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４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．１ 基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１５

４．７．２ 基準断層モデル①の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１６

４．７．３ 基準断層モデル②の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２３

４．７．４ 基準断層モデル③の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３２

４．７．５ まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４０
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• 広域の津波特性を基準断層モデルに反映する観点から，3.11地震に伴う津波を広域に再現する津波波源モデルの断層面積（約11万～12万（km2））を参考
に，宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデルの断層面積（約10.7万（km2））を保持した上で，発電所の津波高さに与える影響が大きい
大すべり域，超大すべり域のすべり量を約20％割増した基準断層モデル②を設定する。

• さらに，杉野ほか（2013）の知見を参考として，短周期の波を発生させる要因と考えられる未知なる分岐断層や日本海溝付近の海底地すべり等が存在する
可能性を考慮した基準断層モデル③も設定する。

• なお，各基準断層モデルの設定にあたっては，宮城県沖の大すべり域・超大すべり域を移動させた検討において，発電所の津波高さに与える影響が最も
大きいケースとする。

■宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した基準断層モデル②・③の設定

宮城県沖の大すべり域の破壊特性を
考慮した特性化モデル

 

3.11地震に伴う津波を再現する津波波源モデル

内閣府（2012）モデル Satake et al.（2013）

55枚モデル

杉野ほか（2013）モデル

大すべり域・超大
すべり域のすべり
量を約20％割増し

短周期の波を発生
させる要因を考慮

基準断層モデル② 基準断層モデル③

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．１ 基本方針

• 広域の津波特性を考慮した特性化モデルの宮城県沖の超大すべり域を移動させた検討において，発電所の津波高さに与える影響が最も大きいケースを
基準断層モデル①とする。

■広域の津波特性を考慮した基準断層モデル①の設定

広域の津波特性を考慮した特性化モデル
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• 広域の津波特性を考慮した特性化モデルの宮城県沖の超大すべり域を移動させた検討において，発電所の津波高さに与える影響が最も大きい
ケースを基準断層モデル①とする。

• 設定した基準断層モデル①が，3.11地震を上回る規模となっているかを確認するため，宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル
と同様に，杉野ほか（2013）を参考として，3.11地震による宮城県沖の地殻変動量（プレート境界の破壊），沖合いの観測波形（津波伝播）及び発電
所の津波水位（津波遡上）について，3.11地震の実現象と比較する。

すべり量分布

【広域の津波特性を考慮した特性化モデル】

基準断層モデル①-1

（超大すべり域の位置：北へ約30km移動）

【基準断層モデル①】

宮城県沖の

超大すべり域の

位置を移動

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．２ 基準断層モデル①の設定：基本方針

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p99 一部修正
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■地殻変動量（プレート境界の破壊）の比較

【基準断層モデル①-1の地殻変動量分布】

ライズタイム：300（s）相当

• 内閣府（2012）モデルと同様の条件下で算定される最大鉛直変位は15m程度であり，3.11地震による最大鉛直変位（12m程度）を上回ることを
確認した。

地殻変動量（断面図）

発
電
所
地
点

3.11地震による最大鉛直変位：
12m程度

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．２ 基準断層モデル①の設定：3.11地震の実現象との比較①

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p100 一部修正
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：観測波形

：計算波形

• 基準断層モデル①-1の計算波形は，発電所前面海域における3.11地震に伴う津波の観測波形を上回ることを確認した。

比較位置

基準断層モデル①-1

女川原子力

発電所

※：3.11地震に伴う津波の再現解析条件の
詳細は，資料１－２｢５．再現解析条件｣に記
載。

■沖合いの観測波形（津波伝播）の比較

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．２ 基準断層モデル①の設定：3.11地震の実現象との比較②

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p101 一部修正
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基準断層モデル①-1※２

【発電所敷地における痕跡調査結果】

東北電力（2011）を一部修正

凡 例
：津波の痕跡が認められる位置

：主要施設が設置されている敷地

：潮位計設置位置

N

• 基準断層モデル①-1は，発電所敷地における痕跡，並びに発電所港湾内で取得した観測波形との比較から，発電所に襲来した3.11地震に伴う津
波を上回ることを確認した。

【最大水位上昇量分布】 【観測記録との比較】

：観測波形

：計算波形

※１：3.11地震に伴う津波の再現解析条件の詳細は，資料１－２｢５．再現解析条件｣に記載。

※２：3.11地震時の地形モデルを用いた解析結果で
あり，防潮堤は地形モデルに反映していないことか
ら，敷地が浸水する結果となっている。

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．２ 基準断層モデル①の設定：3.11地震の実現象との比較③

