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第１	 火山事象と新規制基準	 

１	 火山事象に関する新規制基準の概要	 

	 	 本準備書面は，参加人が高浜原発１号機及び高浜原発２号機（以下「本件各

原発」という。）について行った設置変更許可申請のうち火山の影響の想定に関

して，原子力規制委員会（以下「原規委」という。）が平成２８年６月２０日に

行った設置変更許可処分が，実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造

及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）６条１項に

反して違法であることについて述べる。 

	 	 実用発電用原子炉の設置許可の要件として，核原料物質，核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（以下「炉規法」という。）４３条の３の６第１項４号

が，「災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準」

に適合することとしている（設置変更許可処分についても準用。同法４３条の

３の８第２項）。原規委は，同条項に基づき，設置許可基準規則を定め，その第

６条は，外部からの衝撃による損傷の防止として，「安全施設は，想定される自

然現象が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならな

い」としている。この「自然現象」の中に火山の影響も含まれる（設置許可基

準規則の解釈６条２項）。 

	 	 いかなる火山事象を「想定される自然現象」とするのかを判断するための基

準として，原規委は，「原子力発電所の火山影響評価ガイド」（以下「火山ガイ

ド」という。甲Ｂ１５）を定めている。 

	 	 なお，火山ガイド１．１には，「本評価ガイドは，新規制基準が求める火山の

影響により原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であることの評価方法

の一例である。また，本評価ガイドは，火山影響評価の妥当性を審査官が判断

する際に，参考とするものである。」と規定されているが，現状，設置変更許可

処分に至るまでの適合性審査において，いかなる「火山の影響」を「想定され
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る自然現象」と判断するかについては，火山ガイド以外に具体的審査基準と言

えるものはない。 

 

２	 火山ガイドが求める評価の流れ	 

	 	 まずは火山ガイドが定める評価の流れの概略を説明する。 

 

図表１	 火山ガイドが示すフローチャート（甲Ｂ１５・２３頁） 

 

	 	 火山ガイドは，上図表１の基本フローに従って立地評価と影響評価の２段階

で審査を行うことを定めている。 

まず立地評価においては，地理的領域（半径１６０㎞の範囲）内における第

四紀（約２５８万年前以降現在まで）火山のうち，「将来の活動可能性が否定で

きない火山」かどうかを確認する（立地評価の左側黄色部分②③）。そして，将

来の活動可能性が否定できない火山とされた場合には，火砕物密度流，溶岩流
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及び岩屑なだれなど，設計対応が不可能な火山事象が原発の運用期間中に影響

を及ぼす可能性が十分小さいといえるか否かを検討する（立地評価の右側緑色

部分④）。その結果，設計対応不可能な火山事象が原発に到来する可能性が十分

小さいといえない場合には，立地不適となる。立地不適とならなくても，既往

最大の噴火を考慮して，原子力発電所に影響を及ぼさないと判断できない火山

については，モニタリングの対象となる（⑤）。 

	 	 次に影響評価においては，地理的領域外の火山は降下火砕物のみについて，

地理的領域内の火山は降下火砕物の他，火山性土石流，噴石，火山性ガス等に

ついて，当該原発の安全性に影響を与える可能性のある火山事象を抽出し，各

事象の特性と規模を設定する。そして，設定された各火山事象に対する設計対

応及び運転対応が，妥当か否かが判断されることとなる（影響評価の右側⑥）。 

	 	 本件においては，この基本フローのうち，赤線で囲んだⅰ地理的領域外の火

山による降下火砕物の設定及びⅱ火山事象に対する設計対応・運転対応妥当性

判断において，看過し難い過誤，欠落が存在する。 

 

３	 本準備書面の内容	 

	 	 このような前提のもと，本準備書面では，まず，第２において，ⅰ地理的領

域外の火山による降下火砕物の最大層厚の設定に過誤，欠落が存することを述

べる。 

	 	 次に，第３において，仮に参加人の想定した最大層厚（１０㎝）を前提とし

ても，ⅱ火山事象に対する設計対応・運転対応妥当性判断として，機器等に与

える影響を考慮する前提としての降下火砕物の大気中濃度の想定に１０～３０

０倍という大幅な過小評価が存在する蓋然性があることを指摘する。 

	 	 本件では，原規委がどのような根拠に基づいて最大層厚や大気中濃度を想定

したのか，そのような想定にどのような合理性があるのかについて，判断の過

程が分かるよう，被告において，相当の資料に基づいて主張立証がされなけれ
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ば，原規委による調査審議及び判断の過程に不合理な点がないことを主張，立

証できたとはいえず，原規委による判断に不合理な点があることが事実上推認

される結果，本件各処分は違法なものとなる。 

 

第２	 ⅰ地理的領域外の火山による降下火砕物の最大層厚設定の誤り	 

１	 参加人の最大層厚の設定根拠と原規委の審議判断	 

⑴	 参加人の設定根拠	 

	 	 参加人は，平成２７年３月１７日付け設置変更許可申請書において，火山

に係る記載は「平成２７年２月１２日付け原規規初第１５０２１２１号をも

って設置変更許可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

（以下，「高浜３，４号機の設置変更許可申請書」という。）の添付書類六の

３号炉及び４号炉に係る記述のうち，「８．火山」の記載内容に同じ」として

いる（甲高Ｃ１・６⑴‐７‐１頁）。 

	 	 そして，高浜３，４号機の設置変更許可申請書を見ると，平成２５年７月

８日付け申請書においては，敷地付近への火山灰の分布として，姶良Ｔｎテ

フラの２０㎝程度，大山倉吉テフラの１０㎝程度とし，それ以外に火山灰層

を成して厚く分布する箇所は認められないとして，「敷地における降下火砕物

の最大層厚は２０㎝程度と設定した」としている（甲高Ｃ２・６‐８‐１４，

１５頁）。 

	 	 ところが，高浜３，４号機の設置変更許可申請書は，平成２６年１０月３

１日付けで一部補正されており，それによれば，降下火砕物の最大層厚が１

０㎝と下方修正されている（甲高Ｃ３・６‐８‐１７頁）。 

	 	 すなわち，参加人は，地理的領域外の火山について，文献調査及び地質調

査結果より，敷地及びその周辺に比較的層厚が厚い隆下火砕物を抽出した結

果，噴出源が同定できる降下火砕物として，姶良
あい ら

Ｔｎテフラ，大山
だいせん

倉吉テフ

ラ及び恵比須
え び す

峠福田テフラを抽出し，噴出源が同定できない隆下火砕物とし
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て，ＮＥＸＣＯ８０を抽出したとしている。 

	 	 その上で，（ａ）姶良Ｔｎテフラの噴出源である姶良カルデラについては，

噴火履歴及び地下構造等を検討した結果，運用期間中に姶良Ｔｎテフラ規模

相当の噴火（以下「姶良Ｔｎ相当噴火」という。）の可能性は十分低いと評価

し，後カルデラ火山噴火ステージである桜島での既往最大規模程度の噴火を

考慮して，降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分小さいと評価して

いる（甲高Ｃ３・６‐８‐１２頁）。 

	 	 また，（ｂ）大山倉吉テフラの噴出源である大山火山については，噴火履歴

及び地下構造等を検討した結果，運用期間中に大山倉吉テフラ規模相当の噴

火（以下「大山倉吉相当噴火」という。）の可能性は十分低いとした上で，運

用期間中の噴火規模としては，繰り返し生じている数㎦以下の規模の噴火の

中でも最大である５㎦を考慮し，最大でも８㎝程度の層厚と想定したとして

いる（甲高Ｃ３・６‐８‐１２，１３頁）。 

	 	 ＮＥＸＣＯ８０については，三方湖東岸においては層厚２０㎝であったが

再堆積を含んでいること，またその他周辺調査を行った結果，層厚１０㎝を

超えるものはなかったとして，降灰層厚を１０㎝以下と評価した（甲高Ｃ３・

６‐８‐１４，１５頁）。 

	 	 なお，恵比須峠福田テフラについても，姶良Ｔｎテフラと同様，降下火砕

物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価している（甲高Ｃ３・

６‐８‐１３，１４頁）。 

	 	 以上から，参加人は，文献調査，地質調査及び降下火砕物シミュレーショ

ン結果より，発電所運用期間における敷地の降下火砕物の最大層厚を１０㎝

と設定したとしている（甲高Ｃ３・６‐８‐１７頁）。 

 

⑵	 原規委の審議判断	 

	 	 原規委は，「申請者が敷地における降下火砕物の最大層厚を１０㎝」と設定



9 

する等，既許可申請から変更がないとしていることは妥当であると判断した」

とし，本件設置変更許可処分をした（甲高Ｃ４・５０頁）。 

	 

