上式と（3）式から，（6）式は上式と（5）式

から導かれる。

た場合よりはるかに大きい。他の例も同椋である。

報告書によれば，兵庫県の海岸における F54

断層の津挫の高さは，高いところで3－うm程度

とされている。しかし武村式や山中・島崎式が適

切な場合には！津波の高さは高いところで少なく

とも 6-!0m税度となるのではないだろうか。

想定の2倍以上の高さの津波に襲われた地域で

の犠牲者が全体の 8害時を占めた東日本大震災

を忘れてはなるまい。

一一一九 一cc-_]
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入倉・三宅式を他の式と比べる

なぜ，式によってこのような違いが生じるのか。

日本海津世断層モデルの委員会委員績回他

国 16）＂か式の検討を始めたが もととなったデ

ータの遠いによると思われるロ入賞三宅式では

世界のデータが扱われており！他の式では日本の

データのみが扱われている。

この小文で問題としているのは！日本海西部J

詳しく言えば能畳半島以西の津波である。これら

の津波は垂直な断層1 あるいは垂直に近い断層に

よって発生ずる。これらの断層の動きは主に横ず

れである。逆に日本海東部のほとんどの断層は斜

めに傾いており！縦ずれの動きが大きい。日本海

のみならず，日本列島とその近海で先生する地震

にはこのような特徴がある。

入倉三宅式が問題となるのは！断層が垂直J

あるいは垂直に近い場合である。西日本の多くの

断層が該当する。一方！断層が斜めに傾いている

場合は問題にはならない。日本海東部の津波がこ

の小文の対象から除かれているのは！このためで

ある。次に！在ぜ断層が垂直あるいは垂直に近

い場合が問題なのかを説明しよう。

津波を起こす地震は浅い地震である。日本列島

およびその近海（日本海を含む）で起こる浅い地震の

断層の下端は！深さ 15km程度とほぼ一定である。

上記で例としてあげた F54断層は垂直で，断層

下端の深さが15,0km，上端の深さが LI!rmで，

幅は 13,9kmである。なぜ！断層下端の深さが一

定なのか？ 地震は7 地震発生層と呼ばれる層｛厚

最大クラス司抑岬毎闘円引の津波｜科学｜附5



さ15km程度）内で起こり，それより深いところで

は起こらない。断層が成長して大きくなる左！断

層が地震発生層のタトは出られないためl 地震発

生層の底が断層の干端となる。よって 断層の帽

に制限が加わる“。垂直な断層の場合！その幅は

14km程度となる。断層のけ崩が0kmでないの

は！地表付近が比較的柔らかい岩石からできてい

て，地震を発生する能力がないと考えられている

ためである。

長さが同じ断層でも，斜めに傾いていれば断層

の幅は大きくなり，断層面積も大きくなる。断層

が垂直の場合に断層の幅が最も小さくなり l 断層

面積も最小となる。入倉三宅式によると＇ (I) 

式に示すように，断層面積が小さいほど‘震源の

大きさ’が小さくなる。同じ長さの断層でも l 垂

直の場合に入倉・三宅式は最小の‘震源の大きさ’

を年え！断層の傾きがオ平に近くなるほど大きt:
a震源の大きさ j を与えるQ 傾きが水平に近いと！

結果的に武村式などに近い値が得られるようにな

る。このためj 問題があるのは断層が垂直な場合！

あるいは垂直に近い場合なのである。よってl 日

本海西部の津波が問題となる。

そこで簡単な例として！幅 W'I4kmの場合を

考えよう。ずれの量を示すω式（心式（ω式

はそれぞれ次のように（刀式＇ (8）式（9）式仁

皆同じ形に書き換えられる。‘地震の大きさ’の式

も同様である。

u -2.27×10－，×L ［入倉三宅式］ (7) 

u -9.04×10－，×L ［武対式］ (8) 

u -7.91×10－，×L ［山中。島隊式］ (9) 