■発電所の津波水位（津波遡上）の比較※１

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p102 一部修正
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• 広域の津波特性を考慮した特性化モデルの宮城県沖の超大すべり域を移動させた検討において，発電所の津波高さに与える影響が最も大きいケース
を基準断層モデル①として設定した。

• 3.11地震時の宮城県沖の地殻変動量（プレート境界の破壊），沖合いの観測波形（津波伝播）及び発電所の津波水位（津波遡上）の比較から，同モデル
は，3.11地震を上回る規模のモデルであることを確認した。

• 以上の検討結果並びに宮城県沖の超大すべり域の位置の検討結果（p100～113）を踏まえ，基準断層モデル①を以下のとおり設定する。

【広域の津波特性を考慮した基準断層モデル①】

基準断層モデル①-1

（超大すべり域の位置：北へ約30km移動）

基準断層モデル①-2

（超大すべり域の位置：南へ約60km移動）

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．２ 基準断層モデル①の設定：まとめ

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p103 一部修正
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最大水位上昇量（m）
備 考

（超大すべり域の
位置）敷地前面

1号取水口
前面

2号取水口
前面

3号取水口
前面

1号放水口
前面

2・3号放水口
前面

基準断層モデル①-1 18.42（北側） 17.33 17.32 17.15 16.04 16.20 北へ約30km移動

基準断層モデル①-2 15.11（北側） 14.64 14.65 14.60 13.69 14.04 南へ約60km移動

• 基準断層モデル①による各評価位置の最大水位上昇量・下降量を以下に示す。

• また，水位分布及び水位時刻歴波形を次頁に示す。

【最大水位上昇量】

最大水位下降量（m） 備 考
（超大すべり域の

位置）2号取水口前面

基準断層モデル①-1 -8.61 北へ約30km移動

基準断層モデル①-2 -9.18 南へ約60km移動

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．２ 基準断層モデル①の設定：津波予測計算結果（最大水位上昇量・下降量）

【最大水位下降量】

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p104 一部修正
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水位上昇側（基準断層モデル①-1） 水位下降側（基準断層モデル①-2）

最大水位上昇量分布 最大水位下降量分布

2号取水口前面における水位時刻歴波形 2号取水口前面における水位時刻歴波形

【水位分布及び水位時刻歴波形※１】

※１：水位時刻歴波形は，2号取水口前面の中央位置に該当するメッシュで抽出（抽出位置は，p71に記載。）。
※２：T.P.-7.04m（O.P.-6.3m）

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．２ 基準断層モデル①の設定：津波予測計算結果（水位分布及び水位時刻歴波形）

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p105 一部修正

取水口敷高※２
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• 3.11地震に伴う津波を広域に再現するモデルの断層面積は，宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデルの断層面積と比較して大き
いことを踏まえ，最新の科学的・技術的知見から，3.11地震に伴う大きなすべり量は最大規模と評価されるものの，広域の津波特性を再現するモデ
ルの断層面積との整合性の観点から，安全側に発電所の津波高さに与える影響が大きい大すべり域・超大すべり域のすべり量を約20％割増した基
準断層モデル②を設定する。

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．３ 基準断層モデル②の設定：基本方針

内閣府（2012）モデル Satake et al.(2013)
55枚モデル

杉野ほか（2013）モデル

3.11地震に伴う津波を再現する津波波源モデル

宮城県沖の大すべり域の
破壊特性を考慮した

特性化モデル

波源領域の比較

モデル Mw 断層面積

内閣府（2012）モデル 9.0 119,974（km2）

Satake et al.(2013)55枚モデル 9.0 110,000（km2）

杉野ほか（2013）モデル 9.1 112,000（km2）

宮城県沖の大すべり域の破壊
特性を考慮したモデル

9.04 107,357（km2）

各津波波源モデルの比較

：内閣府（2012）モデル

：Satake et al.(2013)55枚モデル

：杉野ほか（2013）モデル

：宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p82 一部修正
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諸元
宮城県沖の大すべり域の