２	 最大層厚設定の不合理性①‐姶良Ｔｎ相当噴火を想定しないこと	 

⑴	 参加人自身，当初は姶良Ｔｎ相当噴火を想定していたこと	 

	 	 参加人は，前述のとおり，高浜３，４号機の設置変更許可申請書（平成２

６年１０月３１日）において，姶良カルデラについて，噴火履歴及び地下構

造等を検討して，姶良Ｔｎ相当噴火の可能性が十分低いと評価している（甲

高Ｃ３・６‐８‐１２頁）。 

	 	 しかしながら，参加人は，その約１年５か月前に行った大飯原発３，４号

機及び高浜原発３，４号機の設置変更許可申請書（いずれも平成２５年７月

８日付）の中では，姶良Ｔｎ相当噴火の可能性が存在することを前提として

影響評価を行っている。 

	 	 すなわち，参加人は，大飯原発３，４号機敷地付近への火山灰の分布とし

て，姶良Ｔｎテフラの２０㎝程度，大山倉吉テフラの１０㎝程度とし，それ

以外に火山灰層を成して厚く分布する箇所は認められないとして，「敷地にお

ける降下火砕物の最大層厚は２０㎝程度と設定した」としている（甲Ｃ３１・

６‐８‐１４頁）。 

	 	 また，高浜原発３，４号機の設置変更許可申請書についても，同様に，敷

地付近への火山灰の分布として，姶良Ｔｎテフラの２０㎝程度，大山倉吉テ

フラの１０㎝程度とし，それ以外に火山灰層を成して厚く分布する箇所は認

められないとして，「敷地における降下火砕物の最大層厚は２０㎝程度と設定

した」としている（甲高Ｃ２・６‐８‐１４，１５頁）。 

	 	 いずれの申請書においても，参加人は，姶良Ｔｎテフラの層厚である２０

㎝程度を最大層厚と設定しており，姶良Ｔｎ相当噴火を前提としている。ま

た，参加人は，本件設置変更許可申請書でも活動可能性を否定している恵比
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須峠福田テフラについては，いずれも「発電所に影響を与える可能性はきわ

めて低い」としている一方で，姶良Ｔｎテフラについては本件設置変更許可

申請書のような活動可能性を否定する記載がないことに照らしても，参加人

は，過去の申請においては，姶良Ｔｎ相当噴火の可能性を認めていたのであ

り，姶良カルデラについて，「発電所運用期間に姶良Ｔｎテフラ規模相当の噴

火の可能性は十分低い」との点には，全く合理性がない。 

 

⑵	 現在の火山学の水準では，大規模噴火を的確に予測できないこと	 

ア	 参加人は，現在の火山学の水準によって，姶良Ｔｎ相当噴火のようない

わゆる破局的噴火の可能性を的確に予測できることを前提にしていると思

われる。 

	 	 しかしながら，現在の火山学の水準によっては，破局的噴火の可能性を

的確に予知することは困難である。 

	 	 そのことは，原規委の中に設置された「原子力施設における火山活動の

モニタリングに関する検討チーム」などにおける火山学者の発言からも明

らかである。 

イ	 例えば，同チームの第１回会合において，藤井敏嗣・東京大学名誉教授

は，「（マグマが）１００㎦たまっているということを今の時点で推定する

手法というのは，ほとんどないというふうに理解をしています。これは１

０年ぐらい前から私が予知連のほうでいろんな探査の専門家に問い合わせ

てきました」「（大きなマグマ溜まりを）今の地震学的な手法で探査できる

かというと，なかなか難しいというのが探査の専門家の意見です。新しい

手法を開発するか，ものすごい量の地震計を張りめぐらして例えば反射を

見つけるとか，何かそういうことをやらなくちゃいけなくて，これは今の

日本の国内では現実的ではない。金額的にも，あるいは地理的な分布から

いってもですね」と述べている（甲Ｄ５２・３４頁。括弧内は引用者が補
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った。）。	 

	 	 また，同氏は，東洋経済新報の取材に対して，「まず申し上げたいのは，

現在の火山噴火予知のレベルでは，数十年に及ぶ原発の運用期間での噴火

予知は不可能だということ」「相した長期間での噴火予知の手法自体が確立

していない」「モニタリングで巨大噴火を予知する手法は確立していない」

「南九州のカルデラ火山の地下でどのくらいのマグマが溜まっているかの

推定すら，現在の科学技術のレベルではできない」と発言し，内閣府の「広

域的な火山防災対策に係る検討会」において，２０１３（平成２５）年５

月１６日に取りまとめられた「大規模火山災害対策への提言」の中で，「巨

大噴火については知見も研究体制も不十分」としたうえで，「巨大噴火のメ

カニズムや国家存続方策の研究対策の整備」が必要だと指摘したことを述

べている（甲Ｄ５３）。 

ウ	 また，中田節也・東京大学地震研究所教授も「マグマ溜まりの増減はモ

ニタリングできるかもしれませんけど，（マグマが）そもそもどのぐらいた

まっているのかというのはわからんわけですね」と述べている（甲Ｄ５２・

２９頁。括弧内は引用者が補った。）。	 

	 	 同氏は，「巨大噴火の時期や規模を予測することは，現在の火山学では極

めて困難，無理である」と，原規委の認識を根本的に否定している（甲Ｄ

５５）。 

エ	 さらに，参加人は，階段ダイヤグラムを基に，「姶良Ｔｎ相当噴火の可能

性は十分低い」と判断しているが，日本大学の高橋正樹教授は，階段ダイ

ヤグラムについて，「縦軸に噴出量を取り，横軸に時間を取って，噴出規模

や噴出時期を予測する方法だが，…（略）…実際問題として作るのが非常

に難しい。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」といったもの

であると述べている。高橋教授は，原規委が「階段ダイヤグラムによって
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火山活動の全体を予測できるという前提に立って火山ガイドを作成してい

る」とし，「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」

と疑念を呈している。また，「火山の影響評価においては何が重要か，規制

委の内部で十分練られていないのではないか」とも指摘されている（甲Ｄ

５５）。 

オ	 火山ガイドは，このような多くの専門家の見解を無視し，文献調査，地

質調査，火山学的調査，地球物理学的調査及び地球化学的調査等によって，

破局的噴火を的確に予測できるかのような枠組みになっているのであって

（フローチャートのうち，立地評価に関する緑色部分④⑤），不合理という

ほかない。	 

	 	 そして，参加人は，本件各原発の火山事象による影響評価においても，

地理的領域外の火山による降下火砕物の影響評価を行うに当たり，破局的

噴火を的確に予測できるという前提に立っているのであって，影響評価に

看過し難い過誤，欠落が存在するというほかない。	 

 

⑶	 川内原発福岡高裁宮崎支部決定における判示事項	 

ア	 川内原発に関する福岡高裁宮崎支部即時抗告審決定（平成２８年４月６

日）も，現在の火山学の水準で，噴火の可能性や時期・規模を的確に予測

することは困難であり，火山ガイドが不合理であることを明確に認めてい

る。以下，やや長文になるが，重要な箇所なので引用する。 

	 	 「立地評価に関する火山ガイドの定めは，原子力発電所にとって設計対

応不可能な火山事象が当該原子力発電所の運用期間中に到達する可能性の

大小をもって立地の適不適の判断基準とするものであり，しかも，上記の

可能性が十分小さいとして立地不適とされない場合であっても，噴火可能

性につながるモニタリング結果が観測された（火山活動の兆候を把握した）

ときには，原子炉の停止，適切な核燃料の搬出等の実施を含む対処を行う
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ものとしていることからすると，地球物理学的及び地球化学的調査等によ

って検討対象火山の噴火時期及び規模が相当前の時点で的確に予測できる

ことを前提とするものであるということができる」 

	 	 「最新の知見によっても噴火の時期及び規模についての的確な予測は困

難な状況にあり，ＶＥＩ６1以上の巨大噴火についてみても，中・長期的な

噴火予測の手法は確立しておらず，何らかの前駆現象が発生する可能性が

高いことまでは承認されているものの，どのような前駆現象がどのくらい

前に発生するのかについては明らかではなく，何らかの異常現象が検知さ

れたとしても，それがいつ，どの程度の規模の噴火に至るのか，それとも

定常状態からのゆらぎに過ぎないのかを的確に判断するに足りる理論や技

術的手法を持ち合わせていないというのが，火山学に関する少なくとも現

時点における科学技術水準であると認められる」 

	 	 「そうであるとすれば，現在の科学技術的知見をもってしても，原子力

発電所の運用期間中に検討対象火山が噴火する可能性やその時期及び規模

を的確に予測することは困難であるといわざるを得ないから，立地評価に

関する火山ガイドの定めは，少なくとも地球物理学的及び地球化学的調査

等によって検討対象火山の噴火の時期及び規模が相当前の時点で的確に予

測できることを前提としている点において，その内容が不合理であるとい

わざるを得ない」（甲Ｆ４９・２１７～２１８頁） 

	 	 このように，川内原発福岡高裁宮崎支部決定は，対象火山の噴火の時期

及び規模が相当前の時点で的確に予測できることを前提としている点で，

立地評価に関する火山ガイドの定めは不合理であると判示している。 

イ	 さらに，同決定は，姶良カルデラを含む５つのカルデラ火山の活動可能

性について，九州電力が根拠とした７つの点について逐一反論し，「相手方
1  

1 火山爆発指数（Volcanic Explosivity Index）。火山の爆発規模の大きさを示す区分で，0から
8までに区分され，8が最大。噴出物の量によって区分され，VEI6は，10～100㎦とされる。
姶良 Tnテフラ規模の噴火は VEI7とされる（総噴出物量 500㎦程度）。 



