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島崎名誉教授の警告について 

断層面が垂直又は垂直に近い横ずれ断層に
おいて、地震規模（M、Mo）の算出に入倉“三
宅（2001）の式を使うと過小評価になる。

大飯原発の基準地震動856ガルは大倉“三
宅式によって算出されたもので、過小評価で
ある。

ee う017／7／16

強震動部会の提言による地震モーメントの算出方法　冨 

レシピ（イ）　　　レシピ（ア） 断層の農さから算出する。∴弼∴断層の面積から算出する。 

（松田式“境村式“山中“島崎式） ��（入念“三宅（2001）の式） 

“断層の長さの設定 ・断層の長さに一定の係数を乗じ てマグニチュードを算出する。 � �・断層の長さの設定 ・断層の幅の設定 ・断層の角度の設定 

・マグニチュードに一定の係数を桑 � �断層面積に一定の係数を乗じて地 � 

じて地震モーメントを算出する。 （地震モーメントから一定の係数を 乗じて断層面積（断層の形状）を導 き出す。） � �震モーメントを算出する。 

（比較のための換算式　島崎先生）

・（1）武村式
・　　　　　Mo＝437Xle絢XL2

・（Z）山中。島崎
・　　　　Mo＝3．80×lQlQX瞥

・（3）地震調査委採用式
・　　　　Me三宝．35Xle帥XLl・95

・（4）大倉“三宅（2001）の式

・　　（厚さ14kmの垂直な断層を仮定）

・　　　　　Mo＝＝1，09X的leXL2
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どれも正しい。問題は、将来起こる地震を想 
定するためにどの式を用いるべきか？ 

！震源インバージョン結果煉大地震研究所）萱 

録籍 �・漣熊・簿ヂ～寧 �妙策亮料高畠一存譲熱　　甲全374の 

均54km二 質 震 割∴登 別∴諒‾ �．・．抜・ 、：詑 �議滋㌻‾欝 ＼∴∴言∴高 �さ 、絶 滅 �ii；1． ．1）、埠 隷ふ綾 

秘 

霧潔 ∴鱗 �ヽ二子 を壷も 

地震発生前に我々に与えられている輯報は何か � 

！ポストディクション！ 
・活蹄高閲覇のみ 

幅は分からない（綾織教授　甲全374の53頁） 
角度も分からない。 
農源断層の長さも分からない。 

∴　断層面積は分からない。 

大倉・三宅（2001）の式を使う前提条件がない。 
激励鯛薩鰯煩倉・三富惚00のの葺を儲かると、ズ鯛初窮鉦 
仁在る。 

震源断層＞地表地震断層＞活断層 

■● 2017／7／16

布田肝日奈久断層詩の長期評　鱗 �� � �綴 、篭 � 
価（糀5．2．1） 

【甲全374の25頁】 
ー緩慾幾簸遊 ���謎 　÷＼ヽ∴ 

．∴、∴∴ � �；し〝．：‘、 

：∴∴一　　　　　　　∴∴∴∴∴∴∴ �� � �宅：子： 

申全374の23買！ 

漁 ���、与、禽 一隊 �’‘1／1二 �幸i圭 isくr ∴tir●： ら♂ 悠二二l 

畿鶏紅三二 擬凝縮－、竿γ ��藩i或≡！ �雄轟 ∴車高 �i膏 � �さき　i � � 

▲17 � �樟諒章魚一つ ∴∴ ���ノく 

龍雄 ����1◆ ：”・拳条 � 

※． � � �i妥 �∴高三 � ���� 

！‾す‾＝ 食事 �浩軽詰i幸 ��� �牽 

＝∴肇ニー ��品薄星　章 ���翔 � 

南濃仮処分大阪高裁決定“玄海仮
処分佐賀地裁決定の誤り

困隔醒騒∃

・調査“評価により、震源断層

の長さ、幅、傾斜角等の詳
細な情報が得られる－（イ）の
方法ではなく、（ア）の方法を
用いるのが合理的

『関配
・震源断層の長さ、幅、傾斜

角が正しく把握できると判断
している。

‘佐賀屯衰決定；

・大倉“三宅（2001）の式はレ

シピの一部をなすものとし
て合理性を有する。武村
（1998）の式はデータセットが
古く、データが不十分なもの
－関係式としての正確性が
乏しし 畢
震源断層長が正確に把握
できると認定はしていない
が、その前提に立っている
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㈲　新たな安全神話①

【避難計画】安全確保対策が講じられており、これら
の対策により、炉心の著しい損傷や周辺環境への放
射性物質の異常な放出に至ることはまず想定しがた
い。更に（重大事故対策が講じられているので）、炉心
の著しい損傷等を防止する確実性はさらに高まってお
り、本件原発の安全性は疎明されている。

原子力災害対策については、改善の余地がある“”“
が、その取り組み姿勢や避難計画等の具体的内容は
適切なもの

〈5）新たな安全補講③

【特定重大事故等対処施設の耐震安全性】

基準地震動及び基準津波は、原子力規制委員会によって
厳格に審査され、基準への適合性が確認されたのであり、
十分な保守性を有している。

基準地震動及び基準津波を超える地震動及び津波が到
来し、これによって重大事故等討処施設が機能喪失する寧
瞳に陥ることはまず考えられない。新規制基準の定めに不
合理な点があるとはいえない。

