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第１	 はじめに	 

１	 本準備書面の目的	 

	 	 本書面は，２０１７（平成２９）年３月２３日付準備書面（４）で述べた降

下火砕物の大気中濃度に関する過小評価の問題について，補充して主張するこ

とを目的とする。	 

 

２	 伊方広島地裁決定	 

	 	 平成２９年３月３０日，九州地方における火山事象の問題を扱った裁判例と

して，伊方原発に関する広島地方裁判所運転差止仮処分却下決定（以下「伊方

広島地裁決定」という。甲Ｆ５１（伊方広島地裁決定））が出された。 

	 	 本決定は，結論として，降下火砕物に対する影響についても住民側の主張を

排斥し，１９８０年セントヘレンズ火山噴火の際のヤキマ地区における観測値

（以下「セントヘレンズ観測値」という。）である３３．４㎎／㎥での大気中火

山灰濃度想定による安全性評価を不合理とはいえないとしたものであったが，

本件各原発の適合性審査でも用いられたアイスランドのエイヤヒャトラ氷河噴

火の際のヘイマランド地区における観測値（以下「エイヤヒャトラ観測値」と

いう。）である３．２４１㎎／㎥については，「今や明らかに過小な想定である

といわねばならない」と断じた（甲Ｆ５１（伊方広島地裁決定）・３４０頁）。

宮崎支部決定に続いてこのような決定が出ている以上，今や，本件原発の適合

性審査に過誤・欠落が存在することは明白となっており，本件処分が違法であ

ることもまた明らかである。 

	 	 これに対しては，被告及び参加人から，セントヘレンズ観測値によっても本

件原発の安全機能を損なわないことが事後的に確認されているので，伊方最高

裁判決の定式にいう「看過し難い」過誤・欠落とまではいえないという反論が

予想される。 
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	 	 原告らとしては，福島第一原発事故後，伊方の定式にいう「看過し難い」と

いう要件は削除するか，少なくとも，被害の甚大性を踏まえ，過酷事故の可能

性が万が一にもあるかどうかという観点に照らして「看過し難い」といえるか

否かを判断すべきことを主張しているところであるが，本書面では，セントヘ

レンズ観測値ですら著しい過小評価になっていることを示すことにより，仮に

「看過し難い」という要件を維持するとしても本件では「看過し難い過誤・欠

落」に該当する。 

 

３	 降下火砕物の影響評価に関する検討チーム第１回会合	 

	 	 平成２９年３月２９日，原子力規制委員会（以下「原規委」という）の降下

火砕物の影響評価に関する検討チーム（原規委及び原規庁の担当者にて構成1。

以下「検討チーム」という）の第１回会合が開催された。 

	 	 この会合においては，伊方広島地裁決定が「大気中濃度としては，セントヘ

レンズ観測値と想定した上，さらに安全性が確保されているか評価するのが相

当」（甲Ｆ５１（伊方広島地裁決定）・３４１頁）としたセントヘレンズ観測値

３３．４㎎／㎥について，専門家は言うに及ばず，原子力規制庁（以下「原規

庁」という。）からも，これが過小評価であることを事実上認めるような報告・

検討がされている。特に，原規庁は，従前，住民側が主張していたのとまった

く同様の濃度推定手法を提案しているのであって（それすら専門家から過小で

ある指摘を受けている），セントヘレンズ観測値が過小であることは，もはや被

告自身の認める争いのない事実というべきである。 

	 	 本書面では，この会合を前提として原告らの主張を補充する。 

 

                                            
1 原規委からは更田豊志委員長代理及び石渡明委員が参加し，原規庁からは審議官の山県浩司
氏，技術基盤科長の倉崎高明氏，耐震等規制総括官の小林勝氏，地震・津波担当安全技術管理

官の小林恒一氏及び安全技術管理官付専門員の安池由幸氏などが参加している。 
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第２	 降下火砕物の影響評価に関する検討チームの概要	 

１	 検討チームの構成及び出席者	 

	 	 伊方広島地裁決定の１日前である平成２９年３月２９日，図表１のとおり，

降下火砕物の影響評価に関する検討チームの第１回会議が行われた。 

 
図表１：第１回会合の配布資料である議事次第2の一部を抜粋 

 