14 

（九州電力）がした前記５つのカルデラ火山の噴火の活動可能性が十分に

小さいとした評価には，その過程に不合理な点があるといわざるを得ない」

（括弧内は引用者が補った）と結論付けている。 

	 	 このうち，本件でも参加人が根拠としていると思われるカルデラ噴火の

発生間隔の点について，「鹿児島地溝に存在するカルデラ火山の破局的噴火

の発生に周期性ないし規則性があることを理論的に根拠づける疎明資料は

な」いとしている。 

	 	 また，Ｎａｇａｏｋａ（１９８８）のいわゆる噴火ステージ論について

も，「同論文は，南九州地方の鹿児島湾周辺におけるカルデラ火山の第４紀

後期テフラ層の検討から第４紀後期の噴火シークエンスを整理したもので

あり，鹿児島地溝に存在するカルデラ火山が同論文で整理されたような噴

火サイクルを繰り返すことについての理論的根拠は示されていない」と，

こが活動可能性を否定する根拠とはならないことを判示している（以上，

甲Ｄ５６・２２７～２２８頁）。 

	 	 つまり，川内原発福岡高裁宮崎支部決定も，姶良カルデラの活動可能性

を否定していないのである。 

 

⑷	 階段ダイヤグラムすら作成していないこと	 

ア	 火山ガイドでは，地理的領域にある第四期火山のうち，完新世に活動を

行っていない火山について，将来の活動可能性を判断するに当たって，「検

討対象火山の過去の活動を示す階段ダイヤグラムにおいて，火山活動が終

息する傾向が顕著であり，最後の活動終了からの期間が，過去の最大休止

期間より長い等」によって判断するとしている（甲Ｂ１５・８頁）。これは，

火山ガイドのフローチャートでいう立地評価の左側黄色部分③における記

述であり，地理的領域外の火山による降下火砕物の影響評価に関する記載

ではないが，姶良Ｔｎ相当噴火の活動可能性を問題としている以上，当然
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に参考にされるべき部分である。 

イ	 この階段ダイヤグラムを用いて検討対象火山の活動可能性を判断するこ

とは，前述の火山学の不確実性・限界からすれば，よほど慎重に判断され

なければならない。 

	 	 前述のとおり，高橋正樹日本大学教授も，階段ダイヤグラムについて，

噴出量の見積もりの誤差が大きく，年代測定も難しいとの指摘をしており，

これを過度に信頼した判断は行うべきではない。 

ウ	 このように，階段ダイヤグラムを過度に信頼して活動可能性を否定する

ことには慎重になるべきであるが，参加人は，そもそも姶良カルデラの階

段ダイヤグラムすら申請書に添付していない。すなわち，階段ダイヤグラ

ムすら用いずに，極めて安易に，姶良Ｔｎ相当噴火が本件各原発の運用期

間中に発生する可能性は十分低いと判断している。これを是とした原規委

の判断もまた，看過し難い過誤，欠落を含むことは明らかであろう。 

	 	 なお，姶良カルデラの階段ダイヤグラムについては，下図表２のとおり，

国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）・地質調

査総合センターの山元孝広氏の研究結果がある（甲Ｄ５６・第２９‐１図）。 
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図表２	 山元（２０１５）2にかかる桜島‐姶良カルデラの階段ダイヤグラム 

 

	 	 この階段ダイヤグラムを見ても，カルデラ噴火について終息傾向にあるな

どということは到底できないのであって，実質的にも，参加人の評価が誤り

であることは明白である。 

 

⑸	 小括	 

	 	 以上のとおり，本件において，姶良Ｔｎ相当噴火について，その可能性は

十分低いとした参加人の評価は誤っているのであって，本件各原発には，参

加人の設定した最大層厚１０㎝を上回る２０㎝の降下火砕物が到来する可能

性が否定できない。そうであるとするならば，それを無批判に是認した被告

の設置変更許可審査もまた，姶良Ｔｎ相当噴火の可能性とそれが本件各原発

1  
2 山元孝広『日本の主要第四紀火山の積算マグマ噴出量階段図』（2015.2.4）地質調査総合セン
ター研究資料集 no.613	 https://www.gsj.jp/data/openfile/no0613/54Sakurajima-Aira.pdf 
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に及ぼす影響を適切に審査していないという看過し難い過誤，欠落が存在す

るというほかない。 

	 	 そのような審査の結果なされた本件設置変更許可処分が違法であることは，

余りにも明白である。 

 

３	 最大層厚設定の不合理性②‐大山倉吉テフラ規模の噴火を想定しないこと	 

⑴	 現在の火山学の水準では，大規模噴火を的確に予測できないこと	 

	 	 参加人は，前述のとおり，本件各原発の設置変更許可申請書において，大

山火山について，噴火履歴及び地下構造等を検討して，運用期間中に大山倉

吉相当噴火の可能性が十分低いと評価している（甲高Ｃ３・６‐８‐１２，

１３頁）。 

	 	 しかし，そもそも巨大噴火の時期や規模について，相当以前の時点で的確

に予測できないことは第２の２⑵及び⑶記載のとおりであり，参加人の評価

は全く信用に値しない。 

	 	 なお，大山倉吉噴火は，参加人の申請書において，噴出量２０．７４㎦と

されており（甲高Ｃ３・６‐８‐３２頁，第８．５．３図），ＶＥＩ６に相当

する。川内原発福岡高裁宮崎支部決定が指摘する「ＶＥＩ６以上の巨大噴火

についてみても，中・長期的な噴火予測の手法は確立して」いない，という

点は，大山倉吉相当噴火にも当てはまる。 

 

⑵	 参加人が判断の前提とした大山火山の噴火履歴の資料には誤りがあること	 

ア	 参加人は，大山火山の噴火履歴に関して，参考文献（５０）の須藤ほか

（２００７）「わが国の降下火山灰データベース作成3」（以下「須藤ほか（２

００７）」という。）や参考文献（４６）の津久井雅志（１９８４）「大山火

1  
3 須藤茂・猪俣隆行・佐々木寿・向山栄（2007）「わが国の降下火山灰データベース作成」（地
質調査研究報告書，Vol.58，261～321頁） 
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山の地質4」（以下「津久井（１９８４）」という。）などの文献を基に，大

山火山について，「４０年万年前以降，最も規模の大きな噴火は，大山倉吉

テフラ5であったが，大山倉吉テフラ噴火に至る活動間隔は，大山倉吉テフ

ラ噴火以降の経過時間に比べて十分長いことから，次の大山倉吉テフラ規

模の噴火までには，十分時間的な余裕があると考えられ，発電所運用期間

にこの規模の噴火の可能性は十分低いと考えられる。」として，大山倉吉噴

火を特異なものとして別異に扱い，大山倉吉相当噴火が起こる可能性を想

定から排除している（甲高Ｃ３・６‐８‐１２，１３頁）。 

イ	 しかし，参加人が噴火履歴に関して前提資料とした須藤ほか（２００７）

や，津久井（１９８４）に対しては，近年，産総研活断層・火山研究部門

の総括研究主幹である山元孝広氏から，修正を要する重大な問題が含まれ

ていることが指摘されている（甲Ｄ５７。以下「山元（２０１７）という。）。 

	 	 すなわち，山元（２０１７）は，「福井県下の原子力発電所の新規制基準

適合性に係る審査では，電力事業者による大山火山の将来予測とその影響

評価結果が公開されている（原子力規制委員会，２０１４）。その将来予測

の基になった噴火履歴に関しては，津久井（１９８４）の大山火山層序6や

須藤ほか（２００７）の降下火山灰データが使用されているが，本報告で

指摘するように両者の結果には修正を要する重大な問題が含まれている。

そこで，本報告では大山火山の過去約２０万年間の噴出物層序の再構築と

マグマ噴出量の再計測を行い，大山火山の長期的な活動の傾向について考

察する」とその研究の目的を明らかにしている（甲Ｄ５７・２頁）。 

	 	 そして，まとめ部分において，「電力事業者は大山火山の長期活動評価を

1  
4 津久井雅志（1984）「大山火山の地質」（地質学会誌，Vol.90，643～658頁） 
5 大山倉吉降下火砕堆積物（Daisen-Kurayoshi Pyroclastic fall deposit）の略称として，DKP
が用いられることがある。 
6 層序とは，地層が重なっている（できた）順序をいう。火山でいえば，層序を研究すること
で，噴火の順序が明らかとなる。 
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行っているが，その評価には津久井（１９８４）の層序と須藤ほか（２０