破壊特性を考慮した
特性化モデル

基準断層モデル②
内閣府（2012）モデルの断層面積
（119,974km2）相当の断層諸元

モーメントマグニチュード（Mw） 9.04 9.04 9.07

断層面積（S） 107,357（km2） 107,357（km2） 120,000（km2）

平均応力降下量（⊿σ） 3.13（MPa） 3.11MPa 3.00MPa

地震モーメント（Mo） 4.52×1022（Nm） 4.49×1022（Nm） 5.12×1022（Nm）

基本すべり域
（面積及び面積比率）

6.21（m）
（85,165(km2)，79.3%）

7.69（m）
（49,872(km2)，46.5%）

6.56（m）
（－，80%）

背景的領域
（面積及び面積比率）

3.84（m）
（57,485(km2)，53.5%）

大すべり域
（面積及び面積比率）

12.42（m）
（22,192(km2)，20.7%）

15.37（m）
（22,192(km2)，20.7%）

13.13（m）
（－，20%）

超大すべり域
（面積及び面積比率）

24.83（m）
（8,078km2)，7.5%）

30.74（m）
（8,078km2)，7.5%）

26.25（m）
（－，5%）

平均すべり量 8.43（m） 8.37（m） 8.53(m)

す
べ
り
量

基本すべり域

超大すべり域

大すべり域

背景的領域

超大すべり域

基本すべり域

大すべり域

• 基準断層モデル②の大すべり域・超大すべり域のすべり量は，広域の津波特性を再現するモデルのうち最も断層面積が大きい内閣府（2012）モデ
ルの断層面積119,974km2相当のすべり量（平均応力降下量：3MPa，大すべり域：面積比率20％，超大すべり域：面積比率5％）よりも大きい。

宮城県沖の大すべり域の

破壊特性を考慮した特性化モデル
基準断層モデル②

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．３ 基準断層モデル②の設定：概要

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p83 一部修正
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１．巨視的波源特性の設定

想定波源域の設定

プレート境界面形状の設定

断層面積（S）の算定

 スケーリング則の適用

（円形破壊面を仮定した関係式）

・地震モーメント（Mo）の算定

・平均すべり量（D）の算定

２．微視的波源特性の設定

（1）大すべり域・超大すべり域・背景的領域の設定

 断層面積（S2,S4,S0.5）の算定

 すべり量（D2,D4,D0.5）の算定

 地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo2,Mo4,Mo0.5）の算定

（2）-1 基本すべり域の設定

断層モデルへの微視的波源特性の反映

■大すべり域

■超大すべり域

各パラメータ一覧

プレート境界面

（すべり分布のブロック割図）

• 約10km四方の小断層（総
数：1107）でプレート境界面
を近似。

• すべり分布の設定にあたっ
ては，小断層を約40ｋｍ四
方にブロック化（総数：70）し，
各ブロックのすべり量を
同一に与える。

（2）地震ﾓｰﾒﾝﾄの調整（すべり量の調整）

■基本すべり域

（2）-2 各領域の地震ﾓｰﾒﾝﾄ（合計）の算定

 Mo’= Mo2+Mo4+Mo0.5＋Mo1= 4.55 ×1022（Nm）

（2）-3 地震ﾓｰﾒﾝﾄの調整（すべり量の調整）

 Mo/Mo’＝4.33×1022（Nm）/4.55×1022（Nm）＝0.95

 上記倍率を用いて，基準断層モデルに反映する
各領域のすべり量を一律に調整する。

３．基準断層モデルの設定

 設定したプレート境界面（すべり分布のブロック
割図）に微視的波源特性を反映。

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ（Mw）の算定

平均応力降下量
（⊿σ）の設定

：与条件

■背景的領域

調整前 調整後

背景的領域 4.04（m） 3.84（m）

基本すべり域 8.07（m） 7.69（m）

大すべり域 16.14（m） 15.37（m）

超大すべり域 32.28（m） 30.74（m）

背景的領域

超大すべり域

基本すべり域

大すべり域

9.04

海溝軸～深さ60km

107,357（km2）

3.11（MPa）

5.0×1010（N/m2）

4.49×1022（Nm）

太平洋プレートの運動方

向に基づいて設定

60（ｓ）

平均応力降下量（⊿σ）

（=7/16・Mo・（S/π）-3/2）

剛性率（μ）

地震ﾓｰﾒﾝﾄMo

すべり角λ

ライズタイムτ

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ（Mw）

地震発生深さ

断層面積（S）

すべり量 7.69（m）

断層面積
（面積比率）※１

49,872(km2)
（46.5%）

すべり量 3.84（m）

断層面積
（面積比率）

57,485(km2)
（53.5%）

すべり量 15.37（m）

断層面積
（面積比率）※２

22,192(km2)
（20.7%）

すべり量 30.74（m）

断層面積
（面積比率）

8,078(km2)
（7.5%）
8.37（m）

大すべり
域

超大すべ
り域

平均すべり量D

背景的領
域

基本すべ
り域

※１：大すべり域と超大すべり域をあわせた領域の面積比率

※２：超大すべり域をあわせた領域の面積比率

パラメータ 設定方法 設定値

断層面積（S0.5） 断層面積（S）の50％ 53,678（km
2
）

すべり量（D0.5） 平均すべり量（D）の0.5倍 4.04（m）

剛性率（μ） 土木学会（2002） 5.0×10
10

（N/m
2
）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo0.5） μ・S0.5・D0.5 1.08×10
22

