
御密山噴火ー火山噴火は予知できない、 JII内原発が危ない

九捌竃カと規制要員会(田中聾員長)のまちがい、安倍肉聞のまちがい

| 9.30JCO臨界事故(茨城県東海村)から何年 1: 

2014年9月初日たんぽぽ舎山崎久隆

これが「火山影響評価ガイドjの「火山活動モニタリングJの実態だ

川内原発の再稼働が日程に上り、今月末にも設置工事認可申請などが九州電力から規制

庁に提出されると見られ、 9月 28日鹿児島市で全国集会が行われる直前、木曾の御家山

が噴火した。「自然からの警告」だと強く感じる噴火だ。

79年以来 34年ぶりの大きな噴火で、(ただし 2008年には規模の小さい水蒸気爆発を起

こしている)その時の噴火で初めて気象庁により「活火山j だと認識された火山だ。

9月中旬には火山性地震が増加する様子は観測されていたが、警告は出されていなかっ

た。

「御緑山噴火で多数の行方不明者 気象庁「予知は困難だったJJ 

http・/Iwww.huffingtonpost.jp/20J 4/09/27/ontake-mountain-eruption _ n _5894304.h加 I(ハフィントン・

ポスト 28日)

「気象庁によると、御獄山は九月中旬に火山性地震が増加していたが、他の観測データに

変化はなく、噴火警戒レベノレは 1 (平常)を維持。噴火後にレベノレを五段階のうち 3 (入

山規制)に引き上げたが、同庁は「噴火の予測は難しかったJとしている。 J(中日新聞 27

日)

日本で二番目の様高の火山にもかかわらず、裾野の広がりが大きく比較的傾斜が緩やか

なので 7合同付近まで車で上がれる。御巌信仰もあり、観光登山としても人気が高く、こ

の日も天候にも恵まれ推定 250人もの人々が登山を楽しんでいたという。。火山噴火予知はできない

20日年 IJ月 20日の西之島新島は遥か遠くの海底火山だったから予知出来なかったのだ

ろが， 2011年 1月 26日の新燃岳は監視を十分していなかったから出来なかったのだろう

か、 2013年 8月3日の口之永良部島新岳噴火はどうして予知できなかったのだろうか。

火山の噴火予知が出来た例は、そもそもあるのだろうか。

北海道の有珠山の噴火 (2000年)は予知が成功した例として良く言語られるが、藤井敏

嗣火山噴火予知連会長によれば「ただし、この時の噴火予知は、あくまでも噴火前には地

震活動が増えるeという経験に基づいて判断したもので、地下のマグマの動きを捉えての噴

火予知-cはありませんでした。 J としており、かなり例外的な成功例で「これまでわが国

で確実に前兆を捉えた例は、「数日前から数時間前j がほとんどで、何週間も前から噴火

を予知した伊jはありません。 j としている。

気象庁がマグマの動きを捉えて警報を出したのは 2009年 2月 2日の浅間山噴火だが、

それは噴火 13時間前だった。とても予知と言えるものではない。

く〉 出来ないことを『出来るかのように言う」

『現在、気象庁により 1 1 0 の活火山が指定され、このうち 47 の火山について観

測体制が設けられている。また、火山噴火予知連絡会が設置されており、全国の火山活動

について総合的に検討を行う他、火山噴火などの異常時には、臨時に幹事会や連絡会を開

催し、火山活動について検討し、必要な場合は統一見解を発表するなどして防災対応に資

する活動を行っている。』

規制庁の策定した「火山影響評価ガイド」に記載された「火山活動モニタリングj につ

いて書かれた一文だ。その防災体制下において御緑山の噴火が起きた。シーズンには毎日



何百人も登る人気の山なのに、全くの不意を突かれた。

9月 16日の気象庁地震火山部の f火山の状況に関する解説情報」でもレベル 1(平常)

