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「現世代の責任」という名の無責任、または
一億総責任おしつけの「特殊詐欺」
―「全国シンポジウム『いま改めて考えよう地層処分』in 仙台」に参加して
6 月 14 日、資源エネルギー庁とＮＵＭＯ（原
子力発電環境整備機構）の主催で、
「全国シンポジ
ウム『いま改めて考えよう地層処分』in 仙台」が
東京エレクトロンホールで開催された。ちょっと
所要があり、ほんの一部しか参加できなかったが、
それでも思うところがあった。
今年 5 月 22 日、国は原発から出る高レベル放
射性廃棄物（核のごみ）の最終処分に関する新し
い基本方針を閣議決定して、自治体が応募するの
を待つ従来の方式から転換し、火山や活断層を避
けるなど科学的な「有望地」を提示して、国主導
で処分地の選定を進めることに変更した。これを
うけて全国 9 か所で行うシンポジウムの一環とし
て、今回仙台で行われた（ちなみに他は、東京、
高松、大阪、名古屋、広島、札幌、富山、福岡で、
東 京 会 場 で の 動 画 ・ 資 料 は こ ち ら
http://www.chisou-sympo.jp/report/tokyo.
html）。一部の会場では非公開になるとの話もあ
ったが、少なくとも今回仙台では公開で行われた。

えられないものだった。特に私が問題だと思った
のは、
「 廃棄物を発生させてきた現世代の責任とし
て将来世代に負担を先送りしないよう、地層処分
に向けた対策を確実に進める」という資源エネル
ギー庁のスタンスだ。
また、司会が「参加者からの意見」ということ
で、福島原発事故を受けてもう原発はやめたほう
がいい、という意見を紹介したのち、
「たしかにお
気持ちはよくわかりますが、今目の前に廃棄物が
ありそれを処分しなければならないのは、原発に
賛成であっても反対であっても同じです」という
話も問題だ。
周知の通り、
「トイレなきマンション」とその当
初から核廃棄物の問題を指摘されながら、一貫し
て原発推進政策を進めてきたのは国（とりわけ経
済産業省）であり、決して「現世代」一般ではな
い。官僚のまやかしには常々驚かされるが、この
論理のすり替えはあまりにもヒドイ。国による「特
殊詐欺」といってもいい。
船橋洋一の『原発敗戦』に次のようなフレーズ
がある。
「どこの誰が、どの組織のどこが、どうい
う状況の下、構造の中、どのような判断と計算に
よって取った行動が、どのような結果をもたらし
たのか。そこを一つ一つ、科学的に調査・検証す
ることが不可欠である。その解を国民文化に丸ご
と投げ込んではならない」
（ｐ18）。ここでの「国
民文化」を「現世代の責任」と置き換えれば、問
題の所在は明らかであろう。
また、高木仁三郎の『原発事故はなぜくりかえ
すのか』では、原子力技術者に対し「結局自分が
あるようでいて実はないのですから、事故があっ
たときに本当に自分の責任を自覚することになか
なかなっていかないのです。ですから、何回事故

シンポでは、前原子力委員長で現ＮＵＭＯ理事
長の近藤駿介氏や名古屋大学の吉田教授などが講
演・ディスカッションを行い、一言でいえば「核
のごみの処分はもう猶予がない」
「 地層処分は大丈
夫だということを分ってほしい」ということに尽
きるものだった。
多くの方が覚えていると思うが、福島原発事故
前に東北大でのオープンフォーラム（2007 年と
2008 年の 2 回）で、小出裕章さんと栃山修さん
がこの問題で「対話」している。そこで小出さん
は「こうした核のゴミの問題が必ず起こるからこ
そ、私たちは原発に反対し続けてきたのです」と
発言している。
今回のシンポも、この小出さんの指摘に全く答
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を起こしても本当に個人個人の責任にならない。
…少々厳しくいえば、モラルというものが確立す
る前提がない」（ｐ64）と指摘している。
つまり、話を戻せば、なぜこれほど核廃棄物が
たまってしまったのか、どこに間違いがあったの
か、誰の判断ミスなのか、そういったことが全て
きれいに回避され、
「現世代の責任」という名の無
責任体制が前提の計画に対し、いくら「目の前に
あるから賛成・反対関係ない」といっても市民は
シラけるのがオチだ。