（Nm）

パラメータ 設定方法 設定値

断層面積（S1） 断層面積の30％ 32,207（km
2
）

すべり量（D1） 平均すべり量（D） 8.07（m）

剛性率（μ） 土木学会（2002） 5.0×10
10

（N/m
2
）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo1） μ・S1・D1 1.30×10
22

（Nm）

パラメータ 設定方法 設定値

断層面積（S） 三陸沖中部～茨城県沖 107,357（km
2
）

地震発生深さ
地震調査研究推進本部

（2012）
海溝軸～深さ60km

平均応力降下量（⊿σ）
内閣府（2012b），

Murotani et al.(2013)
3（MPa）

剛性率（μ） 土木学会（2002） 5.0×10
10

（N/m
2
）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo） 16/(7π
3/2

）・⊿σ・S
3/2

4.33×10
22

（Nm）

平均すべり量（D） 16/(7π
3/2

）・⊿σ・S
1/2

/μ 8.07（m）

パラメータ 設定方法 設定値

断層面積（S2） 断層面積（S）の15％ 16,104（km
2
）

すべり量（D2）
平均すべり量（D）の２倍

内閣府（2012b）
16.14（m）

剛性率（μ） 土木学会（2002） 5.0×10
10

（N/m
2
）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo2） μ・S2・D2 1.30×10
22

（Nm）

パラメータ 設定方法 設定値

断層面積（S４） 断層面積（S）の5％ 5,368（km
2
）

すべり量（D４）
平均すべり量（D）の４倍

内閣府（2012b）
32.28（m）

剛性率（μ） 土木学会（2002） 5.0×10
10

（N/m
2
）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo４） μ・S４・D４ 8.66×10
21

（Nm）

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．３ 基準断層モデル②の設定：設定フロー
第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p84 一部修正

※：各パラメータ設定に用いた知見の詳細は，
資料１－２「３．特性化モデルの設定に関する知見」に

記載。
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• 基準断層モデル②が，3.11地震を上回る規模となっているかを確認するため，宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデルと同様に，
杉野ほか（2013）を参考として，3.11地震による宮城県沖の地殻変動量（プレート境界の破壊），沖合いの観測波形（津波伝播）及び発電所の津波水
位（津波遡上）について，3.11地震の実現象と比較した。

-5
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【基準断層モデル②の地殻変動量分布】

ライズタイム：300（s）相当

地殻変動量（断面図）

発
電
所
地
点

3.11地震による最大鉛直変位：
12m程度

■地殻変動量（プレート境界の破壊）の比較

• 内閣府（2012）モデルと同様の条件下で算定される最大鉛直変位は16m程度であり，3.11地震による最大鉛直変位（12m程度）を上回ることを
確認した。

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．３ 基準断層モデル②の設定：3.11地震の実現象との比較①

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p85 一部修正
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：観測波形

：計算波形

■沖合いの観測波形（津波伝播）の比較

• 基準断層モデル②の計算波形は，発電所前面海域における3.11地震に伴う津波の観測波形を上回ることを確認した。

比較位置

基準断層モデル②

女川原子力

発電所

※：3.11地震に伴う津波の再現解析条件の
詳細は，資料１－２｢５．再現解析条件｣に記
載。

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．３ 基準断層モデル②の設定：3.11地震の実現象との比較②

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p86 一部修正
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特性化モデル（基準断層モデル①）※２

【発電所敷地における痕跡調査結果】

東北電力（2011）を一部修正

凡 例
：津波の痕跡が認められる位置

：主要施設が設置されている敷地

：潮位計設置位置

N

■発電所の津波水位（津波遡上）の比較※１

• 基準断層モデル②は，発電所敷地における痕跡，並びに発電所港湾内で取得した観測波形との比較から，発電所に襲来した3.11地震に伴う津波
を上回ることを確認した。

【最大水位上昇量分布】 【観測記録との比較】

：観測波形

：計算波形

※１：3.11地震に伴う津波の再現解析条件の詳細は，資料１－２｢５．再現解析条件｣に記載。

※２：3.11地震時の地形モデルを用いた解析結果で
あり，防潮堤は地形モデルに反映していないことか
ら，敷地が浸水する結果となっている。

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．３ 基準断層モデル②の設定：3.11地震の実現象との比較③