０７）の体積値が採用されており問題がある。本研究で作成し直したマグ

マ噴出量階段図と電力事業者のものを比較すると，最大規模の噴火であっ

たＤＫＰと他の噴火の違いが小さくなったことが指摘できる。特に事業者

の評価では，大山火山の活動の中でのＤＫＰの規模の特異さが強調されて

いた。しかし，今回の階段図では約１０万年前頃から階段の傾きが急に，

すなわち噴出率が大きくなる傾向が認められ，その中でＤＫＰが発生した

ように見ることが出来る。従って，ＤＫＰだけを大山火山の噴火履歴の中

で特殊なものとして別者扱いする必要はない」と，参加人の作成した階段

ダイヤグラムとその評価を批判しているのである（甲Ｄ５７・１５頁）。 

	 	 以下，津久井（１９８４）の層序に関する部分と，須藤ほか（２００７）

の体積値に関する部分とに分けて述べる。 

ウ	 まず，津久井（１９８４）の層序に関する部分について，大山火山の最

新期噴火の噴出物を弥山
みせ ん

溶岩ドーム起源と考えられていたが，福元・三宅

（１９９４）7では，三鈷峰
さんこほう

溶岩ドーム起源との見解が示されていた。山元

（２０１７）は，鳥取県西伯郡大山町草谷原
くさたにはら

に存在する露頭から採取した

試料の年代測定によって，弥山噴火が２万８６００年前，三鈷峰噴火が２

万０８００年前ということが明らかとなり，福元・三宅（１９９４）の主

張が正しいことが裏付けられた（甲Ｄ５７・３頁）。これにより，津久井（１

９８４）の層序は誤りであったことが明らかとなったのであり，参加人の

作成した階段ダイヤグラムは修正されなければならないことになる。将来

の活動可能性判断に影響を及ぼす重要な点についての誤りといえる。 

エ	 次に，須藤ほか（２００７）の体積値に関する部分について，須藤ほか

（２００７）が示した等層厚線図は，遠方の堆積物分布が無視されており，

1  
7 福元和孝・三宅康幸（1994）「大山火山，弥山溶岩ドームよりも新期に形成された三鈷峰溶
岩ドームと清水原火砕流」第四紀，No.26，45～50頁。 
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相当な過小評価となっていることが明らかにされている。 

	 	 具体的には，例えば，関金
せきがね

降下火砕物（ＤＳＰ）については，大山から

約１０㎞東で１ｍ以上，兵庫県北部（大山から約８５㎞東）で２０㎝，長

野県木曽地域（大山から約３７０㎞東）で１．５㎝の堆積層が確認されて

いるところ，須藤ほか（２００７）のＤＳＰ等層厚線図は，大山から約８

３㎞東で層厚が０㎝となるように作図されている。須藤ほか（２００７）

は，遠方の分布を無視している点で過小評価となっている（甲Ｄ５７・９

～１０頁）。 

	 	 また，生竹
なまだけ

降下火砕物（ＤＮＰ）についても，大山から約１０㎞東南東

で２ｍ以上，兵庫県北部（大山から約９０㎞東南東）で１２０㎝，京都府

福知山市（大山から約１５０㎞東）で５０㎝，京都府越畑盆地（大山から

約１９０㎞東南東）で３０㎝の堆積層が確認されており，さらには富士山

東麓（大山から約４５０㎞東）でも確認されているところ，須藤ほか（２

００７）のＤＮＰ等層厚線図は，大山から約８７㎞東南東で層厚が０㎝と

なるよう作図されている。須藤ほか（２００７）は，ＤＳＰと同じく，遠

方の分布を無視している点で過小評価である。 

	 	 さらに，松江降下火砕物（ＤＭＰ）についても，島根県出雲市周辺（大

山から約８０㎞西）で２０㎝前後の堆積層が確認されているところ，須藤

ほか（２００７）のＤＭＰ等層厚線図は，大山から約６１㎞西で層厚が０

㎝となるよう作図されている。ＤＳＰ，ＤＮＰと同じく，遠方の分布を無

視している点で，過小評価となっている。 

	 	 このほか，別所降下物（ＤＢＰ）においても，奥津降下火砕物（ＤＯＰ）

においても，上記と同様に須藤ほか（２００７）は過小評価となっている。 
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図表３	 山元（２０１７）の等層厚線図（甲Ｄ５７・１０頁） 

 

	 	 このように，等層厚線図について遠方の堆積を無視した結果，噴出物の

体積値も過小評価となっているのであって，最も乖離が大きいもので，須

藤ほか（２００７）の６分の１～１０分の１の過小評価となっている（Ｄ

ＮＰの体積値。甲Ｄ５７・１１頁）。 

	 	 そうすると，参加人が階段ダイヤグラムを作成するに当たって前提とし

た須藤ほか（２００７）の体積値は，過小評価となっていたのであって，

階段ダイヤグラムは修正されなければならないことになる。これは将来の

活動可能性判断に影響を及ぼす重要な点についての誤りといえる。 
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オ	 以上の研究を踏まえて，参考人が作成した階段ダイヤグラムと，山元（２

０１７）が作成した階段ダイヤグラムを比較すると，下図表４のようにな

る。 

 

図表４	 参加人が作成した階段ダイヤグラムを比較の便宜のために修正したもの8（左）

と，山元（２０１７）が作成した階段ダイヤグラム9（右） 

 

	 	 これらを比較して，山元（２０１７）は，次のような考察を行っている。 

	 	 すなわち，「最大規模の噴火であったＤＫＰと他の噴火との違いが小さく

なったことが指摘できる。特にＤＫＰに先行した８万年前のＤＮＰの規模

は電力事業者の評価よりも相当に大きくなり，ＤＫＰに次ぐ規模であった

ことが明らかである。また，今回の段階図では１０万年前頃から階段の傾

きが急に，すなわちマグマ噴出率が大きくなる傾向が認められ，その中で
1  

8 甲Ｄ５８・42頁上段の図のうち，約 25万年前から現在までの部分を抜粋し，ＤＫＰの部分
に緑色点線を付したもの。 
9 甲Ｄ５７・14頁	 第 12図。 

DKP	 
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ＤＫＰが発生したように見ることが出来る。従って，ＤＫＰだけを大山火

山の噴火履歴の中で特殊なものとして別物扱いする必要はない。電力事業

者が主張するＤＫＰ噴火に至る活動間隔が３０万年以上との主張も，それ

以上の長期にわたってマグマの供給率が一定とするだけの根拠はなく，意

味のある評価とはなっていない。むしろマグマ噴出率が明らかに時間変化

していることは，そのような家庭は成立していないことを意味していよう。」

とまとめているのである。 

 

⑶	 小括	 

	 	 以上のとおり，大山倉吉相当噴火の可能性は十分低いとして，最大層厚を

想定するうえでの対象から除外するのは，明らかに誤っている。 

	 	 少なくとも，このような最新の科学的知見に対して，適切な反論がなされ

ない限り，伊方最高裁判決が述べるように，司法審査としては，現在の科学

技術水準である山元（２０１７）の知見を踏まえ，参加人の最大層厚の設定

は過小に過ぎ，原規委による本件設置許可処分は違法との判断をしなければ

ならない。 

 

４	 最大層厚設定の不合理性③‐風向の不確実性等を考慮すべきこと	 

⑴	 火山灰アトラスの記載と風向の不確実性	 

ア	 参加人は，降灰層厚に関する文献調査として町田洋・新井房夫『新編	 火

山灰アトラス』（２００３）を挙げ，大山倉吉テフラは層厚２０㎝程度であ

るとしている（甲高Ｃ３・６‐８‐１１頁）。 

イ	 確かに，下図表５によれば，本件各原発が所在する敦賀半島付近では，

２０㎝の等層厚線が走っており，本件各原発敷地周辺でも２０㎝の降灰と

なるかのように見える。 
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図表５	 大山倉吉テフラ（ＤＫＰ）の等層厚線図（甲Ｄ５９・８４頁） 