としていた入山規制を継続するとしていた。

日本の火山全部でさえなく、そのうちの 47座についてさえ噴火の予知はできない。こ

れは現実である。

川内原発を再稼働するのは来年早々だという。では、その時には必ず噴火の予知が出来

る段階になっていなければならない。少なくても火山影響評価ガイドにおいてはそうなる。

しかし現実にはそんな観測態勢は存在しないし、予知が可能な組織もない。そもそも火山

噴火予知連会長が「無理だj と言っている。

九州電力と規制委員会は責任を持って「予知できるJというのだろうか。

新たな安全神話以外の何物でもない。

川内原発に影響を与える可能性がある火山は多数ある。桜島が噴火中だがそれ以外にも

将来活動の可能性がある火山が周辺には 26座はある。これらのうち口永良部島は既に噴

火を予知できなかった。。大地動乱の時代

「大地動乱の時代Jとは石橋克彦神戸大学名誉教授が阪神淡路大震災直前の例年 E月

に岩波から出した新書の題名だ。高度経済成長期に大地震がほとんど無く、原発を含む様

々なインフラが地震や津波、あるいは火山災害を想定しないままに拡大し続ける日本の現

状に、過去の歴史的事実を元にして警告した書だった。

今、東北地方大震災後の日本は、日世紀の貞観地震 (86 9年)前後とよく似た「大地

動乱時代Jを迎えたと考えるべきだ。

貞観地震と言えば東北地方に巨大津波災害をもたらしたことは、今では沢山の人が知る

史実だが、同時に日本中のプレート境界、断層活動が活性し、さらに各地の火山も大噴火

を連発させた。

富士山の貞観噴火 (86 4年)では現在の青木ヶ原樹海を作った溶岩流を噴出させる大

噴火が、伊豆諸島では神津島 (83 8年)、新島 (88 6年)が噴火、南九州に目を転じ

れば、開開岳 (874年・ 885年)桜島(魔嶋・ 764年*)などの噴火があった。

*一『続日本紀』の災害被害に関する記事。桜島の噴火によるもので民家 62区と 80余人

に被害がでたことを示す。(時空間情報科学を利用した古代災害史の研究 201 0年 3

』月岡山大学大学院社会文化科学研究科)

o 原発再韓動どころではない

日本各地で今後、自然現象である火山や地震などの災害が多発することは避けられない。

しかしそfれを f人災j である原発災害にしてし主うかどうかを選択するのは私たちだn

火山が噴火しているさなかに、さらに原弘が大事故を起こしているならば、際限の無い

放射能災害を複合させる惨事になる ρ

原発再稼動で災害を拡大させないためには、唯一、止めておく他は無い。予知だとかシ

ピアアクシデント対策で回避できるなどと、荒唐無稽な楽観主義と新たな安全神話を認め

るのか否か、関われているのはそこだ。
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規制委員会の川内原発規制基準適合性審査に息う

。耐震設計を見直しでもいないのに基準地震動を引き上げただけで新規制基準を満たすと

いう無茶苦茶ぶりに、怒りと情けなさしか感じない。いったいそれで、耐震安全性の何が

審査されたというのか。机上の空論である。

@火山の影響を審議するのに火山の専門家はいない。日本は有数の火山大国であり、多く

の科学者が火山の危険性に警鐘を鳴らしてきた。しかし何の変更も無かった。原発は火山

への対策は「適当にしておいて」とでも言うのだろうか。

。火山噴火の前兆はモニタリングで分かるという九州電力の主張を受け入れた規制委員

会。火山学者の多くが「出来ないJとしているのを否定する。どんな根拠があって火山噴

火の予測が出来るのか。遠い未来の希望的観測で現在のリスクを見逃す。

。事故が起きたら避難をしなければならないのは住民である。命を守る行動を取らねばな

らない住民に対して、本当に避難できるかどうかすら規制委員会は審議しない。 IAEA

が原発稼動の条件としている深層防護第五層を審議せず、原子力防災も担わない。責任逃

れを止めて、規制基準に避難が出来るかを含めて審議せよ。

漂層妨麓の考え方と関本の対応

海外では広い事.を銀定し深鹿防護の鎗5膚まで検討しているのに対し、日本では霞計基

準内の肉昔日事象のみの君主い領域1こ対し.事怠ごとのパッチワーク約なAM対績を行ってきた
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図 1.3.3-1 深箔防護の考え方と臼本の対応

国会事故調査報告書より

田中俊一規制委員長は何度も f安全とは申し上げないJと繰り返すロ安倍晋三首相は「審

査で安全との結論が出れば再稼働を進めるJ~、こちらも繰り返す。誰も出していない結

論を勝手に出たことにする。こちらも無責任ぶりに拍車を掛ける。そして担当大臣も。
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朝日新聞 2014年 9月 22日