ベル廃棄物の処理 の行程で、一つがスムーズに
いけば他も進む可能性がでてくるという構造にあ
るため、③を前進させれば、①②も進められると
考えているのではないかと思われる。
したがって、
「賛成・反対関係ない」というのは
大きな欺瞞で、基本的には原発再稼働を進めたい
ために、処分場の建設を急いでいるというのが本
音だろう。
もしそうでないというのであれば、国はこれま
での政策を真摯に振り返り、
「 どのような判断と計
算によって取った行動が、どのような結果をもた
らしたのか。そこを一つ一つ、科学的に調査・検
証すること」から開始し国民の信頼を得ることが、
他の政策同様この核廃棄物の最終処分問題につい
ても時間がかかるようで最も近道であると思うし、
「地層処分が方策としていいか悪いか」は、その
後の議論ではないかと思う。
（たてわき）

また、なぜ国が今回方針を変えて廃棄物処分を
進めようとしているのかといえば、大きく 2 つの
要因があると思われる。一つは、経済産業省が
2030 年の電源構成で、原子力を 20～22％とし
て「原子力の復活」を目指していること、もう一
つは六ヶ所再処理工場の稼働がいまだ見通せない
ことだ。つまり、①原発稼働⇒②再処理⇒③高レ

風の会・公開学習会に参加して

『夢からの目覚め』
あの３．１１大震災とそれにつづく福島第一原
発の大惨事は、人間に与えられた特権と、今まで
当然の様に享受して来た文明に対し、その是非ま
でも問う大きな出来事であった。子供の頃、科学
技術は人間の夢をかなえる手段として誰もが歓迎
し、原子力は正にその代表であった。そしていつ
しか、日本には 58 基もの原発が作られて行った。
その中では反対運動もあったが、社会的関心は低
く広がりは見せなかった。私も今まで関心は薄か
った。
チェルノブイリやスリーマイル島の原発事故
が発生しても、
「 日本ではあの様な事故は絶対に起
きない。」と言う国や電力会社の言葉を鵜呑みにし
て、信じて来たのだ。今回の事故はあってはなら
ない事故だった。おそらく百年以上に渡って影響
は残るだろう。土地を奪われ、家を奪われ、仕事
を奪われ、家族はちりぢりになり、自ら命を絶っ
た人もいる。こんな壮絶な犠牲によって、初めて
甘美な夢から目覚めさせられたのだ。

の高さがうかがえた。世界の原発動向、日米原子
力協定、女川原発事故、電力自由化、脱原発、高
レベル放射性廃棄物、日本学術会議提言など多岐
にわたり、とても２時間では話し尽くせないと、
後半は足早な説明となった。最後に質疑応答も設
けてあったが、これも十分時間を取れなかったの
は残念であった。又の機会を期待したい。

●何をなすべきか
こうした学習会などにより、一般市民も原発の
根本的問題に気付き始めた事は、大変うれしい事
だ。事故から４年を経ても、なお原発再稼働反対
の声が多数を占めている事は、その現れだろう。
しかし、そうした人も具体的行動を起こしている
人は、まだまだ少ないのではないだろうか。氏は
脱原発を実現する方法として、①政治、②行政、
③立法、④司法、⑤住民投票、⑥市場論理を上げ
ておられた。しかし、どれも容易ではない。デモ
の参加や署名も重要だが、まだまだ力不足だ。司
法では大飯原発運転差し止めの素晴らしい判決も
あったが、最高裁までの道は長く、予断は許さな
い。その点⑥市場論理はどうだろう。誰にでも今
すぐ出来る行動だ。節電意識はすっかり定着した
が、目標を定めて行動している人は少ない。家庭
ばかりでなく社会全体の節電が重要だ。自動販売
機からの購入を控える、リサイクルよりリユース、
更にリデュースと小さな意識改革が求められる。

●長谷川教授の講演
6 月 13 日、風の会が主催する学習会に参加し
た。講師は東北大大学院教授で原子力問題に詳し
い長谷川公一氏であった。
「 これからの原子力問題
を考える。－電力自由化・廃棄物問題など中心に
－」と長いタイトルに原子力問題の複雑さ、難し
さが表れている。定員オーバーの受講者に、関心
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来年４月の小売電力の自由化は正にチャンスだと
思う。