 

	 	 しかし，これは風向という極めて不確実性の大きい事象を全く考慮しな

い不合理な評価というほかない。炉規法は，原発の持つ潜在的な危険性の

大きさに鑑みて，深刻な災害が万が一にも起こらないようにするために，

「災害の防止上支障がない」ことを原子炉設置許可の要件としているので

あって，文献調査等においても，当然ながら，災害の防止上支障がないよ

うな評価がなされなければならない。 

ウ	 また，ＩＡＥＡの火山影響評価ガイドであるＳＳＧ‐２１は，降下火砕

物の影響評価について，決定論的手法として，６．８で「個々のパラメー

タの不確実性は適切に考慮されなければならない」とされており（甲Ｄ６

０・３８頁），確率論的手法としても，６．９で「噴出量の変動，噴煙中

の高度，粒径分布，その領域における風速分布の変動及び関連パラメータ

高浜原発	 
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の関数」として，「サイトの降下火砕物の数値シミュレーションを使用すべ

きである」としている（甲Ｄ６０・３９頁）。上記のように，風向が変化す

るといった可能性は適切に考慮しなければならないというのが確立した国

際的な基準であり，原基法２条２項及び原規委設置法１条に照らし，これ

を踏まえた解釈をしなければならない。 

エ	 そのうえで，火山灰アトラスの等層厚線図を見れば，風向がわずかに南

側にずれるだけで，５０㎝近い層厚が見込まれるのであって，文献調査だ

からといって，風向の不確実性を考慮せず，２０㎝という数値をそのまま

用いるのは，余りにも不合理である。大山倉吉相当噴火を前提として，文

献調査によるだけでも，５０㎝に近い数値を最大層厚として設定すべきこ

ととなる。被告の側で，あくまでも２０㎝以上にはならないとした原規委

の判断が合理的であったと主張するのであれば，そのように考える合理的

な根拠を，考え方の道筋が分かるように主張・立証されなければならず，

これがなされない限り，原規委の行った判断過程に看過し難い過誤，欠落

が存在するものとして，処分の不合理性が事実上推認されるというべきで

ある。 

 

⑵	 山元（２０１６）による適切な数値シミュレーションの結果	 

	 	 次に，降灰シミュレーションソフトであるＴｅｐｈｒａ２による堆積物分

布の再現計算を目的として山元孝広氏が行った研究結果によれば，本件各原

発の所在する敦賀半島付近で５０㎝という層厚となり得ることが示されてい

るので（甲Ｄ６１），この数値シミュレーションについて述べる。 

	 	 山元（２０１６）は，４００ケースのＴｅｐｈｒａ２による再現計算を行

い，ＤＫＰの堆積厚や粒度分布と整合性の高いケースを６つ抽出し，図３．

２０ないし２５として図示している（甲Ｄ６１・２８～３５頁）。 

	 	 このうち，本件各原発敷地に最も多い火山灰の堆積をもたらすケースは，
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下図表６のＤ１３Ｖ４Ｈ５というケースであり，これによれば，層厚が５０

㎝程度となり，風向がわずかでも北側によれば，５０㎝を優に上回る降下火

砕物が堆積し得ることが分かる。 
 

 

図表６	 山元（２０１６）図３．２３（甲Ｄ６１・３３頁） 

 

	 	 また，Ｄ１８Ｖ４Ｈ５（３１頁）及びＤ１９Ｖ４Ｈ５（３２頁）のケース

でも，風向がわずかでも北側に寄れば，５０㎝以上の層厚となり得ることが

分かる。 

	 	 これらのシミュレーション結果からすれば，参加人が設定した最大層厚１

０㎝という数値がいかに過小評価であるかが分かる。 
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⑶	 姶良Ｔｎテフラについても，少なくとも２０㎝の層厚となり得ること	 

	 	 ここまで，大山倉吉相当噴火について述べてきたが，姶良Ｔｎ相当噴火に

よっても，参加人が認めている数値として２０㎝の層厚となり得るのであっ

て，１０㎝という最大層厚の設定は，この点からしても過小評価と言わざる

を得ない。 

 

⑷	 小括	 

	 	 以上のとおり，本件各原発には，姶良Ｔｎ相当噴火によって，参加人も認

めている２０㎝の降下火砕物が堆積する可能性が否定できない。また，大山

倉吉相当噴火によって，風向の不確実性等を踏まえれば，５０㎝の降下火砕

物が堆積する可能性が否定できない。そうである以上，最大層厚は，少なく

とも５０㎝と設定されなければならず，参加人の設定は余りにも過少であり，

このことを看過してなされた原規委の設置変更許可処分には，看過し難い過

誤，欠落が存在するのであって，違法と言わざるを得ない。 

	 

５	 まとめ	 

	 	 ここまで見てきたように，参加人の行ったⅰ地理的領域外の火山による降下

火砕物の最大層厚の設定は，①姶良Ｔｎ相当噴火を除外している点，②大山倉

吉相当噴火を除外している点，③風向の不確実性等を考慮してない点で，著し

く過少評価となっており，これを看過してなされた原規委の設置変更許可処分

についても，その調査審議の過程に看過し難い過誤，欠落が存在するものとし

て，不合理であることが事実上推認される。 

	 	 原告らが指摘した上記①ないし③のすべての点について被告がその判断の過

程が分かるように合理的な根拠を示して主張・立証できない限り，本件設置変

更許可処分は違法となる。 
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第３	 ⅱ降下火砕物の大気中濃度想定の過小評価	 

１	 大気中濃度計算の重要性	 

	 	 前述のとおり，本件においては，そもそも最大層厚の想定に著しい過小評価

が存在するため，それだけで本件各原発の安全性評価には看過し難い過誤・欠

落が存在し，本件各原発についての設置変更許可処分は取り消されなければな

らない。 

	 	 もっとも，仮に，参加人の設定する１０ｃｍという層厚を前提としても，本

件各原発がその火山事象に対応できているといえるかには問題がある。 

	 	 火山ガイド６．１によれば，降下火砕物が原発に与える影響の評価について

は，直接的影響と間接的影響を考慮するとされる。 

	 	 このうち，直接的影響としては，原発構造物への静的負荷，粒子の衝突，水

循環系の閉塞及びその内部における摩耗，換気系，電気系及び計装制御系に対

する機械的及び化学的影響，並びに原発周辺の大気汚染等の影響が挙げられて

いる。 

	 	 また，間接的影響としては，広範囲な送電網の損傷による長期の外部電源喪

失や原発へのアクセス制限など，社会インフラに及ぼす影響が挙げられている。 

	 	 本件において，原告らが特に問題とするのは，直接的影響のうち，確認事項

とされている「③外気取入口からの火山灰の侵入により，換気空調系統のフィ

ルタの目詰まり，非常用ディーゼル発電機の損傷等による系統・機器の機能喪

失がなく，加えて中央制御室における居住環境を維持すること」（甲Ｂ１５・１

３頁），及び，間接的影響のうち長期の外部電源喪失についてである。 

	 	 外部電源が喪失すれば，基本的に，非常用電源によって冷却機能を維持する

ことになる。非常用電源のうち，特に非常用ディーゼル発電機が正常に機能す

ることは冷却機能維持にとって極めて重要であるが，降下火砕物により，この

非常用ディーゼル発電機の吸気フィルタが目詰まりを起こし，あるいは発電機
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内に侵入して閉塞・摩耗することにより，機能喪失を起こす可能性がある。 

	 	 一方，降下火砕物は，敷地における最大層厚がどの程度であるか（降下した

絶対量）だけでなく，その大気中濃度が大きければ大きい（短期間に集中して

降下する）ほど，目詰まりや閉塞・摩耗を起こしやすく，機器等に大きな影響

を与える。したがって，降下火砕物の侵入による影響を判断するためには，降

下火砕物の大気中濃度を想定する必要がある。 

	 	 ところが，参加人による大気中濃度の想定は，大幅な過小評価となっている

可能性があり，参加人が想定する１０ｃｍの降下火砕物によっても，参加人の

想定よりもはるかに短期間のうちにフィルタの目詰まりや機能喪失が発生し，

全電源喪失に至って冷却機能を維持できなくなるという極めて看過し難い過

誤・欠落が生じる可能性が否定できない。 

 

