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3 Ⅰはじめに

Ⅰ はじめに

準備書面⑽の目的

▶ 広島地裁H29.3.30決定と、
その前日であるH29.3.29に
行われた降下火砕物の影響評
価に関する検討チームの第1回
会合の内容を踏まえ、本件許
可処分において、降下火砕物
の影響評価、とりわけ降下火砕
物の大気中濃度について、処
分に至る審議判断の過程に看
過し難い過誤、欠落が存在す
ることを明らかにするもの。

第1回会合の配布資料である議事次第の一部を抜粋



4 Ⅰはじめに

Ⅰ はじめに

降下火砕物の大気中濃度はどうして問題なのか？
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Ⅰ はじめに

Ⅰはじめに

炉心溶融→
放射性物質が

大量に外部へ放出

ケース１（姶良噴火）

ケース２（大山噴火）

換気系統・
冷却系統等が

機能喪失

50cmの
降下火砕物が
施設に到来

20cmの
降下火砕物が
施設に到来

大山倉吉テフラ
規模に相当する
噴火の可能性

姶良Tnテフラ
規模に相当する
噴火の可能性
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Ⅰ はじめに

堆積物量に関する過小評価①②

大気中濃度に関する過小評価

吸気フィルタの閉塞時間想定の誤り

機関内の閉塞・摩耗評価の誤り

Ⅰはじめに
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１. 原告らの主張

２. 山元氏の指摘

３. 石峯氏の指摘

４. 原規庁の提案する推定手法①

Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性

Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性



Ⅱ‐１ 原告らの主張

9 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ １ 原告らの主張

観測値 原告らの主張 宮崎支部決定 広島地裁決定

アイスランド
エイヤヒャトラ

氷河噴火
3.241〔㎎/㎥〕
（本件処分）

①層厚 5㎜⇔100㎜ 触れず ○

②粒径 10㎛⇔火山灰2㎜ ○ ○

③時期 3週間以上経た再飛散値 ○ ○

観測値 原告らの主張 宮崎支部決定 広島地裁決定

アメリカ
セントヘレンズ

火山噴火
33.4〔㎎/㎥〕

①層厚 8㎜⇔100㎜ 触れず 触れず

②粒径 10㎛以下が90%以上 新論点 新論点

③時期 当日の24時間平均 ‐ ‐

①層厚の違いの無視：単純比例計算だとしても、

33.4〔㎎/㎥〕×100〔㎜〕÷8〔㎜〕＝417.5〔㎎/㎥〕 となる。



Ⅱ‐１ 原告らの主張

10 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ １ 原告らの主張

②測定値自体の過小性：小さい粒径のものだけを測定した可能性が高い。

甲D72の1・8枚目（32頁）左列より抜粋

甲Ｄ62・別紙2参考2（スライド8頁）より抜粋



Ⅱ‐２ 山元氏の指摘

11 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ ２ 山元氏の指摘

山元孝広氏（産業技術総合研究所・総括研究主幹）による指摘

①33.4〔㎎/㎥〕は信頼できない。堆積量を説明できる濃度ではない。

②既存の知見で検証できるのだから、検証をしないまま妥当だと判断するのは
おかしい。



Ⅱ‐２ 山元氏の指摘

12 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ ２ 山元氏の指摘

①「『地上レベルのデータとして信頼できる既往最大』
値っていう、セントヘレンズのこのデータ、出てますけれ
ども、これが本当に信頼できるとどうして言えるのかと
いうのを、私、非常にこれ、前々から疑問に思っていま
す」 「多分これ、セントヘレンズの実績からすると、こ
れは、全然、その堆積量を説明できるような濃度では
ないはずです」

甲D68・3頁

「山元先生からいただいたご意
見については、ちょっと、我々の
方でも検討はしてみたい」

甲D68・4頁関西電力・ヨシナガ氏

石渡委員から促されても、
しばらくの間、沈黙…

※ 要するに、反論でき
なかったということ。



Ⅱ‐２ 山元氏の指摘

13 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ ２ 山元氏の指摘

甲D69・15頁を若干修正



Ⅱ‐２ 山元氏の指摘

14 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ ２ 山元氏の指摘

②「Tephra2をちょっと応用すれば、濃度を求めること
も可能だと思う」 「総量を与えて、噴出率も分かって
るんだったら、噴火の継続時間っていうのは、おおよそ
の目安として出てくるはず」 「大気中濃度がどれくら
いまっとうな、どれくらいのものなのかの見積もりぐらい
はできる」 甲D68・3頁

「本当に33㎎が、この8㎜を説明できるかどうかってい
うことは、ちょっと計算すればわかる話なんだから、検
証して、やっぱりおかしいものはおかしいと否定した方
がいいと思う」