川内原発の再稼働表明 IAEA 

総会で山口科技相

山口俊 科学技術担当相は 22 

日、ウィーンで始まった国際原子力

機関 (IAEA) の年次総会で演説

した。日本政府が 4月に閣議決定し

たエネルギー基本計画で原子力を重

要な電源と位置づけたことを紹介し、

進める」と表明した。

山口氏は、日本の原子力政策について「基本計画に基づき、原子力発電の規模を見極

めていく J と説明。 r)11内原発については、再稼働に求められる安全性が確保されるこ

とが原子力規制委員会によって確認されたJi::強調した。

| パブコメを書こう その1 JII内原発を襲う火山の恐怖

川内原発の規制基準適合に伴う審査書がパブリックコメントにかけられている。締め切

りは日月 15日と、迫っているので参考になるとても良い資料を紹介する。

記者はいつも良い記事を書いてくれる、東洋経済の岡田、中村両記者。

o東洋経済『規制委の火山リスク認識には誤りがある』

ht中://toyokei四.i.netla凶icles/p出 tl44828

川内原発審査の問題④藤井敏嗣・東京大学名誉教授

(中村稔、岡田広行:東洋経済編集局記者)

東洋経済オンラインで公表されている、藤井敏嗣火山噴火予知連絡会会長のインタビュ

ー記事である。規制委員会の火山リスクに対する認識と川内原発の危険性について厳しく

指摘をしている。

ミ多くの火山学者が)11内原発のリスクを過小評価する規制委員会と九電に批判をしてい

る。

「科学的に安全だから動かす、という説明は明らかに間違いだJr新たな安全神話を作

り出すことにな1る」と藤井会長は言い切った。

とこぎミが田中俊一規制委員長は 5月 28日の参議院原子力問題特別委員会で「数年前に

(噴火が)分かるのが望ましい。きちんとモニタリングして判断していく努力は是非とも

必要。火山噴火予知連絡会の方とも協力しながら、規制委として(予知を)リードしてい

くJなどと、再稼働への条件にはなり得ない「未来の予知技術開発J という SFで基準を

満たす根拠とした。

有り体に言えば「科学を無視した暴走j である。

原発の安全性は「工学的に」示されなければならない。炉心摂傷を起こせば、いずれ建

屋は崩壊し、大量の放射能放出になるから、格納容器は確実に防護しなければならない。

それを踏まえて火山に対しての工学的安全性とは、迫り来る数百度の火砕流にも耐えら

れる建屋構造と、人が全部逃げた後も自律的に、少なくても一週間は炉心と使用済燃料プ

ーノレの冷却を電源無しで行うほどの能力が備えられていることだと考えられる。

およそ地球上でこの条件を満たすと恩われる原発は存在しない。敢えて捜せば原子力潜
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水艦は、いざというときに海に潜ることで回避可能であろう。海底火山噴火に巻き込まれ