２	 川内原発宮崎支部決定は大気中濃度計算の過小評価を認めていること	 

⑴	 参加人の大気中濃度想定	 

	 	 参加人がどのような大気中火山灰濃度を想定しているか，少なくとも申請

書においては明らかにされていない。もっとも，美浜原発３号機の審査につ

いて行われたパブリックコメントにおいて，「火山灰によるディーゼル発電機

吸気消音機の吸気フィルタへの影響検討や換気空調設備への影響検討におい

て，火山灰の大気中濃度として平成２２年４月のアイスランド南部エイヤヒ

ャトラ氷河で発生した噴火による観測値から３，２４１㎍/㎥を用いている」

との指摘に対し，「審査においては，…（略）…アイスランド南部のエイヤヒ

ャトラ氷河で発生した大規模噴火における大気中濃度を参照しています」と，

エイヤヒャトラ氷河噴火における観測値である３，２４１㎍/㎥を用いている

ことが明らかになっている（甲Ｄ６２・別紙１）。 

	 	 この数値を用いた根拠として，パブリックコメントの回答には，美浜原発

３号機周辺において，「第四紀以降に活動した火山はいずれも約７１㎞以遠に
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存在していることから，同等の距離若しくはより近距離の地点において，原

子力施設が設置されている地表レベルで観測された降下火砕物の大気中濃度

のデータが存在する等の条件で国内外の文献を調査し」，「これらの条件に該

当するものとして」上記観測値が採用されたとのことである（甲Ｄ６２・別

紙１）。 

	 	 しかしながら，この数値は，後述するように，平成２８年１０月２６日の

原規委の発表において，少なくとも１０倍の（実際にはそれをはるかに上回

る）過小評価であることが明らかとなっている（甲Ｄ６２）。もっとも，従来

の３，２４１㎍/㎥という数値が，いかに荒唐無稽で過小なものであったのか，

本件各原発以前の川内原発や伊方原発の適合性審査において，そのような過

小評価が何の疑問も持たれずに適切と判断されてきたかを理解していただく

ために，本件と同様３，２４１㎍/㎥という数値が用いられていた川内原発に

関する福岡高裁宮崎支部決定を引用しながら，簡単にその不合理性を述べて

おく。 

 

⑵	 川内原発仮処分における九州電力の主張	 

	 	 九州電力は，上記裁判において，降下火砕物の大気中濃度に関して，「２０

１０年アイスランド共和国南部のエイヤフィヤトラヨークトル氷河の噴火

（ＶＥＩ４）による火口から約４０ｋｍ離れたヘイマランド地区の大気中の

火山灰濃度（２４時間ピーク時）であるとして３，２４１㎍/㎥を想定して，

降下火砕物による非常用ディーゼル発電機の吸気フィルタへの影響について

の評価を行い，浮遊性粒子は降下速度が比較的遅いことや，粒径が小さく目

詰まりしにくいことから，吸気フィルタは容易には閉塞しないと考えられ，

また，機関内に侵入しても降下火砕物は硬度が低く破砕しやすいことから，

摩耗等による影響は小さいと考えられるとした上で，吸気フィルタの閉塞ま

でに要する時間を約２６．５時間と試算」していた（甲Ｆ４９・２４２～２
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４３頁）。 

 

⑶	 住民側による過小評価の指摘と判示事項	 

	 	 これに対し，住民側は，上記ヘイマランド地区の降下火砕物（層厚約５㎜）

が最後の噴火から約３週間以上経過した後に再飛散した際の，しかも降下火

砕物中直径１０㎛以下の浮遊粒子10のみの濃度の観測値を…（略）…用いた

ものであるところ，上記噴火における２４時間平均ＰＭ１０濃度の観測値や

１９８０年のアメリカ合衆国西部のセントヘレンズ火山の噴火（ＶＥＩ５）

における同火山から１３５㎞離れた地表付近地点における２４時間平均総浮

遊粒子状物質濃度の観測値（それ自体が九州電力の想定値を１０倍以上上回

っている。）等から本件原子炉施設敷地に層厚１５㎝の降下火砕物があった場

合の大気中濃度を推計すると，九州電力の用いた数値の数十倍から１００倍

以上となると主張していた（甲Ｆ４９・２４１～２４２頁）。 

	 	 そして，同決定は，「審尋の全趣旨によれば，相手方が降下火砕物の大気中

濃度として想定した値（３，２４１㎍/㎥）は，降下火砕物が再飛散した際の

ＰＭ１０（直径１０㎛以下の浮遊粒子）の測定値である可能性があり，相手
、、

方の大気中濃度の想定値は少なくとも１０倍以上の過小評価となっている疑
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

いがある
、、、、

」と（傍点は引用者による），１０倍以上という極めて大きな過小評

価の疑いを認定したのである（甲Ｄ５６・２４３頁）。 

	 	 高裁決定は，３，２４１㎍/㎥という数値が，火山灰全体ではなく，ＰＭ１

０の観測値であり，しかも最後の噴火から３週間以上経過した時点での再飛

散値である可能性があることを認めているが，これは，住民らがアイスラン

ド政府が発表したデータを基にして主張したものであり，「可能性」にとどま

らず，厳然たる事実である。ＰＭ１０の再飛散値である３，２４１㎍/㎥とい

う数値を，参加人は，本件各原発に相応しい条件に該当するものとして採用

1  
10 「ＰＭ１０」と呼ばれる。空気中浮遊粒子総質量に占める割合は最大２５％程度に過ぎない。 
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したわけである。ＰＭ１０の再飛散値が，どのような根拠で本件各原発に相

応しいのか，わずか５㎜の層厚しかない地点での観測値が，どのような意味

で１０㎝の最大層厚を設定している本件各原発に相応しいと判断したのか，

是非とも納得のいく説明を求める。 

 

⑷	 高裁決定の不合理性と行政訴訟における帰結	 

	 	 なお，このように大気中濃度について少なくとも１０倍以上の過小評価と

なっている疑いがあるとしながら，同決定は，住民側によって非常用ディー

ゼル発電機が機能を喪失する機序が証明されていないとして申立てを認めな

かった。	 

	 	 しかし，そもそも想定する大気中濃度に１０倍以上の過小評価がある場合

に，それにもかかわらず原発の安全性が確保できるというのは事業者側が立

証すべき事項であることは同決定自身が冒頭で定立した規範であり，住民側

にその機序の証明を求めている点で，この部分の判示は論理的に不当で，結

論に影響を及ぼす重大な判断ミスを犯しているといわざるを得ない。	 

	 	 川内原発宮崎支部決定では，九州電力の大気中降下火砕物濃度評価も少な

くとも１０倍以上の過小評価となっているということであり，それにもかか

わらず吸気フィルタが閉塞しないこと，非常用ディーゼル発電機が損傷しな

いこと等について九州電力が正しい科学的な認識に基づいて具体的に主張・

疎明を尽くさない限り，人格権侵害の具体的危険が事実上推認される，とさ

れるべきであった。 

	 	 その点は措くとして，少なくとも本件のような行政訴訟においては，行政

庁の調査審議及び判断の過程に過誤，欠落が存在する以上，処分は違法と判

断されなければならない。大気中濃度の過小評価を認めておきながら，川内

原発宮崎支部決定と同様の判断で原告らを敗訴させることは到底許されない。	 
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３	 原規庁による過小評価の発表	 

⑴	 原規庁発表の内容	 

	 	 平成２８年１０月２７日，原規委は，火山灰が大量に降った際の原発への

影響について，従来の１０倍の濃度の火山灰を想定して対策を立てるよう電

力各社に求めることを決めたとの報道がなされた（甲Ｄ６３）。 

	 	 同月２６日付の原規庁の発表によれば，同月５日に行われた第３５回原規

委において，更田委員長代理から問題の提起があり，同月１９日に行われた

第２１回技術情報検討会において，火山灰濃度に関する新知見として，電力

中央研究所（以下「電中研」という。）や産総研等の最新の研究成果等が報告

され，更田委員長代理から，既に設置変更許可を行った発電用原子炉施設に

ついても評価・確認を行うよう指摘がされたとのことである。 

	 	 そして，原規庁は，今後の取組方針として，既に設置変更許可を与えた原

発についても１９８０年のセントヘレンズ山の噴火で得られた観測データを

用いて施設の機能に対する影響評価を行うことを事業者に求めるとした（甲

Ｄ６２・１枚目）。 

	 	 ここで指摘されている１９８０年のセントヘレンズ山の噴火で得られた観

測データとは，約１３５㎞離れたヤキマ地区における火山灰濃度約３３．４

㎎/㎥を指しており，これは，川内原発仮処分に関する福岡高裁宮崎支部決定

で「相手方の大気中濃度の想定値は少なくとも１０倍以上の過小評価となっ

ている疑いがある」と指摘された部分であり，原規委，またその判断の前提

となったとされる電中研が，川内原発の仮処分においてなされた住民側の主

張及び福岡高裁宮崎支部の決定を追認したということにほかならない。 

	 	 原規委・原規庁は，住民側が主張する過小評価について，１０倍の限度で

は認めざるを得なかったということである。 

	 	 そのこと自体，住民側の主張が科学的にも合理的なものであることを自ら

認めるものであるが（原規委は「新知見」というが，セントヘレンズ山に関
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わるデータ自体は１９８０年のものであるし，住民側は鹿児島地裁に係属し