保存し、感謝している。これから 400 年後の人々
は、我々が残した原発のゴミをどんな思いで見る
だろうか。」と話された。我々は後世の人々に対し、
しっかりとその責任を果たさなければならない。
（太斎義明）

●後世への責任
氏は大崎八幡宮を例に引かれて、「400 年以上
も前に前人が残した物を、今は国宝として大切に

「バクダンが庭の下に埋まっているようだ」
福島地裁 「子ども脱被ばく裁判」 第 1 回公判報告
70 年前の 1945 年、2 つの核爆弾が実戦で使用
されたこの国では、軍人だけでなく、数えきれない
ほどの民間人も亡くなりました。あまりの高温のた
め死体すら残らなかったり、人間が人間でなくなる
ほどの肉片と化した「死体」につまづくヒバクシャ、
夥しい犠牲者を生み出し、言語を絶する苦しみを曳
きずりながらも、戦後、
「核の平和利用」だからと事
業者である電力会社だけでなく、国をあげて原子力
発電が推進されてきた。建設や運転に反対する地元
漁民など、原子力発電は危険だという主張に対し、
電力会社や国だけでなく、司法判決のほとんどが「安
全」を追認してきました。どれだけ経費がかかって
も、電力料金に上乗せ（回収）できる総括原価方式
というシステムがあり、
「安全を謳う」莫大な広告費
が費やされました。（原発事故以降も変わりません
が）この中では「説明」ということはいわれても、
合意形成をつくることは軽視されてきたのではない
でしょうか。

態や環境が生じたにもかかわらず、危険を感じてい
る方々に対し、そこに居住し、ただ被ばくを受忍す
るように誘導・縛りつけてゆく現況は、凍りついた
戦争のように感じます。

巨大銀行や各電力会社、プラントメーカーや建設
会社、広告収入で潤うマスコミなど、利潤追求には
しり、頂点に立つ大企業の経済活動やそれと一体的
な国や研究機関のありようが、ひとりひとりの基本
的人権である、健康に生きる権利や幸福を追求する
ことができる権利を浸蝕しています。その最たるも
のは戦争や紛争ですが、東京電力福島第一原発事故
に起因する放射能汚染による被ばくを政策的に回避
しない現況はまた、それに準じると私は捉えていま
す。戦争では、身の危険が迫ったと感じる人々は避
難し、時には難民と呼ばれます。この原子力災害に
おいても、未だ難民としか呼びようのない方々を生
み出しているのではないでしょうか。避難区域内外
を問わず、故郷を離れた方々だけではなく、居住を
続けている方々にとっても、避難（移住）できるも
のなら避難したいという声なき声がこぼれてきます。
戦車や戦闘機、爆弾を使用した戦争ではありません
が、広域に及ぶ無差別で間断ない放射線被ばく、と
いう人間（生命体）の生存を脅かす可能性がある事
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年間の公衆被ばく線量限度である１ｍSv をはる
かに超える、２０ｍSv/年以下なら還るようにと、
福島県内では今、帰還政策への舵が切られています。
福島県外では、事故以前も以後も、年間１ｍSv を超
えないようにと、国際放射線防護委員会（ICRP）に
よる 1990 年勧告を遵守（＊）するよう努力がなさ
れているのに、事故による汚染が最も深刻な福島県
内では、大人も子どもも見境なく、20 倍もの被ば
くでもいいだろう、安全です、という大キャンペー
ンが殊更になされ、未だに除染されない住宅環境で
居住されている方々も多くいるなど、防護政策は徹
底されていません。事故直後から現在まで、最も被
ばくしたであろう福島県内在住者にとって、通常以
上に、累積被ばく線量を限りなく増やさないように
することが何より必要であるはずなのに、放射線防
護の予防原則に立って被ばく回避をより徹底するの
ではなく、むしろ年間１ｍSv を超える被ばくを容認
するような逆進的政策が固定化されつつあります。
時間が経てば経つほど、放射能や被ばく影響による
不安すら発することができなくなりつつある福島県
内に居住する子どもたちや、区域外避難者も含めた
親子が昨年 8 月 29 日に提訴した「子ども脱被ばく
裁判」。その第一回口頭弁論傍聴のため、6 月 23 日