標準的な垂直の断層！すなわち幅 ¥Vが 14』却の

断層ではi 入倉三宅式によるずれの量は，他の

式の 113.j～！／4程度となる。これは断層の長さ

Lにはよらない。

1:.0.cr ：；；三fl；~~~三ヨ
入倉・三宅式による，~,J、評価
（垂直隔月育j あるいはZ左前に近い1!!111!の場会）

他の式と比べると，入倉・三宅式による場合，

結果が小さくなることを示した。しかしどの提

0656 I…ul川田 山田陥7

案式が最もよいかは！実際の値と比べなければわ

からない。過去に起こった出内の地震で『断層面

積や断層の長さ左左もに t震源の大きさ’が知られ

ている地震を調べ どの式が最も合うのかを比ベ

オしばよい止さろう。

実はここで，もう一つの問題があることを述べ

ねばならない。それは1 事前情報の問題である。

すなわち地震発生前には，断層面積や断層の長さ

が正確には推定できない。このことによって ι震

源の大きさlの推定が不正確になる恐れがある。

これまで提案されている式は，塾璽盈生盆主jー主

れた情報に基づいている。断層而積と震源の大

きさ’との関係式あるいは断層の長さと ι震源の

大きさ’の関係式を求めるのに用いられたデータ

は！地震発生後に得られた情報であり，地震発生

前に知られていた情報ではない。すなわち，過小

詳細の問題は二つに分けられるべ

[I]断層の荷積ぞ長さは！地震発生後に確定す

る。その値は事前に推定できる値と等しいとは

限らない。実際には，事前の推定値より大きくな

ることがある。 2016年4月 16日の熊本地震（マグ

ニチユ ド7.31の場合には，事前に推定された活断

層の東端より 7km東まで断層がひろがった九

[2］垂直な断層や垂直に近い断層の場合！入

倉三宅式から得られる‘震源の大きさ’は，武村

式や山中 島崎式によって計算される大きさより，

はるかに小さい。次に示すように1 実際の ι震源

の大きさ’の 113.5程度である。

この小文では t記［2］を問題左している。上記

［！］の影響が大きいとする意見については1 後で

反論する。

事前に推定された，あるいは，されたであろう，

断層の長さを用いて 実際に日本で発生した地震

の4震源の大きさ’を推定してみると，入倉三宅

式に基づく推定が過小評価となる結果が得られた。

上述の「事前に推定されたであろう断層の長さj

については1 どうしても主観が入る可能性がある。

最も客観的な結果と思われる三例を示すと表 l

のようになる。

濃尾地震では. r新編日本の活断層J"の闘を

表 1ー各提案式から推定される i震源の大きさ（地震モメント）と実現値（単位 10"lm)

実現値 ［入会1)三宅］ ｛鍋 ［山F室崎］

18>11年濃尾地震 18 
19,10年北伊豆地震 2.7 
2011年福島県浜通りの地震 1.1 

用い1 温見断層の北端から三田洞断層の東端まで

の距離69kmを断層の長さとした。‘震源の大き

さ’の実現値としては福山らね0昨I＂が東京の地震

計記録から推定した値を用いた。北伊豆地震も

『新編日本の活断層jの図を用いj 北ff/豆断層

系bの北端から佐野断層南端までの距離27km

を断層の長さとした。実現値は阿部（1978）”が測

量結果を用いて推定した値とした。東日本大震災

の1カ月後に発生した福島県浜通りの地震では！

東京電力が井戸沢断層の長さとして事前に 19.5

kmと推定していた値mを用いた。実現値は引間

(2012）引が強震動の記録から求めた値である。

‘震源の大きさ’を地震発生前に正確に予測する

ことは難しいことがわかる。しかし他の式に比べ

入童・三宅式に基づく推定は！明らかに過小評価

となっている。山中 島崎式を妥当とすれば！妥

当な値の 113.5程度である。

日本海の津波断層モデルが過小評価されている

ことを講演した際にね015年1m.東京大学地鍵研究所

金曜セミナー），日本海における大規模地震に関する

調査検討会の委員から反論があった。津波断層モ

デルは断層の長さをデータとして用いず，海底地

震探査の結果から推定される震源断層の面積に基

づいているので信頼できるとの主張である。これ

は上記［！］と臼］のうち ［！］の事前推定が問題で

あるとの指摘に他ならない。熊本地震で実例が示

されているように！活断層から推定された断層の

長さより 実際の断層の方が長いことがある。布

田川断層の東端は阿蘇外輪山の山麓とされていた

が，熊本地震では，それより東の阿蘇カルデラ内

まで断層が及んだ＂。そのようなこともあろうが 7

主な原因は入室ー三宅式による過小評闘である。

実際に発生した地震恨の例）で！生墨盈1三笠皇1主
主主ニ主と入倉・三宅式を用いて‘震源の大きさ’