ていた平成２６年の段階で，既に大気中濃度の過小評価の問題を指摘してい

た），しかし，高裁決定も認めているように，「１０倍」というのはあくまで

も「少なく見積もっても」という意味であり，それで十分という意味ではな

い。セントヘレンズ山のデータもそれだけでは十分な想定とは言えないし，

平成２８年４月の電中研報告等によれば，さらに数十～数百倍という過小評

価が存在する可能性がある。以下，セントヘレンズ火山に関する知見，電中

研の報告及び産総研の報告の順に，これらの点について述べる。 

 

⑵	 セントヘレンズ火山に関する知見	 

ア	 セントヘレンズ火山噴火で得られた観測データの不確実性	 

	 	 発表によれば，原規庁は，セントヘレンズ火山噴火で得られた観測デー

タを用いて影響評価を行うことを事業者に求めている。 

	 	 しかし，実は，原規庁自身が，セントヘレンズ火山噴火で得られた観測

データが不確実なものであることを認めている。 

	 	 すなわち，原規庁が判断の前提とした第２１回技術情報検討会における

資料には，「採取器がこのような高濃度に対応できる設計ではなかったので，

実際はより高い濃度であった可能性も否定できない」と明確に記載されて

いる（甲Ｄ６２・１０枚目（別紙２の８頁目））。原規庁自身がこのように

より高い濃度であった可能性も否定できないことを認めているデータを用

いたところで，原発の安全性が確保されるとは到底考えられない。大気中

濃度の想定が，３３．４㎎/㎥で十分であるということできない。 

イ	 ヤキマ地区における火山灰層厚を考慮していないこと	 

	 	 また，３３．４㎎/㎥という数値をそのまま用いることは，火山灰層厚の

違いを考慮していない点で不合理である。 

	 	 前述のとおり，原規庁が用いることを指示した観測データとは，火山か
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ら約１３５㎞離れたヤキマ地区における大気中濃度であり，ヤキマ地区に

おける火山灰層厚は５㎜から９㎜の間とされている。原規委の判断は，そ

の点を見落としているという過誤・欠落が存在する。 

	 	 すなわち，本件各原発において，参加人は，１０㎝の降灰にまで耐えら

れるとしているところ，一般に，大気中濃度は降る火山灰の量が多くなれ

ば多くなるほど濃度も濃くなるのであり，５㎜ないし９㎜の厚さで３３．

４㎎/㎥である以上，１０㎝となれば，それよりもはるかに濃度は濃くなる

可能性があるのである。 

	 	 セントヘレンズ火山噴火における観測データを用いながら，最大層厚の

違いを考慮しないのは明らかな片手落ちである。これを考慮すれば，さら

に１１倍～２０倍の過小評価となる可能性もあり，参加人の主張するフィ

ルタ交換に要する時間よりもはるかに短時間，場合によっては，降灰後，

瞬時に非常用ディーゼル発電機の吸気フィルタが機能喪失を起こす可能性

すら否定できない。 

	 	 かかる点を全く考慮していない原規委の本件各原発についての設置変更

許可処分は違法の誹りを免れない。 

ウ	 仮に１０倍を考慮すると，フィルタ交換に要する時間には全く余裕がな

くなる可能性があること	 

	 	 参加人は，仮に降下火砕物の大気中濃度を１０倍とし（３３．４㎎/㎥と

し），フィルタ閉塞までの時間が１０倍早くなるとしても，非常用ディーゼ

ル発電機のフィルタ交換は約１時間で実施可能であることから，閉塞する

までの時間に対し十分な時間的余裕をもって施設の機能を確保できると主

張し，原規庁はこれを確認しているとしている（甲Ｄ６２・２枚目）。 

	 	 しかし，参加人及び原規庁の上記主張は，過小評価が１０分の１に確実

にとどまることを前提としている点で不適切であり，むしろ，上述したよ

うに，実際にはそこからさらに１１倍～２０倍の過小評価があり得る。 
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原告らとしては，被告に対して，いかなる計算の下に，閉塞するまでの

時間に対し十分な時間的余裕をもって施設の機能を確保できることを確

認したのか，「十分な時間的余裕」とは，具体的にどの程度であるのかに

ついて，釈明を求める。 

	 	 なお，時間的余裕といっても，大量の降下火砕物により外部電源を喪失

した暗闇，また，降灰による視界不良の中で，想定どおりにフィルタ交換

を続けられるかは甚だ疑問であり，ましてや数時間に１回フィルタを交換

しなければならないとすると，相当多数の人員がほとんど付きっきりで交

換作業に当たらなければならないことになる。さらには，計算には誤差も

考えられ，実際にはフィルタ交換が間に合わないという状況すら考えられ

る。福島第一原発事故時の現場の混乱状況を踏まえれば，この綱渡りのよ

うな対策をしなければ，全電源が停止しメルトダウンに至る可能性もある

という状況はあまりにも危険であり，このような非保守的な想定が「災害

の防止上支障がない」という炉規法の要請を満たすとは考えられない。 

エ	 下方向から吸気することは容易に閉塞ないことの根拠とはならないこと	 

	 	 なお，参加人は，高浜原発１ないし４号機について，非常用ディーゼル

発電機は，下方向から吸気するため，構造上，降下火砕物を吸い込みにく

く，容易に閉塞しないものであると主張している（甲Ｄ６４・１枚目）。 

	 	 しかし，平成２８年１１月１６日付平成２８年度原子力規制委員会第４

３回会議議事録によれば，石渡委員から，「（火山灰の粒が）細かくなって

くると，吸気口がどっちを向いていようが吸い込むのは同じだと思うので

すね。ほとんど変わらないはずです。」と，参加人の主張は真っ向から否定

されている（甲Ｄ６５・２０頁）。 

	 	 このように，非常用ディーゼル発電機が下方向から吸気することは，フ

ィルタが容易に閉塞しないという根拠とはならない。 
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⑶	 電中研報告の内容と意義	 

ア	 大気中濃度１０００㎎/㎥の可能性が存在すること	 

	 	 電中研が，平成２８年４月に発表した報告「数値シミュレーションによ

る降下火山灰の輸送・堆積特性評価法の開発（その２）‐気象条件の選定

法およびその関東地方での堆積量・気中濃度に対する影響評価」（甲Ｄ６６）

には，富士山の宝永噴火を素材として，降下火砕物の大気中濃度に関する

シミュレーション結果が報告されている。 

	 	 この報告は，「大気中濃度の最大値として，横浜での１ｇｍ‐３を読み取

ることもできる」と，横浜で，１０００㎎/㎥の大気中濃度がシミュレート

できることを指摘している（甲Ｄ６６・２０頁）。 

	 	 実に，従来のエイヤヒャトラ噴火の約３００倍，セントヘレンズ噴火と

比較しても約３０倍の大きさである。従来の手法がいかに著しい過小評価

であるかが分かる。 

イ	 富士宝永噴火の概要	 

	 	 富士宝永噴火は，１７０７年１２月１６日に起き，１６日程度継続した

とされる富士山の最新の噴火である。マグマ噴出量０．７㎦（ＶＥＩ４）

とされる。電中研のシミュレーションの対象とされたのは，活発で短期間

継続したｓｔａｇｅ１と（継続時間６時間程度），それに比べて穏やかでは

あるが長期間継続したｓｔａｇｅ３とされる（継続時間２４時間程度。甲

Ｄ６６・２頁）。 
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図表７	 甲Ｄ６６・１１頁の表３	 解析ケースまとめ 

 

	 	 これらを火山灰の解析に用いられるＦＡＬＬ３Ｄを用いて解析したのが

電中研の研究報告であり，次頁の図表８は，富士宝永噴火に相当する噴火

条件での，河口湖（山梨），三島（静岡），横浜（神奈川），千葉（千葉），

館野（茨城），東京（東京）及び大島（東京）の７地点における地表面近傍

での降下火山灰の気中濃度の経時変化を示した甲Ｄ６６・２３頁の図２２

を転載したものである。 

	 	 原規委が指摘するのは，このうちの横浜（神奈川）における気中濃度に

ついて，ｃａｓｅＨ０２，すなわち宝永噴火ｓｔａｇｅ１の冬季代表値を

用いた解析の中で，１００ｇｒｍ‐３，すなわち，約１０００㎎/㎥という解

析結果が示された，という点である。横浜では，ｃａｓｅＨ０６，すなわ

ち宝永噴火ｓｔａｇｅ３の夏季代表値を用いた解析でも，７２０分経過前

後から，１００～１０００㎎/㎥を読み取ることができる。 
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図表８	 甲Ｄ６６・２３頁の図２２	 富士山宝永噴火相当条件での降灰濃度（地面近傍）の時間変化 
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ウ	 横浜での層厚は１６㎝であり，１０㎝だとしても３０㎎/㎥をはるかに上