	 	 この検討チームは，原規委及び原規庁の担当者によって構成され，第１回会

合では，専門家として，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。）の山元孝広総括研究主幹及び国立保健医療科学院（以下「科学院」と

いう。）の石峯康浩上席主任研究官が出席した。 

	 	 また，平成２８年４月に出された一般財団法人電力中央研究所（以下「電中

研」という。）の報告（以下「電中研報告」という。）の説明として，同所の三

浦大助上席研究員と土志田潔主任研究員も出席し，そのほか，東京電力や参加

人関西電力などの電気事業者も出席した。 

 

２	 第１回会合における議題	 

	 	 第１回会合においては，前記図表１のとおり，①降下火砕物の影響評価に係

                                            
2 https://www.nsr.go.jp/data/000183552.pdf 
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る論点とスケジュール，②公表知見（電中研レポート）の意見交換，③気中降

下火砕物濃度の推定の考え方（案）及び④火山灰の大気中の濃度に対するプラ

ントの影響評価について（事業者の取組）が議題として話し合われた。このう

ちの中心的な議題が②及び③であり，セントヘレンズ観測値約３３㎎／㎥の妥

当性や電中研報告の妥当性，今後のあるべき大気中濃度推定手法などの検討で

あった。 

	 	 以下，第３において，②及び③との関係で，セントヘレンズ観測値に関する

議論を紹介してそれが過小であることを述べ，第４において，②及び③との関

係で，電中研報告の信頼性及びあるべき大気中濃度の想定について述べ，第５

において，④との関係で，事業者が報告したプラント影響評価に関し，フィル

タ交換を想定どおりに行うことは困難な可能性が高いことについて述べる。 

 

第３	 セントヘレンズ観測値が過小であること	 

１	 原告らの主張	 

⑴	 層厚の違いの無視	 

	 	 降下火砕物の大気中濃度について，原告らは，準備書面⑷においてセント

ヘレンズ観測値は約８㎜しか降灰のなかったヤキマ地区における測定値であ

り，１０㎝の降灰を想定している本件においてそのまま用いることは不合理

であることを主張した。 

	 	 どんなに少なくとも，大気中濃度が堆積量に比例すると仮定して3， 

	 	 	 ３３．４〔㎎／㎥〕×１００〔㎜〕÷８〔㎜〕＝４１７．５〔㎎／㎥〕 

	 程度は考慮すべきである。 

	 	 なお，宮崎支部決定はセントヘレンズ観測値の妥当性について判断してお

らず，伊方広島地裁決定は，この点に関する判断を全くしないまま，セント

                                            
3 実際には，大気中濃度は，堆積量だけでなく，降灰継続時間などにも影響を受けるため，単
純な比例ではないが（降灰継続時間がセントヘレンズ噴火よりも長ければより小さい値になる

し，短ければより大きい値になる），一応，単純に比例するものと仮定する。 
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ヘレンズ観測値をそのまま用いて安全性を判断すべきとした（甲Ｆ５１（伊

方広島地裁決定）・３４１頁）。 

 

⑵	 測定値自体が実際より過小であった可能性	 

	 	 また，原告らは，セントヘレンズ観測値が過小であることの根拠として，

ヤキマ地区における観測値が，測定器及び測定目的との関係で，過小評価に

なっていることを主張していたが，加えて，この観測値が，実際の全火山灰

の濃度を測定したものではなく，全火山灰の濃度は，少なくとも１桁（１０

倍）以上大きい可能性が高いことを主張する。このことは，今回，後述する

石峯氏の指摘等により明らかになった。 

	 	 原規庁の資料には，「採取器が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」と記載しているが（図

表２），より重要なのは，そもそも健康被害の測定を目的としたものであって，

降下火砕物全体の濃度を測定したものではないという点である。 

 
図表２：甲Ｄ６２・別紙２参考２（スライド８頁）より抜粋，加筆 

 

	 	 後述するように，セントヘレンズ観測値も，あくまでも健康被害について

の調査を主眼としていたために，直径の小さい微粒子の測定を目的としてい

た（「９０％以上の粒子が１０㎛以下」とあるのはそのためである）。エイヤ

ヒャトラでＰＭ１０の測定を行ったのと同様である。ＰＭ１０の測定値では



9 

過小であることは，宮崎支部決定（甲Ｆ４９（宮崎支部決定）・２４３頁）も

伊方広島地裁決定（甲Ｆ５１（伊方広島地裁決定）・３３９頁）も認めている

のだから，セントヘレンズでこれが許容されるはずがない。 

 