降灰堆積量＝大気中濃度×粒子沈降速度×降灰堆積時間

甲D68・8～9頁

粒径が分かれば
おおよそ分かる

文献調査等から
おおよそ分かる

総量と噴出率から
おおよそ分かる

噴煙柱高度が決ま
ればおおよそ決まる



Ⅱ‐３ 石峯氏の指摘

15 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ ３ 石峯氏の指摘

石峯康浩氏（国立保健医療科学院・上席主任研究官）による指摘

①ヤキマの観測データはTSPのデータで、人体への影響を調査するための数値。

②私は、火山灰濃度全体としては桁で大きいと理解していた。私の理解とズレ
ている。

TSP（Total Suspended Particles）＝総浮遊粒子状物質
「粒子状物質」とは、直径が〔㎛〕の単位で表される程度の大きさの個体や液体

の微粒子のこと。大気汚染物質による汚染の程度を表す際に用いられる。

火山灰は、直径2㎜以下の火山砕屑物をいうため、粒子状物質は、火山灰の
うちのごく一部だということが分かる。



Ⅱ‐３ 石峯氏の指摘

16 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ ３ 石峯氏の指摘

①「この値っておそらく、TSPという健康被害を考慮した
論文からとってきた値じゃないかと思います」 「非常に
細かい方の粒子に関する粒子濃度ということでです
ね、人体の中に影響する場合に関してはこういう値を
使って評価するということ」 「これをそのままですね、
原発のような施設へ適用するというのはちょっと、私
も疑問があります」

甲D68・4頁

「今回33㎎というデータが噴
火継続期間中最大の濃度とし
て観測されたデータ」 「これを
使って今、評価をしているという
状況」

甲D68・4頁
関西電力・ヨシナガ氏

※ 全くかみ合った回答
になっていない。



Ⅱ‐３ 石峯氏の指摘

17 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ ３ 石峯氏の指摘

②「降灰量が約0.8㎝で90％以上が10㎛以下という
ことが33㎎/㎥の根拠になっている」 「私の理解で
は、TSP、いわゆる数十㎛以下の粒子の中の90％
が10㎛以下だったという、確かそういう論文だったと
思う」 「なので、火山灰濃度全体としてはもっと桁で
おっきかったんじゃないかっていうことを私は思っていた
ので、その私の理解とズレている」

甲D68・8頁

甲D72の1・8枚目（32頁）左列より抜粋

「火山灰粒子の大部分（90％超）は、空気力学的直径で10㎛以下で、呼吸
により体内に取り入れうる大きさ」←ほとんどがPM10ということ。



Ⅱ‐３ 石峯氏の指摘

18 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ ３ 石峯氏の指摘

観測値 原告らの主張 宮崎支部決定 広島地裁決定

アイスランド
エイヤヒャトラ

氷河噴火
3.241〔㎎/㎥〕
（本件処分）

①層厚 5㎜⇔100㎜ 触れず ○

②粒径 10㎛⇔火山灰2㎜ ○ ○

③時期 3週間以上経た再飛散値 ○ ○

観測値 原告らの主張 宮崎支部決定 広島地裁決定

アメリカ
セントヘレンズ

火山噴火
33.4〔㎎/㎥〕

①層厚 8㎜⇔100㎜ 触れず 触れず

②粒径 10㎛以下が90%以上 新論点 新論点

③時期 当日の24時間平均 ‐ ‐PM10では過小評価になることは、
宮崎支部決定も広島地裁決定も
認めている。全く同じ理屈で、セント
ヘレンズも過小評価になる。



Ⅱ‐４ 原規庁の提案する推定手法①

19 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ ４ 原規庁の提案する推定手法①

甲D71・5頁を修正

シミュレーション等は、念のためのも
のではなく、ガイド上要求されている。



Ⅱ‐４ 原規庁の提案する推定手法①

20 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ ４ 原規庁の提案する推定手法①

甲D71・6頁を修正



Ⅱ‐４ 原規庁の提案する推定手法①

21 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性 ＞ ４ 原規庁の提案する推定手法①

原規庁の提案する推定手法①

原告らの主張（本資料9頁目）

▶ 両者は単位と層厚が違うだけで計算方法としては全く同じであり、原規庁は、
検討Tにおいて、原告らの主張と全く同じ推定手法を提案している、すなわち、
訴外では原告らの主張を明らかに認めている。
本件において原告らの主張を否定するのは、明白な自己矛盾主張。



22 Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性

▶ 検討Tに出席した専門家2名のうち2名とも、セントヘレンズ観測値は全火山
灰濃度としての信頼性に乏しいことを指摘し、石峯氏は桁で大きさが違うと指
摘している。

▶ PM10（粒径10㎛以下）が90％以上という数値であり、宮崎支部決定や
広島地裁決定に照らしても、エイヤヒャトラ氷河観測値と比較してこれを過小評
価であると認定しないことは許されない。