回る大気中濃度となり得ること	 

	 	 これを受けた原規庁の発表（１０月１９日の第２１回技術情報検討会で

検討された資料）でも，下図表９のとおり，「平成２８年４月（参考１）に

おいて，富士宝永噴火における横浜（降灰実績１６㎝程度）での火山灰濃

度のシミュレーション結果は最大１００㎎～１０００㎎/㎥」とされている

（甲Ｄ６２・４枚目（別紙２の２頁目））。 

 
図表９	 甲Ｄ６２・４枚目（別紙２の２頁） 

 

	 	 横浜での降灰厚さは１６㎝程度とのことであり，１０㎝を想定する本件

各原発においては，降灰量は０．６２５倍程度であるから，単純計算で，

少なくとも６２５㎎/㎥の大気中濃度を想定しなければ，降下火砕物に対し

て非常用ディーゼル発電機の健全性が維持されるとはいえず，仮にセント

ヘレンズ火山の噴火を考慮したとしても，なお２０倍近い過小評価という

こととなる。実際には，第２で述べたとおり，参加人の最大層厚の設定自

体が過小であり，５０㎝の降灰があるとすると，横浜の３倍以上の降灰量
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となるのであるから，単純計算で，３０００㎎/㎥ということすら考え得る。 

 

 
図表１０	 甲Ｄ６２・９枚目（別紙２の７頁） 

 

エ	 フィルタは瞬時に閉塞する可能性があること	 

	 	 電中研の報告は，確かにいくつかのパラメータを仮定した数値シミュレ

ーションではあるが，当然ながらその数値は専門家が相応の科学的合理性

に基づいて設定したものであり，これを安易に否定することはできない。 

	 	 そして，参加人が従来想定していた３㎎/㎥と比較して，６２５㎎/㎥で

２００倍以上，３０００㎎/㎥ともなればは１０００倍となるのであるから，

フィルタ閉塞までの時間も，従来の時間を２００ないし１０００で除した

時間しかないこととなる。要するに，降灰が始まれば，ほどなく非常用デ

ィーゼル発電機はフィルタ目詰まりを起こして機能喪失するのである。ほ
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とんど稼働しないのと同じといってよい。これで，果たして本件各原発が

安全だといえるのであろうか。 

	 	 万が一，参加人が，このような報告にもかかわらず，この報告における

指摘を採用しない，あるいはそれでも本件各原発の安全性に問題はないと

して，被告も本件設置変更許可の審議過程に過誤，欠落が存在しないとい

うのであれば，十分に保守的かつ合理的な説明が尽くされなければならな

い。それができない限り，本件設置変更許可処分は不合理であることが事

実上推認される結果，処分は違法とならざるを得ない。 

 

⑷	 産総研報告の内容と意義	 

ア	 実験の前提‐３．０φ以上の粒径をカットしていること	 

	 	 産総研の地質調査総合センター研究報告（甲Ｄ６７）は，活断層・火山

研究部門の山元孝広氏，古川竜太氏及び進和テック株式会社の奥山一博氏

による研究結果である。 

	 	 この報告は，吸気フィルタの火山灰目詰試験を行ったもので，試験条件

としては，プレフィルタと中性能フィルタの２つについて，いずれか一方

を用いた場合と双方を用いた場合の３つの場合で，目詰まりに要する時間

を調査したものである。火山灰としては，３．０φ（≒０．１２５㎜）以

上の粒径をカットしたものを用いているとのことである（甲Ｄ６７・４頁）。 

 
図表１１	 火山砕屑物の分類 
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	 	 この３．０φ以上の粒径をカットしたという点については，一般に，火

山灰というときは，粒径が２㎜以下のものをいうため（図表１１），そのよ

うな条件設定については，実現象とはかい離があるということは指摘して

おく。 

イ	 実験で用いられた濃度は数値の大きなものであること	 

	 	 この実験で用いられた火山灰濃度は，７０㎎/㎥，７００㎎/㎥及び７０

００㎎/㎥とのことであり，３．０φの火山灰の場合，その終端速度11が約

０．２（甲Ｄ６７・５頁）であることから，「火山灰濃度７００㎎/㎥は毎

時数㎜の降灰，火山灰濃度７０００㎎/㎥は毎時数㎝の降灰に相当する」と

されている。例えば，１５㎝の降灰が６時間で降る場合には平均毎時２．

５㎝であり，７０００㎎/㎥に近くなる（ちなみに，電中研の富士宝永噴火

のシミュレーションでは，１６㎝降灰のあった横浜での濃度を１０００㎎/

㎥と想定しており，オーダーとしては近いことが分かる）。２４時間で降る

としても平均毎時６．２５㎜であり，７００㎎/㎥に近い値となることが想

像される（なお，これらはすべて本来参加人がシミュレーションを行った

うえで被告が審査を行うべきものであり，原告らに立証責任があるわけで

はないことを付言しておく）。 

	 	 実験でこのようなオーダーの数値が用いられていることからも，従来の

３㎎/㎥はもとより，セントヘレンズの３３㎎/㎥という数値ですら検討対

象にすら入っておらず，余りにも過小であることが分かる。実際に深刻な

影響をもたらす現象は７０～７０００㎎/㎥というオーダーで発生するの

である。従来の３㎎/㎥という数値が，さも安全・保守的なものであるかの

ように語られていたこと自体が，いかに安全を軽視した非科学的・荒唐無
1  

11 物体が重力または遠心力などの体積力と，速度に依存する抗力を受けるときに，それらの
力が釣り合って変化しなくなった時の速度をいう。要するに，降下する火山灰が空気抵抗によ

ってそれ以上速くならない状態になった時点での速度である。 
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稽なものであったかということに思いを致すべきである。裁判所は，国民

の安全のためにも，このような電力会社の詭弁，原規委の盲目に阿諛追従

してはならない。原規庁が事業者に再評価を求めた３３㎎/㎥も，依然とし

てあまりにも過小評価である点で五十歩百歩というほかない。 

ウ	 実験結果‐数分で閉塞する可能性があること	 

	 	 さて，このような条件設定のもとで，産総研の試験結果は，次のような

ものであった。 

 

図表１２	 甲Ｄ６２・１１枚目（別紙２の９頁） 

 

	 	 中性能フィルタを利用し，吸気速度を５６㎥/分とした場合には，７０㎎

/㎥では９５．２分，７００㎎/㎥では１０．３分，７０００㎎/㎥ではわず
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か１．７分でフィルタが機能喪失12したというのである。 

エ	 産総研の研究結果を合理的に排除できない限り，原発の安全性は立証さ

れないこと	 

	 	 これらは，実際の吸気設備，設置状況等は考慮されず，ＪＩＳに基づい

た方法ということではあるが，このような計算結果が得られた以上，これ

らの結果を踏まえてもなお原発が安全であることの確証がない限り，本件

各原発を稼働させるべきではないというのが，伊方最高裁判決あるいは福

島第一原発事故後の法改正で示された「深刻な災害が万が一にも起こらな

いようにする」「二度と福島事故のような深刻な事故を起こさないようにす

る」という原子力関連法規制の趣旨であり，具体的審査基準及び審議判断

の過程に不合理な点のないことの立証を被告に負わせてきた従来の原発行

政訴訟の趣旨のはずである。 

	 	 本件各原発についても，その安全性に極めて大きな疑問が呈されている

のであり，被告がこれを覆せない以上，設置変更許可処分は，炉規法４３

条の３の８第２項，同法４３条の３の６第１項第４号及び設置変更許可基

準規則６条１項に反して違法であり，取り消されるべきである。 

以上 

 

1  
12 資料には，「フィルタ交換圧損到達時間」という形で評価されているが，圧損＝圧力損失と
は，フィルタをある処理風量で使用したとき，空気がフィルタを通過して空気の流れが妨げら

れて抵抗が生じるが，その空気圧の低下値をいう。圧力損失＝フィルタ通過前の空気圧‐フィ

ルタ通過後の空気圧で表される。フィルタに汚染物が付着し，風通しが悪くなると，圧力損失

は上昇する。つまり，「交換圧損到達時間」とは，フィルタに火山灰が付着して風通しが悪く

なり，正常な性能が発揮できなくなって交換しなければならない状態にまで圧損が上昇するま

で（すなわち，機能喪失するまで）に要する時間，ということになる。 