や断層のずれを計算すると，実際の値よりはるか

5.2 21 18 

0.79 3.2 2.8 
O..'i5 17 1.4 

に小さい。事前推定の問題があろう／－なかろう左，

入倉三宅式の過小評価は変わらなく存在する。

例をあげよう。表Iにあげた北伊豆地震は

垂直者断層肝那断層など）で発生した。阿部（19却は，

断層の長さが2?km，幅は 12kmで，ずれの量

は3mと推定している。この推定は実際の測量

結果をよく説明する。 方 入倉・三宅式に基づ

く（2）式で断層面積5を22×12km＇とすれば，

ずれの量は 0.43mと求まる。ぱらつきの 1.5m 

を加えても 1.9mに過ぎず，阿部（19781が推定し

たずれの量3mには達しない。 方（4）式ではず

れの量は 2.3m, (6）式で2.0mとなる。これら

は 「最大クラスjの津波断層モデルの設定法に

よるずれの量 1.9ml入倉ニ宅式に基づくずれの量にば

らつきを加えて停られるずれの量）より！大きい。「最大

クラスJの津波は最大クラスではな＜.平均にも

達しないことがあると言えるのではないか。

北伊豆地震とほぼ同じサイズの断層は！日本海

でも設定されている。石川県南部沖の F50断層

である。長さ 2"7km，幅 11.8kmで 60度傾斜

している。ずれの量は 1.95mで！これはばらつ

きの 1.5mを加えた結果である。 方（4）式

(6）式からはずれの量が2.5m, 2.2mとそれぞれ

得られる。これらは，ぱらつきの 1.5mを加えて

いないが，「最大クラスjの 1.95mより大きい。

ぱらつきの 1.5mを加えれば，それぞれ4.0m,

3,7mで＇ 2倍程度になる。

~ii歪~~\i：~---v:14~， 烹1
2016年4Jl16日熊本地震（マ止弓三石油

と入倉・三宅式

布団川・日奈久断層帯で発生したとの地震につ

いて，入倉・三宅式を適用してみよう。九州の

GNSS（全球i即位衛星ンステム）観測点は！この地震に

よる大きな地殻の変形を示している。北凶に傾斜

最大 丹羽臨時 ［散問J槻 i科学l附 7



する断層が右横ずれを起こして発生した地震であ

る。暫定的に断層而の傾斜角は 60度l 長さは

27.1 kmで幅 12.3kmと国土地理院により推定さ

れた（釘定併 1）。断層而積は， 333 km＇である。そ

の後，断層面は三面からなるとされ！総断層面積

は4161也子となった［暫定解2）＂，これらの値を（ 1)

式に代入して得られる t震源の大きさ’はそれぞれ

0.62×10" Nm, 0.56×10" Nml前者は管定解Iによ

る結果後者は瞥定解2による結弟。次も同様）となる。ま

た，ずれの量は（2）式からj それぞれ 54cm, 67 

cmと求まる。入倉・三宅式に基づくこれらの値

は，単一断層モデル（哲定解 1）のずれの量3m，三

断層それぞれのずれ4.1m, 3.8 m, 2.7 m（暫定解

2 打開量の平均値は3.Gm）のいずれと比べてもはる

かに小さい。

世界中で観測されたこの地震の様々な波を解析

した結果や震源に近い場所の強い揺れの記録等に

基づいて得られた e震源の大きさlは，次のとおり

（単位は 10"Nm) 4.06", 4.46", 4.66", 4.67＇九

5.3'＇。地理院の断層モデルの断層而積左入倉三

宅式とを用いて既に推定された値 0.62, 0.% 

より！はるかに大きい。以下では これらの値の

中央値，すなわち来園地質調査所によって待られ

た 4.6，×10"N mを用いる。

地理院のモデルはすずれの量が一定の仮定によ

っているので！実際の断層面積はこれより大きい

可能性がある。地表地震断層の分布はよく調べら

れており j その結果から推定される断層の長さは

31 km＂で，断層が 60度程度傾斜していること

から帽を 161cmとすると，断層面積は 496km'