２	 山元氏の指摘	 

⑴	 事業者回答に対する指摘	 

ア	 第１回会合に専門家として呼ばれた産総研の山元氏は，まず，電中研報

告に対する事業者側の回答（甲Ｄ７０）の３枚目・３項に対して，「『地上

レベルのデータとして信頼できる既往観測最大』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，セントへ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」とコメントしている（甲

Ｄ６８4・３頁）。 

	 	 この発言に対して，司会をしていた石渡明原規委委員は，事業者に対し，

「その点何か回答はございますか。…ええと，特にありませんか。」と促し

たが，しばらく沈黙があった後，参加人関西電力のヨシナガなる人物が「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」と発言している（甲Ｄ６８・４頁）。要するに，本件の参加人

自身が全く反論できなかったということである。 

イ	 また，山元氏は，セントヘレンズ観測値が妥当なものであるかどうかに

ついては，既存のＴｅｐｈｒａ２などの解析ソフトを用いて検証可能であ

ると指摘する。 

                                            
4 第１回会合の正式な議事録は，先日ようやく公開されたが，今回の提出に間に合わないため，
会合の映像から代理人において反訳した資料を提出する。会議の映像は

https://www.youtube.com/watch?v=IwXv9qSGGCAから確認できる。甲Ｄ６８には、確認作業
を容易にするため、大まかな時間も付しておいた。正式な議事録は別途提出予定である。 
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図表３：甲Ｄ６９・１５頁を若干修正 

 

	 	 第１回会合・資料２‐１（甲Ｄ６９）・１５頁によれば，粒子気中濃度は，

降灰堆積量を粒子沈降速度と降灰堆積時間で除するという方法で計算でき

るとされる（図表３）。このことを踏まえ，山元氏は，次のように指摘して

いる。 

	 	 すなわち，「『降灰シミュレーションで用いる“Ｔｅｐｈｒａ２”では，

火山灰の堆積量を推定することは可能である』が，『火山灰の大気中濃度を

求めることは不可能である』というふうには言われてるんですけれども，

まあ多分，ちょっと応用すれば，私は可能だと思うんですね
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。つまり，Ｔ

ｅｐｈｒａ２っていうのは，時間の概念が入ってないから，最終的結果だ

けしか出てこないように思われるかもしれませんけども，多分その，噴煙

柱高度と噴出率っていうのは，ある一定の相関関係があるわけですよ。で，

どうしても噴煙柱高度を決めてしまえば，それを出すための噴出率ってい

うのは，おのずとだいたいこれぐらいの範囲っていうのは決まってくるわ

けですよね。そうすると，逆にいうと，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，例
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、



11 

えばそれが何時間であるのかね，何日かぐらいかは，出てくるはず
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

なんで

すよね」「実際落ちてる火山灰の粒径も入れて計算されてますから，電中研

さんの図に書いてました，１５頁のですね」「堆積量と，粒子の粒径が分か

って，時間が分かるんだから，Ｔｅｐｈｒａ２であろうとも，ちょっと応
、、、、、

用すれば，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ので，ここで，不可能であるといって諦めるこ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

とはない
、、、、

と思います」と，既存の知見を用いてセントヘレンズ観測値の妥

当性を検証できるはずだというのである（甲Ｄ６８・３頁）。 

	 	 このような検証が可能であるにもかかわらず，これをやらずに，安易に

セントヘレンズ観測値をそのまま用いることは，調査・検証不足であるし，

これを見過ごした行政庁の判断は，看過し難い過誤，欠落というほかない。 

 

⑵	 原規庁の提案する推定手法①に対する指摘	 

	 	 また，山元氏は，後述する原規庁が提案する３つの気中濃度推定手法のう

ち，①に対するコメントとして，「本当にこの３３㎎5がね，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」と，

セントヘレンズ観測値は，８㎜という層厚に照らして，合理的に説明できな

い（８㎜もの降灰があれば，大気中濃度は３３㎎／㎥よりも大きくなる）可

能性が高いことを指摘した（甲Ｄ６８・８～９頁）。 

 