▶ 原規庁自身、層厚の違いに着目して、原告と全く同様の推定手法を提案し
ており、これによれば、大気中濃度はセントヘレンズ観測値の10倍以上になる。

▶ 本件原発において、参加人が認めるフィルタ交換時間は約１時間であり、セ
ントヘレンズ観測値を前提とするフィルタ閉塞までの時間は約2.5時間。20倍
以上の濃度には到底耐えられない。

ここまでのまとめ

Ⅱ セントヘレンズ観測値の過小性
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１. 原告らの主張

２. 山元氏の指摘

３. 原規庁の提案する推定手法②ａ

Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観

Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観



Ⅲ‐１ 原告らの主張

25 Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観 ＞ １ 原告らの主張

H28.10.26 原規庁発表（甲Ｄ62）

それがコレ！

甲D66

甲D62・4頁 別紙2 2頁



Ⅲ‐１ 原告らの主張

26 Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観 ＞ １ 原告らの主張

甲D62・8頁（参考1-1）

横浜（層厚約16㎝）

約1000㎎/㎥

▶セントヘレンズの30倍
▶エイヤヒャトラの実に300倍

もの著しい過小評価

H28.10.26 原規庁発表（甲D62）



Ⅲ‐１ 原告らの主張

27 Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観 ＞ １ 原告らの主張

0 2 〔g/㎥〕10.5 1.5

セントヘレンズ

0.033

エイヤヒャトラ

0.003

原規庁手法①（15㎝）

0.6
電中研報告

1
原規庁手法②ａ（15㎝）

2～

デッドライン

0.0825
←フィルタ交換：約１時間

閉塞まで ：約2.5時間
∴0.033×2.5÷１≒0.0825

▶ 広島地裁決定：「電中研報告は研究段階で信頼性に乏しいから、セントヘ
レンズは不合理ではない」
← 論理飛躍も甚だしい。重要なのは、「おおよそこれくらい」という相場観。

単純比例計算

0.41



Ⅲ‐２ 山元氏の指摘

28 Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観 ＞ ２ 山元氏の指摘

山元孝広氏（産業技術総合研究所・総括研究主幹）による指摘

①1000㎎/㎥程度の降灰濃度の噴火は、非常に頻度の高い現象で、いとも
簡単に超えてしまうようなものが多々あると思わざるを得ない。

②（電中研の）シミュレーション結果の濃度が正しいかどうかは検証できる。



Ⅲ‐２ 山元氏の指摘

29 Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観 ＞ ２ 山元氏の指摘

①「常識的には、この大気中濃度、例えば1g前後って
いうのは、そんなに変な数字ではないと思う」

甲D68・2頁

「1g/㎥程度の降灰濃度の噴火っていうのは、非常に
頻度の高い現象で、いとも簡単に超えてしまうような
ものが多々あるんだろうなと思わざるを得ない」

甲D68・11頁

▶ 電中研報告の1〔g／㎥〕という数値すら、不十分なものである可能性を指摘
するもの。



Ⅲ‐２ 山元氏の指摘

30 Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観 ＞ ２ 山元氏の指摘

②「場所が決まれば、そこのところでどれくらいの降灰量
があったと。そこの粒径がだいたい決まってくるよと。
粒径が決まってくれば、当然それは沈降速度も分かる
はずですから、古文書の記録とか、今、現地調査も
踏まえると、シミュレーションの結果の空気中濃度が
正しいかどうかは検証できるはずだと思うんですよ
ね。」

甲D68・2頁

降灰堆積量＝大気中濃度×粒子沈降速度×降灰堆積時間

粒径が分かれば
おおよそ分かる

文献調査等から
おおよそ分かる

総量と噴出率から
おおよそ分かる

噴煙柱高度が決ま
ればおおよそ決まる

▶ 検証できるのだから、それをしないで信用でき
ないと切り捨てるのはおかしい。



Ⅲ‐３ 原規庁の提案する推定手法②ａ

31 Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観 ＞ ３ 原規庁の提案する推定手法②ａ

甲D71・5頁を修正

▶ 原規庁は、実際に山元氏が
指摘する方法を提案している。



Ⅲ‐３ 原規庁の提案する推定手法②ａ

32 Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観 ＞ ３ 原規庁の提案する推定手法②ａ

甲D71・7頁



Ⅲ‐３ 原規庁の提案する推定手法②ａ

33 Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観 ＞ ３ 原規庁の提案する推定手法②ａ

本件原発は10㎝の想定

甲D71・8頁を修正

降灰継続時間12時間
→3～7〔g/㎥〕にも！

←当初想定の2000倍超！
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ここまでのまとめ

Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観

Ⅲ 大気中火山灰濃度の相場観

▶ 電中研報告の1g/㎥という数値は、専門家の山元氏によれば、頻度の高い
事象で、これを超えるものが多々ある、というほどのもの。

▶ 実際、原規庁の提案する推定手法②ａによって試算された濃度は、2～
7g/㎥という数値になっている。

▶ 本件処分に当たって念頭に置かれていたのはエイヤヒャトラの3㎎/㎥で、実に
2000倍以上の大幅な過小評価の可能性がある。

▶ 原告らの主張は、電中研報告や推定手法②ａが確実である、というもので
はない。「だいたいこのくらい」という大ざっぱな相場観として数百倍～数千倍の
過小評価がある、ということが大問題。