となる。これと入倉・三宅式とを用いて‘震源の

大きさ’を求めると，（1）式から 1.37×10"N m  

が得られる。実際oパ直はj 推定値の 3.4倍であり，

入倉三宅式が過小推定となっているこ左は明ら

かである。また！入倉三宅式に基づいて（2）式

から計算されるずれの量は 80cmで！実際より

小さい。

震源近傍での強い揺れは，断層のずれの挙動（位

置による違いや時間による変化）が反映されるので，そ

の予測には詳細な解析を必要と Fる。しかし！原

0制｜旧制UI U2016刷 田 No.7

子力発電所の基準地震動に関連する知周期レベル

l止‘震源の大きさ’（地震モメント）の 113乗に比例

するという式が提案されているu，ほか 2凹1）叱

上記のように実際の‘震源の大きさ’が入童三

宅式による推定値の 3.4倍であれば，実際の短周

期レベルは，入倉・三宅式による推定の 50%程

度増左なる。基準津波の革定には武村式が用いら

れるがi 基準地震動の策定には入倉三宅式が用

いられることが多い。入室三宅式にもとづく地

震動の推定は見直す必要がある。

既に述べた 1930年北伊豆地震の他に， 1927 

年丹後地震， 1943年鳥取地震についても同様に

断層面積から入倉三宅式によって t援源の大き

さ’を算出すると，観測された値より著しく小さ

いことがわかったヘまた＇ (2）式から求めた断

層のずれは，測量結呆から推定される値よりかな

りノj、さい。測量から示される変形のほとんどは地

震発生時に起こり，地震によるものであると推定

されるが，これら昭和時代の地震については直接

の証拠がなかった。地震前の変形や地震後の変形

が当時の測量結果に含まれる可能性があるため

入倉三宅式が過小であることを確定的に示すに

は，時間分解能のある測量結果を必要としていた。

熊本地震については GNSSの連続観測が行わ

れており，変形がいつ発生したかがわかる。観測

結果によれば，地震前にも地震後仁も大きな変形

は発生していない汽よって断層面積と入金・

三宅式とを/Jjいて推定される地震時のずれの量は1

上述のように実際のずれより顕著に小さいと結論

することができる。

！日いられた断層面積が過小となっているのでは

ないか！そのために入金・三宅式から推定される

地震モ）メントが4きいのではないか！との議論

があるかもしれない。しかしl 地震による変形の

範囲は SAR（だいち2号）の観測から明らかである。

地震波の観測から推定された t震源の大きさ’4.7

×10" N mと断層の幅 16kmとを用いて，入室

三宅式に適合する断層の長さを求めると，断層の

長さは 57kmと求まる。国土地理院のSAR観測

による弓渉画像幻をみると，断層の東端は東経

131.05度より西にあると思われる。断層の長さ

が 57kmよりはるかに短いことは明白である。

なお断屑の長さ L三 31kmを用いると，武村式，

山中島崎式により（3）式＇ (5）式からそれぞ

れs震源の大きさj の推定値（車位 JO"Nm)4.2, 3.7 

を得る。これらは実際の値， 4.7より小さいが，

その誤差は 30%より小さく 測定誤差の範囲内

と言えよう。

日本海「最大クラスJの津波は，日本海西部で

は最大クラスではない。各県の統一モデルとされ

ているがI これに従って津波対策を進めれば「怨

定外jの災害をもたらすであろう。その原因は垂

直，あるいは垂直に近い断層に対し入倉・三宅式

を用いたことにある0 ＇震源の大きさ’（地震モメン

害や事故が繰り返される恐れがある。二度と同じ

過ちを1日してはならない。

付記

中央防災会議「東南海！南海地震等に関する専

門前査会」ではJ 中部国・近畿圏の内陸地震をも

取り扱った~，その際事務局による，活断層で

発生する地震の断層モデルの作成に！筆者は委員

として協力した。中央防災会議が採用した式を！

この小文と同様な形で示すと！次のようになる。

品ご 1.950×10＂× L" 

断層の長さ Lご 31kmを！日いると！上式から熊

本地震の‘震源の大きさ’は， 3.7×10"Nm(llr中

島崎式に基づく値左同じ）となる。この事務局の担当者

はj 日本海津波断層モデルを推進した委員であり？

なぜ入倉 三宅式を採用したのか疑問である。

ト）が 113.ラ程度の大きさに過小評価されている。 文献

日本列島の垂直1 あるいは垂直に近い断層で発生 1 中央防災会議東北地方太平洋冷地霞を教訓とした地震津波
対策に関する専門調査会：東北地方太平洋沖地震を教訓とした

する大地震の‘震源の大きさ＇（地震モメ Yト）の推定 地震津波対策に閲する専門調査会報告， 2n11年9月四日i

には！入倉・三宅式を用いてはならないo h ，，；的WW.b<1lJ1雪al.go.Jp>alolmpc cosa,al> ,1,,okyoSoo ''""" 