３	 石峯氏の指摘	 

⑴	 事業者回答に対する指摘	 

	 	 科学院の石峯氏も，電中研報告に対する事業者側の回答（甲Ｄ７０）のセ

                                            
5 「㎎／㎥」を省略して発言したもの。 
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ントヘレンズ観測値について，「この値っておそらく，ＴＳＭ6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」と発言している

（甲Ｄ６８・４頁）。これは，甲Ｄ７２号証（図表４）のことと思われる。 

 
図表４：甲Ｄ７２の表題部分。「火山爆発時の緊急の公衆衛生上の懸念事項活動」 

 

	 	 甲Ｄ７２号証の３枚目（２７頁）の表１には，５月１８日の大気中濃度の

２４時間平均値として，「３３，４００」が記載されている（図表５）。 

 

図表５：甲Ｄ７２・３枚目（２７頁）表１に加筆。太字部分の訳文は甲Ｄ７３参照 

 

	 	 石峯氏は，上記発言に続いて，「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

評価するっていうことをやっていたと。おそらくあの，セントへレンズから

１００㎞くらい離れたヤキマの観測データなのではないかと思うんですけど，

                                            
6 おそらく，TSP（Total Suspended Particles：総浮遊粒子状物質）の言い間違いであると思
われる。Particles（＝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固体
や液体の微粒子のことをいい，大気汚染物質による汚染の程度を表す際に用いられる。ちなみ

に，火山灰は直径２㎜以下の火山砕屑物であり，単位レベルで違っている。 
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これをそのままですね，こういった原子力発電所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
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」と，セントヘレンズ観測値をその

まま原発の安全審査に用いることに対して，明確に疑問を呈している（甲Ｄ

６８・４頁）。 

	 	 これに対して，参加人関西電力のヨシナガ氏は，「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としてございます。こ

れを使って今，評価をしているという状況でございます」と発言しているが，

石峯氏の疑問に対する何の回答にもなっていない。 

	 	 なお，ヨシナガ氏は，３３㎎／㎥を「継続期間中最大の濃度
、、、、、、、、、、

」と発言して

いるが，これは明確な誤りで，この数値は２４時間平均値である（図表５）。

安全のために保守的に評価を行うべき参加人がこのような読み替えを行って

いること自体，「できる限り想定を小さく見せたい」という非安全文化の現れ

であり，由々しき問題であろう。 

 

⑵	 原規庁の提案する推定手法①に対する指摘	 

	 	 石峯氏の問題意識がより明確に表れるのは，後述する原規委の提案する推

定手法①に対する指摘をしている部分である。 

	 	 石峯氏は，原規庁の小林恒一安全技術管理官による資料３（甲Ｄ７１）の

説明に対して，「降灰量が約０．８㎝で９０％以上が１０㎛以下ということが

かなりこの数字，３３㎎／㎥の数字の根拠になっていて，ほとんどが，その

３３ミクロン7っていうのが９０％以上というところでカバーされているの

でこの数字を使ったということになっているのかなというふうに理解したん

ですけれども，私の理解では，これＴＳＰ8，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，確かそういった論文だったと思うんで

                                            
7 「ミクロン」と発言しているが，文脈から「㎎／㎥」を指すことは明らかである。 
8 石峯氏は，ここでは「TSP」と述べており，前述の「TSM」という発言が「TSP」の言い間
違いであったことがうかがわれる。 
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すよ。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，その私の理解とちょっとズレていた」

と，３３㎎／㎥という数値が，桁で小さい（１０倍以上の過小評価）ことを

指摘している（甲Ｄ６８・8頁）。この原論文たる甲Ｄ７２には次のように記

載されている。 

 
図表６：甲Ｄ７２の８枚目（３２頁）左列より抜粋 

 

	 	 訳としては，「火山灰粒子の大部分（９０％超）は，空気力学的直径で１０

㎛以下であり，呼吸により体内に取り入れ得る大きさで，珪酸アルミニウム

および他の酸化物の斜長石（ガラス）鉱物の部類であった」といった程度で

あろうか。 

	 	 このような石峯氏の指摘からすれば，セントヘレンズ観測値自体が火山灰

全体ではなく，いわゆる粒子状物質（直径数十㎛以下の粒子）の濃度であっ

て，火山灰全体の濃度を問題とすべきフィルタ目詰まりの想定値として不適

切であることは明らかである。しかも，それは，桁で大きくなるというので

あるから，参加人の想定では到底フィルタ交換が間に合わないことになる。 

 