▶ しかも、これは、処分時においてもやろうと思えばできたこと（処分時点で
Tephra2は存在した）。自分たちの怠慢でやらなかった・気づかなかったことを
「新知見」と誤魔化しているに過ぎない。これを考慮しなかったことは明らかに
「看過し難い過誤、欠落」というべきである。
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Ⅳ 除灰・フィルタ交換の非現実性

Ⅳ 除灰・フィルタ交換の非現実性



Ⅳ‐１ 原告らの主張

37 Ⅳ 除灰・フィルタ交換の非現実性 ＞ １ 原告らの主張

参加人作成資料より抜粋

▶ 降灰が続く中で、除灰やフィルタ交換が想定どおりスムーズにできるという
保証はどこにもない。作業環境や視界不良など、作業状況の困難性を考慮
しておらず、非現実的である。

参加人によれば、ディーゼル発電機吸気消音器のフィルタが閉塞するまでの時
間は約2.5時間、フィルタの交換に要する時間は約1時間とのことである。



Ⅳ‐１ 原告らの主張

38 Ⅳ 除灰・フィルタ交換の非現実性 ＞ １ 原告らの主張



Ⅳ‐１ 原告らの主張

39 Ⅳ 除灰・フィルタ交換の非現実性 ＞ １ 原告らの主張



Ⅳ‐２ 山元氏の指摘と事業者とのやり取り

40 Ⅳ 除灰・フィルタ交換の非現実性 ＞ ２ 山元氏の指摘と事業者とのやり取り

「フィルタは、私も試験をやった感覚でいうと、もう入っ
たらおしまいだ思うんですよね。」

「フィルタに関しては確かにまだまだ検討の余地があると思って
います。今現在の知見という点ではそこが十分でないというこ
とで、これはまだまだ考える余地が確かにあろうかと思う」

甲D68・11頁東京電力・カワムラ氏

「車なんですけど 、1㎝も積もれば、車の移動はほとんど
不可能ですから、なんか電源車を持ってくるというふう
なことを言われても、非常にそれは無理なんじゃないか
なと、まあ、思いますね」

甲D68・11頁

▶ フィルタの点については認めている。



Ⅳ‐２ 山元氏の指摘と事業者とのやり取り

41 Ⅳ 除灰・フィルタ交換の非現実性 ＞ ２ 山元氏の指摘と事業者とのやり取り

「私が1㎝って言ったのは、新燃岳が噴火したときの道路
途絶が、だいたい1㎝で全部ダメになったので、そういう
実績から言っただけです」 「多分除灰しないとどうしよ
うもないんだけれども、本当に降灰中に除灰ができるの
かどうかっていうところが全てだとは思いますね」

甲D68・11頁

関西電力・ヨシナガ氏

「国交省・九州地方整備局が実際に試験をやったデータがあ
りまして、四駆であれば10㎝相当でも登坂できるというような
結果が出ている」 「高速で走るのは無理だけれども、時速10
㎞、20㎞くらいで走っていく」 「実際には重機で除灰をした後
で、その重機で除灰した後ろをついて車を移動させるという形
で移動できるんではないかというふうに考えている」

甲D68・11頁
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ここまでのまとめ

Ⅳ 除灰・フィルタ交換の非現実性

▶ 広島地裁決定は、原告らの証拠に対して、「一般の社会生活に及ぼした影響
をもって、降下火砕物に対する防護作業の困難性を安易に推し量るのは早
計」というが、専門家である山元氏の発言からも、除灰・フィルタ交換作業が相
当な困難を伴うものであることは明らか。

▶ 困難は生じないというのであれば、被告が相当の具体的な根拠を示す必要
があるが、そのようなものは見当たらない。基準適合性審査の際にその点を見
落として審査を行ったこともまた明白。→看過し難い過誤、欠落

▶ 電中研報告の1g/㎥、あるいは、原規庁の提案する推定手法②ａの7g/
㎥などの濃度の灰が降ってきた場合、除灰・フィルタ交換は到底間に合わず、
一瞬で目詰まりを起こし、非常用ディーゼル発電機は機能喪失する。→冷却機
能喪失→炉心溶融の危険性が現に存在する。