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p87 一部修正
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• 3.11地震に伴う津波を広域に再現する津波波源モデルの断層面積（約11～12万（km2））は，宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデ
ルの断層面積（約10.7万（km2））よりも大きいことを考慮して，断層面積（約10.7万（km2））を保持した上で，発電所の津波高さに与える影響が大きい，
大すべり域・超大すべり域のすべり量を約20％割増した基準断層モデル②を設定した。

• 3.11地震時の宮城県沖の地殻変動量（プレート境界の破壊），沖合いの観測波形（津波伝播）及び発電所の津波水位（津波遡上）の比較から，同モデ
ルは，3.11地震を上回る規模のモデルであることを確認した。

• 以上の検討結果並びに宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置の検討結果（p100～113）を踏まえ，基準断層モデル②を以下のとおり設定する。

【宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した基準断層モデル②】

基準断層モデル②-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

基準断層モデル②-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．３ 基準断層モデル②の設定：まとめ

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p88 一部修正
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最大水位上昇量（m）
備 考

（大すべり域・超大
すべり域の位置）敷地前面

1号取水口
前面

2号取水口
前面

3号取水口
前面

1号放水口
前面

2・3号放水口
前面

基準断層モデル②-1 16.34（北側） 14.13 14.29 14.21 12.36 13.36 基準

基準断層モデル②-2 11.80（北側） 11.20 11.31 11.34 9.75 10.84 南へ約40km移動

最大水位下降量（m） 備 考
（大すべり域・超大
すべり域の位置）2号取水口前面

基準断層モデル②-1 -7.72 基準

基準断層モデル②-2 -8.96 南へ約40km移動

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．３ 基準断層モデル②の設定：津波予測計算結果（最大水位上昇量・下降量）

• 基準断層モデル②による各評価位置の最大水位上昇量・下降量を以下に示す。

• また，水位分布及び水位時刻歴波形を次頁に示す。

【最大水位上昇量】

【最大水位下降量】

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p89 一部修正
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水位上昇側（基準断層モデル②-1） 水位下降側（基準断層モデル②-2）

最大水位上昇量分布 最大水位下降量分布

2号取水口前面における水位時刻歴波形 2号取水口前面における水位時刻歴波形

【水位分布及び水位時刻歴波形※１】

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．３ 基準断層モデル②の設定：津波予測計算結果（水位分布及び水位時刻歴波形）

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p90 一部修正

※１：水位時刻歴波形は，2号取水口前面の中央位置に該当するメッシュで抽出（抽出位置は，p71に記載。）。
※２：T.P.-7.04m（O.P.-6.3m）

取水口敷高※２
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• 杉野ほか（2013）では，3.11地震に伴う津波の沖合い観測波形に見られた短周期と長周期の異なる性質の波の発生要因を分岐断層の活動によるも
のと仮定して津波波源モデルを設定している。

• 3.11地震後の日本海溝付近における海底調査や，3.11地震の各種のすべり分布モデル等から，上記要因は分岐断層によるものではないと考えられ
るが，分岐断層や日本海溝付近の海底地すべりは短周期の波を発生させる要因の１つと考えられることから，同要因は基準断層モデルに反映する
必要があると考えられる。

• 以上を踏まえ，基準断層モデル②を基本として，未知なる分岐断層や海底地すべり等が存在する可能性を考慮した基準断層モデル③を設定する。

【杉野ほか（2013）モデル】

すべり量分布（合計） 津波波源モデルの小断層の配置

【基準断層モデル（特性化モデル）】

諸元 基準断層モデル② 基準断層モデル③

モーメントマグニチュード（Mw） 9.04 9.04

断層面積（S） 107,357（km2） 107,357（km2）

平均応力降下量（⊿σ） 3.11MPa 3.17MPa

地震モーメント（Mo） 4.49×1022（Nm） 4.58×1022（Nm）

基本すべり域
（面積及び面積比率）

7.69（m）
（49,872(km2)，46.5%）

7.34（m）
（56,675(km2)，47.2%）

背景的領域
（面積及び面積比率）

3.84（m）
（57,485(km2)，53.5%）

3.67（m）
（50,675(km2)，52.8%）

大すべり域
（面積及び面積比率）

15.37（m）
（22,192(km2)，20.7%）

14.67（m）
（24,875(km2)，23.2%）

中間大すべり域
（面積及び面積比率）

22.01（m）
（11,732(km2)，10.9%）

超大すべり域
（面積及び面積比率）

30.74（m）
（8,078km2)，7.5%）

29.35（m）
（6,201(km2)，5.8%）

平均すべり量 8.37（m） 8.53（m）

背景的領域

超大すべり域

基本すべり域

大すべり域

背景的領域

超大すべり域

基本すべり域

大すべり域

中間大すべり域
す
べ
り
量

基準断層モデル② 基準断層モデル③

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．４ 基準断層モデル③の設定：基本方針

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p91 一部修正
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１．巨視的波源特性の設定