師事定重大事故等対処施設一過酷事故になった損合に、格納容器の破
損による放射性物質の放出を抑制するための施設。フィルタベント等（深
層防護第4層）】

閲電→二つの地震津波で解梯モデルの検漣を行い、 
目安値の範囲に入っていることから計算手法の妥当 

軽が確認された。 

¢e 2017／7／16

㈱　新たな安全神話②

【汚染水対策】放射性物質が格納容器から流出しないた
めの厳格な対策を要求している。原子、力規制委員会は、新
規制基準の適合性とともに、技術的能力基準の適合性を審
査し、その適合性を確認している。

原子力規制委員会は、「汚染水については、これを発生さ
せないことが重要であり、新規制基準では炉心が損傷した
場合でも放射性物質が格納容器から流出しない対策を要求
している」と説明している。

汚染水対策についての新規制基準の定めが不合理である
とは言えない、本件原発の汚染水対策が安全性を欠如して
いるとは言えない。

淘都合の悪いことはネグレクト 
（故意？過失？） 

・「震源を特定せず」の16倍問題

地震ガイドは、Mw6．5未満の観測記録を収集す
ることを求めているのであって、地震の規模をMw6．5
という一定値にすることを求めているのではない。

－もしそうだとすれば、「地震ガイドの定めが不合理」

という主張は無視
“津波解析モデルの懇意性についての主張は無視

“避難計画の事故想定の不合理性（セシウム137が

100テラベクレル）についても、無視

イ0

現 掠 原 発 差 止 め 請 求 訴 訟 � �裏1 ��○●　　　　　　　●〇十 ������類義復田　　　　　　　　　復篤B �����∴ 
iは豊 ����I● ��∵∴＋ �� �� 

l六ケ副 li∴ヽ1ヽ ��ttl●書、 0001i● ��●7： ●●● �� �� �十千●○ 01 ●● � �� 

救 ÷｝i∴i �� � �亨：r● �� � �� 

車掌 ���千∴ �趣 �重訳 � � � � �� 

－i雪 子 �“ヽ∴子 等4 窪著 書標iij eまう ���寄 �婁 �年 � �心∴ � �適 �� 

十 〇〇 義憤 ����賎 �書し＋∴ 

豊 pl、 ↑「：i �� � � � � �納誓蓋 iモ 漬鬼力 �噛 � � 

輔 �� ���夏鳥） 

章一ヽ ＋、・ �� � � � �ヽ∴　　　　　　　　↓ �� 

うi ��▲i∴ � �単項埋 �� ��苑霊 �� �� 

－‾拳－14 � �重lt ��十十千 ��′調 　　　前額裏 ��婁÷ �� 
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最近の提訴

・高浜3、4号撥仮処分（福井地裁敦賀支部鴨

本庁）【2017，5．15申立て】

本人訴訟
・高浜3、4号機仮処分（大阪地裁）【2017－7．7

申立て】

求める裁判－「政府がミサイル常時破壊命令を解除
するまでの問、高浜3、4号機を運転してはならない。」

これからどうする？〈2）
・流れは変えることができる。ぐ国際的な脱原発の潮流、原

発の不合理性の顕在化【原発のコストアップと再生可能エ
ネルギーのコストダウン、原発メーカーの苦境、政策の迷

走（核燃サイクル、使用済み核燃料の処理問題）等】、福島
原発事故の被害の顕在化と事故処理の停滞ぐ市民の間で
原発に対する忌避感の着実な浸透

これらの諸要素は、裁判官の意識を確実に変えていく。

司法官僚裁判官を現場たたき上げ裁判官が包囲する状況
を作っていく。

その条件を作っていくのは、市民の普遍的な意識と粘り強い
運動である。

終
ミミ

■ヽ 与017／7／16

・合理 �これからどうする？（1） な立証責任論を採らせる【安全性についての資料をどちらが保 
有しているかという問題だけではない。「安全だから」と言って原発立地 
を進め 当然】。 �たのは事業者なのだから、安全性を事業者が立証すべきことは 

・原発に求められる安全性についての理論の深化が必要（「絶対的安全 

性か、相対的安全性か」で止まっている。相対的安全性の中でどのレ 
ベルの安全性が必要かについて裁判所に真剣に検討させる必要があ 

る。そのときの考慮要素は、①過酷事故のリスクは誰も否定できないこ 
と、②電力供給のために原発は不要なこと、むしろコストが高く経済的 
にも不合理なこと、③将来の世（印こ深刻な負担を負わせること等。 

・原発に求められる安全性は誰が決めるのかについての考察が必要。 

それは �市民が決めるのであって、原子力規制委員会には決める能力も 
専門性もない。 

・福島原発事故が裁判官のなかで風化している。これを再び思い起こさ 

せる必要がある。 　　　　　　　　　　　∵∴ 
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