４	 原規庁の提案する推定手法①‐過小性を自認していること	 

⑴	 第１回会合・資料３の内容	 

ア	 第１回会合においては，前述のとおり，③火山灰濃度の推定手法に関す

る議論が交わされた。その中で，原規庁は，資料３「気中降下火砕物濃度

の推定の考え方（案）」なる資料を提出し，その解説を行っている（甲Ｄ７

１）。 
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イ	 資料３の５頁には，火山ガイドの規定，特に，解説‐１７に「堆積速度，

堆積期間については，類似火山の事象やシミュレーション等に基づいて，

原子力発電所への間接的な影響も含めて評価する。」と記載されていること

を踏まえ，大きく分けて３つの推定手法による評価を提案している（図表

７）。 

 
図表７：甲Ｄ７１・５頁に加筆 

 

ウ	 このうち，①は，セントヘレンズ観測値を，対象となる原発敷地におけ

る堆積量に，単純比例計算で外挿する手法によって濃度を求める方法であ

る。 

	 	 資料３の６頁には，この方法で，例えば１５㎝の堆積量が見込まれる原

発敷地における火山灰濃度を試算した結果が記載されている。 

	 	 セントヘレンズ観測値が３３㎎／㎥であり，体積量が０．８㎝であった

ことを前提として，降灰１５㎝に相当する気中降下火砕物濃度は， 

	 	 	 ０．０３３〔ｇ/㎥〕×１５〔㎝〕÷０．８〔㎝〕＝０．６〔ｇ/㎥〕 
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	 としている（図表８）。０．６ｇ／㎥＝６００㎎／㎥である。 

 
図表８：甲Ｄ７１・６頁に加筆 

 

⑵	 検討	 

ア	 果たせる哉，この計算方法は，第３の１⑴で記載した，原告らを含む住

民側の主張と全く同じものである。原規庁も，セントヘレンズ観測値が原

発の安全性評価において過小な値であることは認めざるを得ず，むしろ原

告らを含む住民側の主張する推定手法の方が，もっともらしい手法である

ことを認めているに等しいものである9。これ以上明らかな証拠はない。こ

れをもって，直ちに本件処分に看過し難い過誤・欠落が存在したことを認

め，本件処分の取消しを認容すべきである。 

                                            
9 原告らも，決してこれが正確な推定手法であるというつもりはない。しかし，大気中濃度は
少なくともこれを上回るものになるという意味では相当確かな値であるし，参加人の主張を前

提とすれば，本件原発は，０．４ｇ／㎥の濃度の降灰が相当期間継続すれば，フィルタ交換が

間に合わないことは明らかである。この数値はおそらく実際の数値よりも相当過小であるが，

それでも，当初の想定の約１００倍以上，セントヘレンズの１０倍以上にもなっているのであ

る。 
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イ	 なお，図表８の留意点②には，「観測機器の性能を超えた観測値であり，

不確実さが大きい」との指摘があるが，これはむしろ０．６ｇ／㎥よりも

濃度は大きくなる可能性を示唆するものであって，少なくとも０．６を下

回るような想定が不合理であることには何ら変わりない。 

 

５	 まとめ	 

	 	 以上のとおり，セントヘレンズ観測値は，わずか８㎜の堆積量しかない地点

での観測値であり，１０㎝の堆積を想定する本件原発の大気中濃度としてその

まま用いてはならないことは，もはや明白である。 

	 	 また，セントヘレンズ観測値は，直径が数十㎛以下の粒子状物質の測定値で

あり，そのほとんどがＰＭ１０（直径が１０㎛以下の浮遊粒子）であって，到

底火山灰全体の大気中濃度を表すものではない。この点からも，セントヘレン

ズ観測値をそのまま用いてはならないことが明らかといえる。 

	 	 少なくとも，セントヘレンズ観測値をやや上回る濃度までにしか耐えられな

いとされている本件原発においては（閉塞までの時間約２．５時間に対し，フ

ィルタ交換時間約１時間），このような規模の噴火が発生すれば，深刻な災害が

発生する可能性が高いといえるのであって，「看過し難い過誤・欠落」に当たる

ことは明らかである。 

 