（2）-1 基本すべり域の設定

断層モデルへの微視的波源特性の反映

■超大すべり域

各パラメータ一覧

（2）地震ﾓｰﾒﾝﾄの調整（すべり量の調整）

■基本すべり域

（2）-2 各領域の地震ﾓｰﾒﾝﾄ（合計）の算定

（2）-3 地震ﾓｰﾒﾝﾄの調整（すべり量の調整）

 Mo/Mo’＝4.33×1022（Nm）/4.77×1022（Nm）

＝0.91

 上記倍率を用いて，基準断層モデルに反映する
各領域のすべり量を一律に調整する。

３．基準断層モデルの設定

 設定したプレート境界面（すべり分布のブロック
割図）に微視的波源特性を反映。

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ（Mw）の算定

：与条件

 基準断層モデル②と共通のため，詳細は記載省略
（p125参照）

２．微視的波源特性の設定

（1）大すべり域・超大すべり域・背景的領域・

中間大すべり域の設定

 断層面積（S2,S4,S0.5,S3）の算定

 すべり量（D2,D4,D0.5,D3）の算定

 地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo2,Mo4,Mo0.5,Mo3）の算定

■大すべり域

■背景的領域

パラメータ 設定方法 設定値

断層面積（S0.5） 断層面積（S）の50％ 53,678（km
2
）

すべり量（D0.5） 平均すべり量（D）の0.5倍 4.04（m）

剛性率（μ） 土木学会（2002） 5.0×10
10

（N/m
2
）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo0.5） μ・S0.5・D0.5 1.08×10
22

（Nm）

■中間大すべり域

 Mo’= Mo2+Mo4+Mo0.5+Mo3+Mo1

= 4.77 ×1022（Nm）

※１：大すべり域，中間大すべり域及び超大すべり域をあわせた領域

の面積比率

※２：中間大すべり域・超大すべり域をあわせた領域の面積比率

※３：超大すべり域をあわせた領域の面積比率

背景的領域

超大すべり域

基本すべり域

大すべり域

中間大すべり域

パラメータ 設定方法 設定値

断層面積（S1） 断層面積の30％ 32,207（km
2
）

すべり量（D1） 平均すべり量（D） 8.07（m）

剛性率（μ） 土木学会（2002） 5.0×10
10

（N/m
2
）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo1） μ・S1・D1 1.30×10
22

（Nm）

パラメータ 設定方法 設定値

断層面積（S） 三陸沖中部～茨城県沖 107,357（km
2
）

地震発生深さ
地震調査研究推進本部

（2012）
海溝軸～深さ60km

平均応力降下量（⊿σ）
内閣府（2012b），

Murotani et al.(2013)
3（MPa）

剛性率（μ） 土木学会（2002） 5.0×10
10

（N/m
2
）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo） 16/(7π
3/2

）・⊿σ・S
3/2

4.33×10
22

（Nm）

平均すべり量（D） 16/(7π
3/2

）・⊿σ・S
1/2

/μ 8.07（m）

パラメータ 設定方法 設定値

断層面積（S2） 断層面積（S）の10％ 10,736（km
2
）

すべり量（D2）
平均すべり量（D）の２倍

内閣府（2012b）
16.14（m）

剛性率（μ） 土木学会（2002） 5.0×10
10

（N/m
2
）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo2） μ・S2・D2 8.66×10
21

（Nm）

パラメータ 設定方法 設定値

断層面積（S４） 断層面積（S）の5％ 5,368（km
2
）

すべり量（D４）
平均すべり量（D）の４倍

内閣府（2012b）
32.28（m）

剛性率（μ） 土木学会（2002） 5.0×10
10

（N/m
2
）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo４） μ・S４・D４ 8.66×10
21

（Nm）

パラメータ 設定方法 設定値

断層面積（S3） 断層面積（S）の5％ 5,368（km
2
）

すべり量（D3） 平均すべり量（D）の3倍 24.21（m）

剛性率（μ） 土木学会（2002） 5.0×10
10

（N/m
2
）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo3） μ・S3・D3 6.50×10
21

（Nm）

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．４ 基準断層モデル③の設定：設定フロー
第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p92 一部修正