震源近時での強い揺れの程度I,豆腐甥レベル）につ 抽叩＂
2 東京電力福島原子力発電所におげる事故調査検証委員会

いて！その大きさがι震源の大きさ’（地震モメント） 中間報告， 2311年12月四日l htlp,/1,机•. ，.，関伊.Jp¥p,,;, ''"' 

の 113乗に比例するという式が提案されている。 国 npsprRt 1.html 
3ー剖え民神戸新関2C.16年4月7日f電事連z 津浪脆弱性試

これに従えば，入倉・三宅式を使用した結果に対 算の提出拒否j神戸新岡田15年9月17日「津波鼠算の鋸出

1.,，実際の強い捕れの程度は 50%増となる。 拒否，東電J

西日本の断層の多くは垂直！あるいは垂直に近. 4 島崎邦彦科学 61,JOC,（四11)；添田孝史原発と大津波
筈舎を葬った人々 岩援新書（2014)

い断層であり！原発の地震勤評自Hでは，入倉 三 5 中央妨災会議日本海溝 a子鳥海湾周辺海溝型地震に関する専

宅式が多く使われている。実際の強い揺れの税度 門調査会1 日本海海 e千鳥海溝周辺海溝型地震に関する専門謂
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（短周期レベル）が設定された値の 50帖増であれば，
chur,bcu/senn on/nihonkaikn c islrr国j陥 hie／，岡山ooSOSosl,yo凶

「想定外jの事故が起こっても不思議ではない。 ,,, 

日本海「最大クラスjの津波断層モデルで入 6 島崎邦彦地震第2＂，田， 123（田12)
7 日本海にお付る大規模地震に関する調査検討会日本海にお
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神戸大学大学院理学哨究科系星学専攻

福島第一原発の凍土遮水壁については＇ ，；：験

凍結がうまくいったのかどうかも不明という，

深刻な問題があることは繰り返し取り上げて

きました。運用が開始された報告資料をみる

と＇ 2カ月後でも祖度が7ラ度を超えるとこ

ろが残っており I そこに地下水の流れが集中

しているため凍結できなくなっているようで

す。試験凍結の状況から失敗は予想されてい

たわけで，事故対応にはより機敏な方針転換

が求められます。

今月は！昨年4月号， 9月号，今年2月号で扱 効果によって数十トンまで減らせると試算し

った，福島第一原発の凍 I遮オ壁の現状について ている。

です。これらでは試験凍結について，「うまく 凍 I遮水壁は，建屋周囲の地下に 1568本

いっているのかどうかわからないjという状態で の凍結管を打ち込み，氷点下 30度の冷却寵

あったことを取り上げました。 を循環させに地下に深さ 30メ｝トルの

「封の壁jを築く。建設には国費約 345億円

うまくいっているのかどうかわからない状態に が投入されている。［酒造唯］

もかかわらず，今年3月末から全体の凍結作業

がはじまっています。当時からの報道をいくつか 1カ月ほどたった4月25日にはl 東京電力が

取り上げます。まず3月31日の毎日新聞です判。 規制委員会の「特定原子力施設肢視・評仙検討

会jに報告したとの報道がでています。以下電気

凍土,!f!:7）く壁I 凍結作業を開始 新開4月26日付記事です刊。

東京電力は 31日，福島第 1原発l～4号

機の原子炉建屋周辺の地下を凍結させて地下 東京電力・福島第一，凍土遮水援の温度低下

水の流入を抑える「凍土,!f!:7］（壁JC全長1ラキロ） 傾向を確認

について，海側から順次凍結する作業を開始 。規制委検討会で報告

した。 東京電力は 25R，原子力規制委員会の

今後 1カ月程度かけて建屋海側（約6問メー 「特定原子力施設監視，評価検討会jで，福

トル）を先に凍結させ， LlJ側については凍結さ 島第一原子力発電所の汚染水対策として3

せない7カ所（計約45メートル）を残す「段階凍 月末に凍結を開始した凍土遮水壁について，

結」を実施する。地下水の流入量は当初 1 凍結管近傍で全体的にi晶度が低下していると

日約400トンあったが！凍土遮水壁などの 報告した。今後は温度状況を注視しつつ凍

ネ1・ottpゾJrna,meh ijp/ ,cttdee/2016( 331/kC C/0 Ce /040/ キ2 httpノノwww.shimbun.de出，.oc.jp/oewe/e限，gy/21160426
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