第４	 電中研報告の信頼性及びあるべき想定	 

１	 原告らの主張	 

	 	 原告らは，平成２８年４月の電中研報告（甲Ｄ６６）を根拠として，本件原

発敷地周辺は，少なくとも１０００㎎／㎥近い火山灰濃度になることを主張し

ている10。 

                                            
10 なお，この主張は，あくまでも，参加人の想定する規模の噴火を前提としてもという意味で
あり，実際には，準備書面⑷で主張したとおり，１０㎝をはるかに上回る火山灰が到来する可
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	 	 これに対し，伊方広島地裁決定は，電中研報告の目的が大気中濃度を求める

こと自体にあったわけではないこと，初期条件を設定するために詳細な観測や

地質調査の情報が必要であること，計算機コードにバグの存在が確認されるな

ど諸問題が指摘されていることを根拠として，「電中研報告の内容をそのまま降

下火砕物の影響評価に用いることが相当でないことは明白である」と判示した

（甲Ｆ５１（伊方広島地裁決定）・３４１頁）。 

 

２	 山元氏の指摘	 

⑴	 １０００㎎／㎥は高頻度の現象であること	 

	 	 産総研の山元氏は，電中研報告に対するコメントの中で，「ざっと，細かい

目の火山灰が降って，横浜で１０㎝11，千葉で５，６㎝ですか，そういうふ

うなので考えると，常識的には，この大気中濃度，例えば１ｇ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

12前後ってい
、、、、、

うのは，そんなに変な数字ではない
、、、、、、、、、、、、、、、、

と思う」と，電中研報告で指摘された濃

度が常識的に不合理ではないことを指摘している（甲Ｄ６８・２頁）。 

	 	 また，１０００㎎／㎥の大気中濃度について，後述するフィルタ交換の実

効性との関係の中で，「まあ常識的にですね，１ｇ／㎡13でアウトになるであ

ろうというのは，おそらくまあ，普通のことだとは思います。この程度の降
、、、、、、

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
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」と発言してい

る（甲Ｄ６８・１１頁）。 

	 	 つまり，１０００㎎／㎥程度となるような噴火は，高頻度で発生し得るし，

それを上回るような噴火もしばしば起こり得るとまで山元氏は言っているの

                                                                                                                                        
能性も否定できず，その場合には大気中濃度もさらに濃くなる。 
11 横浜での層厚は約１６㎝とされている。 
12 「ｇ／㎥」を省略して「ｇ」と発言していることが文脈上明らか。 
13 山元氏は，「㎡（平米）」と発言しているが，文脈から「㎥（立米）」の誤りであると考えら
れる。 
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である。実際には，１０００㎎／㎥という大気中濃度さえも安全とは言い難

い可能性が指摘されている。電中研報告は，決して過大な評価ではなく，少

なくともこの程度の大気中濃度を想定しなければ，到底原発が安全とは評価

されないという数値とみるべきである。 

 

⑵	 電中研報告の妥当性は，既存の知見で検証できるはずであること	 

	 	 さらに，山元氏は，電中研報告の妥当性について，第１回会合・資料２‐

１（甲Ｄ６９）・１５頁目を引用しつつ（図表３），既存の知見で検証可能で

あることを指摘し，そうである以上，安易にこれを否定するのではなく，検

証を行って妥当性を確認すべきことを述べる。 

	 	 具体的には，「降灰堆積量が，粒子中の濃度と粒子沈降速度，降灰時間で決

まる，これはその通りだと思いますし，実際富士山の場合ですと，実測とし

て，非常に細かい歴史記録があるわけですよね。例えば，その前のページ，

先ほどどこの場所かは聞いてなかったんですけども，例えば場所が決まれば，

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，実際その古文書の記録とか，今，現地調査も踏まえると，これは逆

に言うと，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」と述べている（甲Ｄ６８・２頁）。 

	 	 このように，電中研報告についても，既存の知見によってその妥当性は十

分に検証が可能なのであり，これをしないまま，安易に電中研報告は信用で

きないとするのは，調査・検証不足であり，これを見過ごしてなされた本件

においては，現在の科学技術水準に照らし，被告行政庁の審議判断の過程に

看過し難い過誤，欠落が存するというほかない。 
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３	 原規庁の提案する推定手法②ａ‐電中研報告をさらに上回る推定値	 