調整前 調整後

背景的領域 4.04（m） 3.67（m）

基本すべり域 8.07（m） 7.34（m）

中間大すべり域 16.14（m） 14.67（m）

大すべり域 24.21（m） 22.01（m）

超大すべり域 32.28（m） 29.35（m）

9.04

海溝軸～深さ60km

107,357（km2）

3.17（MPa）

5.0×1010（N/m2）

4.58×1022（Nm）

太平洋プレートの運動方

向に基づいて設定

60（ｓ）

平均応力降下量（⊿σ）

（=7/16・Mo・（S/π）-3/2）

剛性率（μ）

地震ﾓｰﾒﾝﾄMo

すべり角λ

ライズタイムτ

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ（Mw）

地震発生深さ

断層面積（S）

すべり量 7.34（m）

断層面積
（面積比率）※１

56,675(km2)
（52.8%）

すべり量 3.67（m）

断層面積
（面積比率）

50,682(km2)
（47.2%）

すべり量 14.67（m）

断層面積
（面積比率）※２

24,875(km2)
（23.2%）

すべり量 22.01（m）

断層面積
（面積比率）※３

11,732(km
2
)

（10.9%）
すべり量 29.35（m）

断層面積
（面積比率）

6,201(km2)
（5.8%）
8.53（m）

背景的領
域

中間大す
べり域

超大すべ
り域

平均すべり量D

大すべり
域

基本すべ
り域

※：各パラメータ設定に用いた知見の詳細は，
資料１－２「３．特性化モデルの設定に関する知見」に

記載。
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• 基準断層モデル③が，3.11地震を上回る規模となっているかを確認するため，宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデルと同様に，
杉野ほか（2013）を参考として，3.11地震による宮城県沖の地殻変動量（プレート境界の破壊），沖合いの観測波形（津波伝播）及び発電所の津波水
位（津波遡上）について，3.11地震の実現象と比較する。

【基準断層モデル③の地殻変動量分布】

ライズタイム：300（s）相当

地殻変動量（断面図）

発
電
所
地
点

3.11地震による最大鉛直変位：
12m程度

■地殻変動量（プレート境界の破壊）の比較

• 内閣府（2012）モデルと同様の条件下で算定される最大鉛直変位は15m程度であり，3.11地震による最大鉛直変位（12m程度）を上回ることを
確認した。

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．４ 基準断層モデル③の設定：3.11地震の実現象との比較①

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p93 一部修正
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：観測波形

：計算波形

■沖合いの観測波形（津波伝播）の比較

• 基準断層モデル③の計算波形は，発電所前面海域における3.11地震に伴う津波の観測波形を上回ることを確認した。

比較位置

基準断層モデル③

女川原子力

発電所

※：3.11地震に伴う津波の再現解析条件の
詳細は，資料１－２｢５．再現解析条件｣に記
載。

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．４ 基準断層モデル③の設定：3.11地震の実現象との比較②

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p94 一部修正
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基準断層モデル③※２

【発電所敷地における痕跡調査結果】

東北電力（2011）を一部修正

凡 例
：津波の痕跡が認められる位置

：主要施設が設置されている敷地

：潮位計設置位置

N

■発電所の津波水位（津波遡上）の比較※１

• 基準断層モデル③は，発電所敷地における痕跡，並びに発電所港湾内で取得した観測波形との比較から，発電所に襲来した3.11地震に伴う津波
を上回ることを確認した。

【最大水位上昇量分布】 【観測記録との比較】

：観測波形

：計算波形

※１：3.11地震に伴う津波の再現解析条件の詳細は，資料１－２｢５．再現解析条件｣に記載。

※２：3.11地震時の地形モデルを用いた解析結果で
あり，防潮堤は地形モデルに反映していないことか
ら，敷地が浸水する結果となっている。

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．４ 基準断層モデル③の設定：3.11地震の実現象との比較③

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p95 一部修正
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• 基準断層モデル②を基本として，杉野ほか（2013）の知見を参考に，短周期の波を発生させる要因と考えられる未知なる分岐断層や海底地すべり等が
存在する可能性を考慮した基準断層モデル③を設定した。

• 3.11地震時の宮城県沖の地殻変動量（プレート境界の破壊），沖合いの観測波形（津波伝播）及び発電所の津波水位（津波遡上）の比較から，同モデル
は，3.11地震を上回る規模のモデルであることを確認した。

• 以上の検討結果並びに宮城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置の検討結果（p100～113）を踏まえ，基準断層モデル③を以下のとおり設定する。