なければだが。

結局、そんな能力を持たない川内原発については「運転期間中には火山噴火に襲われな

いj ことにするしかない。これは科学とは無縁な「希望的観測」に過ぎない。

相手が科学を放棄している以上、再稼働を認めるか否かは「政治や社会が決めること j

(藤井会長)である。そうなれば、中心テーマは「人格権Jr環境権j 対「経済的利益」

に他ならない。まさしく福井地裁の判決どおりだ。

ところが規制委員会はパブコメは「科学的・技術的意見に限定Jと、ふざけたことを言

い出した。自らの審査が科学的にもデタラメ、技術的に荒唐無稽なのを概に上げて。

そこで、まず火山についての問題点を最初に指摘しておく。

私たちは、なにがしかの金と引き替えに、命と命をはぐくむ土地を売り渡して良いのか

と、関われているのである。

その2パブコメを書こう

http://toyokei四i.netl:町ticles/-/44770

中村稔、岡田広行東洋経済編集局 記者

2014年 8月 7日

or火山影響評価は科学的とはいえないJ

川内原発審査の問題②高橋正樹日本大学教授

東洋経済誌はインターネット上に4回連続で川内原発審査の問題点を連載している。

その記事紹介を続ける。

次は、高橋正樹日本大学教授の川内原発火山影響評価批判だ。

規制委員会の火山ガイドラインの中での火山の影響を回避するための唯一の方法は、事

前予iJltlが根幹にあることがわかる。

そり つ、「階段ダイヤグラム」について高橋教授は批判している。

階段ダイヤグラムとは、縦軸に火山噴火で噴出した火山灰や溶岩を、横軸に時間をおい

て作られるグラブのこと。長い時間軸で噴火の歴史と噴出量の相関を見ることが出来るの

で、未来予測の目安にはなるが、これで噴火予測が確定的に出来ると考える学者は、おそ

らく居ない。

例えば、以下の URLには桜島噴火の階段ダイヤグラムが掲載されている。

も、気まぐれな火山噴火の様がわかる。 .8

http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/koukai/Ol/kobayashi.ht 

ml 

「このような(桜島噴火)活動の継続期間は、

数年から数百にわたるものまで変化に富んでいる

ものと思われます。それ故、(桜島)南岳の現在

の活動が今後とも続くのか、または終息に向かう

のか、あるいは溶岩を流出し新たな火山体形成期

の活動となるのか、現時点で判断するのは困難で

す。 J同論文の結論だ。(桜島火山の噴火史・鹿

児島大学理学部助教授 小林哲夫)

ところが規制委員会は、この階段ダイヤグラム

持

/

「火山影響評価は科学的とはいえないJr出来もしないことを出来るように扱って」
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を噴火予知に確定的に使えると考えたようだ。

高橋教授はとれを批判し「噴出量の見積もりの誤差が大きく、年代測定も難しい。 10

人研究者がいれば、 10通りの階段ダイヤグラムが作られる。そういうものだ。」続けて「そ

れで原発規制の厳密な議論ができるのかは非常に疑わしい。 Jと規制委の火山予知議論そ

のものを否定した。

S 火山灰の影響も楽観的過ぎる

高橋教授は続けて「風向きにもよるが、川|内原発に影響を与えるという意味では、 VEI5

でも十分に大きい。桜島の大規模の噴火でも、火山灰の影響はある。それで電線がショー

トしたりして、外部電源が喪失されれば、事故が起きうる。 j 火山爆発指数 VEI5とは、

1 9 1 4年の桜島大正噴火も含まれる規模だ。ということは、桜島噴火が 100年前の規

模程度でも、外部電源喪失、非常用ディーゼル発電機停止、すなわちステーションブラッ

クアウトを引き起こす可能性は高く、さらに火山から噴出する軽石が海面上にびっしり浮

かぶ事態になれば、電源が生きていても海水ポンプが使えない事態になる。

海水ポンプは言うまでもなく原発の「最終ヒートシンク j すなわち熱の捨て場なので、

これが機能しなければ炉心損傷の危険性が高まる。

桜島は今も噴火を続けている。これが VEI5の規模になるかもしれないととを否定で

きる人は誰もいない。 VEI5またはそれをー桁上回る 6は破局噴火ではないロ毎年世界の

どこかで起きる程度の規模である。

火山灰の影響についてもあまりに楽観的過ぎることを高僑教授は批判している。

S 何時、誰が判断するのか

火山の噴火予知は事実上不可能だが、仮に何らかの兆候をつかんだとして、いったいど

うやって使用済燃料を移動させるというのか。

少なくても火山噴火のリスクに備えるというのならば、 fVEI 5以上の噴火が予測され

たら原子炉を停止し、使用済燃料を00に移動する作業を行う」などと、具体的な対策が

策定されていなければならないはずだ。

いつ、だれが、どうやってそれを判断し、燃料体はどうやって、どこに、どれだけの待

問を掛けて移動する、とする具体的対策が示されない限り、そもそも火山対策が「存在す

るJ'とさえ言えないだろう。

とのくらいのことは決まっていて初めて「火山対策j と言える。それさえ存在しない現

、状では、机上の空論であり、科学性はなく、単なる作文に過ぎない。

| パブコメを書こう その3 川内原発は避難困難原発

「事故の可法性がゼロではないはずなのに、事故はありえないことを前提にしているか

らこそJ原子力防災・避難計画の策定が地元自治体に丸投げされている。 J

or実効性ある避難計画を再稼働の要件とぜよ』

h壮pゴ'/toyok町田i.netl制 i巴1es/./44822

川内原発審査の問題③広瀬弘忠・東京女子大名誉教授

中村稔、岡聞 広行.東洋経済編集局記者

S 対象にすらなっていない防災計蘭

3回目は広瀬弘忠東京女子大名誉教授による実行性の無い原子力防災批判である。

そもそもパブコメに原子力防災は対象にすらなっていない。それは規制委員会の規制対

象になっていないからであるが、そもそも原子力防災を規制委員会が扱わないこと自体が

大問題だ。

崎 6.