⑴	 原規庁も山元氏の指摘どおりの推定を試みていること	 

	 	 このような山元氏の指摘は，決して山元氏独自のものではない（というよ

りも，山元氏の指摘は，論理必然的にそうなるというものであるから，異説

を差し挟む余地がない）。 

	 	 山元氏の指摘する検証手法によって，大気中濃度を推定しようと試みてい

るのが，第１回会合・資料３に挙げられた３つの手法のうち，②「降灰継続

時間を仮定して堆積量から推定する手法」である。 

	 	 この手法は，いずれも降灰継続時間を仮定して行うものであるが，実測値

を用いる場合（②ａ）と，シミュレーション値から推定する場合（②ｂ）と

で細かく２つに分けることができる。 

	 	 図表９は，このうち，②ａについての説明部分である。山元氏が指摘する

ように，敷地周辺の堆積量や堆積物の粒径分布をもとにして，終端速度（電

中研の資料にある沈降速度）を導き出し，同程度の噴火規模での噴火継続時

間を参照して，降灰継続時間も仮定していく。 

	 	 このような仮定の下で原規庁が例示的に推定を行ったところ，図表１０の

とおり，降灰継続時間を１２時間と仮定した場合の平均濃度は３～７ｇ／㎥，

２４時間と仮定した場合でも２～４ｇ／㎥と，電中研報告をさらに大幅に上

回る計算結果となったのである（堆積量１５㎝の場合）。 
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図表９：甲Ｄ７１・７頁 

 

 
図表１０：甲Ｄ７１・８頁に加筆 
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⑵	 検討	 

	 	 当初の想定値であった３２４１㎍／㎥からすれば実に２０００倍以上，セ

ントヘレンズ測定値と比較しても２００倍以上という途轍もない数値である。

念のため繰り返すが，原告らは，このような数値が確実なものであると主張

しているわけではないし，本件の争点は，「万が一にも深刻な災害を起こして

はならないという炉規法の趣旨に照らして看過し難い過誤・欠落が存在する

か否か」であるから，このような数値が「確実」であるとまでの立証は不要

であることは自明であろう。 

	 	 重要なのは，このような途轍もない過小評価の可能性が指摘されていると

いう事実であり，セントヘレンズ観測値をやや上回る濃度には耐えられる余

裕がある（閉塞までの時間約２．５時間に対し，フィルタ交換時間約１時間）

などという参加人の弁解は，文字どおり箸にも棒にもかからない主張という

ほかない。 

 

４	 まとめ	 

	 	 以上のとおり，電中研報告の１０００㎎／㎥という数値は，過大評価どころ

か，これをさらに上回る７０００㎎／㎥という計算結果すら議論されているの

であり，少なくともこれを下回るような大気中濃度を想定すべきではないとい

う限度で，十分に信用に値するものである。専門家である山元氏も，１０００

㎎／㎥は高頻度で生じ得る事象
、、、、、、、、、、

で，簡単に超えてしまう事象が多々ある
、、、、、、、、、、、、、、、、

と指摘

している。 

	 	 上述のようなシミュレーション結果や専門家の指摘がある以上，それだけを

根拠に「電中研報告は信用性に乏しいのでセントヘレンズ観測値をそのまま用

いるべき」などということは到底できない。 
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第５	 除灰及びフィルタ交換は実効性に乏しいこと	 

１	 原告らの主張	 

	 	 原告らは，吸気フィルタの閉塞の可能性について，準備書面⑷において大気

中濃度の想定が過小であることのほか，降灰が続いている中で，参加人の想定

どおりに除灰やフィルタ交換ができるとは限らず，フィルタ交換時間は２時間

程度では足りない可能性があることを主張した。参加人の想定は，作業状況の

困難性などを考慮していないとするものである。 

	 	 なお，伊方広島地裁決定は，「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である」などとし

て，作業の困難性は考慮しなくてよいなどと判断している（甲Ｆ５１（伊方広

島地裁決定）・３４６頁）。 

 

２	 山元氏の指摘と事業者とのやり取り	 

⑴	 山元氏の指摘	 

ア	 これに対し，産総研の山元氏は，「まあ常識的にですね，１ｇ／㎡でアウ
、、、、、、、

トになるであろうというのは，おそらくまあ，普通のこと
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

だとは思います。」

「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
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