基準断層モデル③-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

基準断層モデル③-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．４ 基準断層モデル③の設定：まとめ

【宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した基準断層モデル③】

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p96 一部修正
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最大水位上昇量（m）
備 考

（大すべり域・超大
すべり域の位置）敷地前面

1号取水口
前面

2号取水口
前面

3号取水口
前面

1号放水口
前面

2・3号放水口
前面

基準断層モデル③-1 21.58（北側） 18.85 19.50 19.60 16.46 17.16 基準

基準断層モデル③-2 18.19（北側） 16.44 16.71 16.57 14.08 15.75 南へ約40km移動

最大水位下降量（m） 備 考
（大すべり域・超大
すべり域の位置）2号取水口前面

基準断層モデル③-1 -8.98 基準

基準断層モデル③-2 -8.78 南へ約40km移動

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．４ 基準断層モデル③の設定：津波予測計算結果（最大水位上昇量・下降量）

【最大水位上昇量】

【最大水位下降量】

• 基準断層モデル③による各評価位置の最大水位上昇量・下降量を以下に示す。

• また，水位分布及び水位時刻歴波形を次頁に示す。

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p97 一部修正
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水位上昇側（基準断層モデル③-1） 水位下降側（基準断層モデル③-2）

最大水位上昇量分布 最大水位下降量分布

2号取水口前面における水位時刻歴波形 2号取水口前面における水位時刻歴波形

【水位分布及び水位時刻歴波形※１】

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．４ 基準断層モデル③の設定：津波予測計算結果（水位分布及び水位時刻歴波形）

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p98 一部修正

※１：水位時刻歴波形は，2号取水口前面の中央位置に該当するメッシュで抽出（抽出位置は，p71に記載。）。
※２：T.P.-7.04m（O.P.-6.3m）

取水口敷高※２
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広域の津波特性を考慮した特性化モデル 宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル

基準断層モデル① 基準断層モデル② 基準断層モデル③

基準断層モデル①-1

（超大すべり域の位置：北へ約30km移動）

基準断層モデル①-2

（超大すべり域の位置：南へ約60km移動）

基準断層モデル②-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

基準断層モデル②-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

基準断層モデル③-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

基準断層モデル③-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．５ まとめ①

• 3.11地震から得られた知見を踏まえ，広域の津波特性をモデルに反映する観点から，3.11地震を上回る規模の基準断層モデルを設定した。

• 次頁に各モデルの計算結果を示す。

基準断層モデル①-1

（超大すべり域の位置：北へ約30km移動）

基準断層モデル①-2

（超大すべり域の位置：南へ約60km移動）

基準断層モデル②-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

基準断層モデル②-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）

基準断層モデル③-1

（大すべり域・超大すべり域の位置：基準）

基準断層モデル③-2

（大すべり域・超大すべり域の位置：南へ約40km移動）
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最大水位上昇量（m） 備考
（大すべり域・超大
すべり域の位置）敷地前面

１号取水口
前面

２号取水口
前面

３号取水口
前面

１号放水口
前面

２・３号
放水口前面

広域の津波特性
を考慮した特性
化モデル

基準断層モデル①-1 18.42（北側） 17.33 17.32 17.15 16.04 16.20 北へ約30km移動

基準断層モデル①-2 15.11（北側） 14.64 14.65 14.60 13.69 14.04 南へ約60km移動

宮城県沖の大す
べり域の破壊特
性を考慮した特
性化モデル

基準断層モデル②-1 16.34（北側） 14.13 14.29 14.21 12.36 13.36 基準

基準断層モデル②-2 11.80（北側） 11.20 11.31 11.34 9.75 10.84 南へ約40km移動

基準断層モデル③-1 21.58（北側） 18.85 19.50 19.60 16.46 17.16 基準

基準断層モデル③-2 18.19（北側） 16.44 16.71 16.57 14.08 15.75 南へ約40km移動

４．基準断層モデルの設定 ４．７ 基準断層モデルの設定

４．７．５ まとめ②

最大水位下降量（m） 備考
（大すべり域・超大
すべり域の位置）２号取水口前面

広域の津波特性
を考慮した特性
化モデル

基準断層モデル①-1 -8.61 北へ約30km移動

基準断層モデル①-2 -9.18 南へ約60km移動

宮城県沖の大す
べり域の破壊特
性を考慮した特
性化モデル

基準断層モデル②-1 -7.72 基準

基準断層モデル②-2 -8.96 南へ約40km移動

基準断層モデル③-1 -8.98 基準

基準断層モデル③-2 -8.78 南へ約40km移動

第286回審査会合（H27.10.23）

資料1-1 p106 一部修正