と思う
、、、

んですよね」「フィルタもう入ったらダメだとは，私のやった試験の

感覚では，そういうふうに思っています」と，電中研報告の１０００㎎／

㎥もの大気中濃度でフィルタ部分に火山灰が到来すれば，簡単に機能喪失

すること，フィルタを交換するから大丈夫などという主張は非現実的であ

ることを指摘している（甲Ｄ６８・１１頁）。 

	 	 山元氏は，図表１１のとおり，産総研報告（甲Ｄ６７）に直接関わった

人物であり，その言は重い。 

イ	 また，山元氏は，非常用ディーゼル発電機が機能喪失した場合に備えて

電源車を配備するとしている点に対しても，「車なんですけれども，基本的
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に，１㎝も積もらなくて，１㎝も積もれば，車の移動はほとんど不可能で 

 
図表１１：甲Ｄ６７の表題部分の抜粋 

 

	 すから，やっぱりその，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」と，

半ば呆れ気味にコメントしている（甲Ｄ６８・１１頁）。 

 

⑵	 事業者側の反論	 

ア	 これに対しては，事業者側も一応の反論を行なっている。すなわち，東

京電力のカワムラなる人物は，「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」と山元氏の指摘を認めたうえで，電源車の点

についてだけは，事前に建屋内等に配備してしまうという方法で対応が可

能であることを指摘するにとどまっている（甲Ｄ６８・１１頁）。 

イ	 参加人関西電力のヨシナガ氏は，国交省の九州地方整備局のデータを挙

げて，重機で除灰をしながら，除灰した後ろをついて車を移動させること

で，移動が可能ではないかと反論している（甲Ｄ６８・１１頁）。 

 

⑶	 山元氏の再反論	 

	 	 山元氏は，参加人関西電力のヨシナガ氏の発言に対して，「私が１㎝って言
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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」と，自らの実績を踏まえて，

ヨシナガ氏の指摘する根拠に疑問を呈している。 

	 	 また，いずれにせよ，「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」と，降灰中に除灰ができない可能性も指摘する（以上，甲Ｄ６８・１

１～１２頁）。 

 

３	 まとめ	 

	 	 このような一連の山元氏の発言は，原告らが指摘してきた「作業の困難性」

を指すものと思われる。 

	 	 原告らの指摘するこのような経験則にもかかわらず，本件原発においては，

作業困難環境にあっても真に約１時間でフィルタ交換を済ませられることの主

張立証は，伊方最高裁判決の枠組みに従えば，被告が行うべき事情である。 

	 	 また，山元発言によって，原告らの指摘が，伊方広島地裁決定が認定したよ

うな「一般の社会生活に及ぼした影響」に限られない，本件原発にも実際に生

じ得る影響であることが明らかになったのであるから，なおさら，被告（ある

いは参加人）がそれでも時間どおりにフィルタ交換を行えることについて，主

張立証を尽くさなければならない。それがなされない限り，被告行政庁の行っ

た調査審議の過程に看過し難い過誤・欠落が存在するというべきであるし，本

件処分が違法であることは揺るがない。 

 

第６	 結語	 

	 	 以上みてきたとおり，もはやセントヘレンズ観測値が大幅な過小であること

は専門家，原規庁も認める公然たる事実であり，少なくともセントヘレンズ観

測値の３０倍，電中研報告程度の大気中濃度（約１０００〔㎎／㎥〕）を想定し
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なければ，原発の安全性を確保することはできない。 

	 	 せいぜいセントヘレンズ観測値を２倍程度上回る濃度までにしか耐えられな

い（閉塞までの時間約２．５時間に対し，フィルタ交換時間約１時間）本件各

原発において，降下火砕物に対する安全性を欠いていることは余りにも明白で

ある。参加人の主張する規模の噴火によっても，深刻な災害が生じる可能性は

高く，看過し難い過誤・欠落が存在することもまた明らかといわねばならない。 

	 	 厳しい言い方をすれば，セントヘレンズ観測値に過小はなく妥当であるなど

と考えているのは，今や裁判所だけである。電気事業者や原規庁も，セントヘ

レンズ観測値が妥当であるなどというのが到底維持できないものであることが

十分わかっていたのに，四国電力は，これが妥当であるなどと，裁判所に対し

て虚偽の主張を行ったのである。本件訴訟において，被告や参加人は，よもや

そのようなことはしないであろう。 

以	 	 上	  