（火）福島地裁へ行ってきました。この裁判は「ふ
くしま集団疎開裁判」と呼ばれた仮処分申し立てを
引き継ぐ裁判です。

くを回避できない中で、安全とは何かを考え続け、
安全に生活できる環境を提供する義務を負うのは養
育者だけなのか？ 子どもたちの健やかな未来のた
めに責任を負うべき立場のものが、きちんと向き合
い応えたことがあっただろうか？ 地球規模の放射
能汚染の直接的責任を負うものが何の法的責任も問
われず、汚染や被ばく、健康影響を恐れる被害者の
ちいさな自己責任に帰そうとするこの国、社会は何
なのか？

「子ども脱被ばく裁判」とは以下の二つの裁判を
総称しています。
（詳しくは「鳴り砂 251 号」の小
浜さんの投稿をご参照ください。）
①子ども人権裁判→近日中に中間判決
福島県内在住の小中学生が原告となり、学校設置
者である市町村に対し、安全な環境で教育を受けら
れる権利を有していることの確認を求めています。
②親子裁判（慰謝料請求）
県内外の親子が原告で、原発事故後、国や福島県
は子どもたちの健康を守る義務があるにもかかわら
ず、情報隠ぺいやヨウ素剤を配布・飲ませなかった
など、必要な被ばく回避を怠り無用な被ばくをさせ
た、今後も無用な被ばくを強いられる、筆舌に尽く
しがたい精神的苦痛を与えたことに対する慰謝料請
求。

公判後の原告弁護団による報告会・記者会見では、
①について審理に入るかどうかの中間判決を裁判所
が近日中に行うこと、却下の可能性もあることが報
告されました。裁判は始まったばかりですが、のっ
けから予断を許さない状況です。この裁判は提訴し
た親子だけの問題ではありません。水俣病や薬害エ
イズなど、今まで収奪・疎外され周縁に追いやられ
てきた被害当事者、そして今後新たに被害者にされ
る可能性のある子どもたちのみんなに関わる問題で
す。裁判での議論すら拒むような国や福島県の姿勢
を容認せず、審理への入口をまずはこじ開けなけれ
ばなりません。マスコミもほとんど報道しないため
あまり知られてないこの裁判、関心を寄せる人々や
健やかな子どもたちの未来を願う方たちと一緒に支
えていきたく思います。私たちにはまだまだできる
ことはたくさんあるだろうと信じています。

被告である国や福島県、各市町村は、①②ともに
却下を裁判所に求めています。却下とは、審理して
議論を尽くすのではなく門前払いです。つまり、中
身の議論もせずに形式上の判断だけで終わらせてく
ださい、ということです。
2012 年 6 月に衆参両院とも全会一致で制定され
た『子ども被災者支援法』。復興庁によるその具体的
な基本方針施策決定過程において、支援対象者の声
や意向はほとんど反映されませんでした。また、現
在は区域外避難者をはじめとする当事者の多くの要
望や意向に反する住宅支援打ち切りなどが進められ
ています。避難解除もしかりです。被災当事者の声
や意見を反映する、斟酌するという意識が乏しいと
いうレベルではなく、敷設された鉄路の上を行くこ
としか容認されないような極めて硬直かつ密室的な
施策遂行が一貫して続いています。
「ただちに健康影
響はない」と連呼された事故直後から、いえ、
「原発
は絶対安全」だと刷り込みされていた事故以前から、
何も変わっていないように感じます。

原告のある子どもは除染廃棄物が庭に埋められて
いることについて、
「バクダンが庭の下に埋まってい
るようだ」と言ったそうです。「本当の意味での安
心・安全を私たちに与えてください。子どもは宝で
す。生命と健康より大切なものは何もない。」と、原
告であるそのお母さんは仰いました。私もそう思い
ます。庭に「爆弾」があってはならない。合意なき
安全が一人歩きしてはならない。
「子ども脱被ばく裁判」への公正な審議・判決を
求める署名協力が呼びかけられています。ご協力を
お願いいたします。
http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2015/07/
blog-post_10.html
第 2 回公判期日は 9 月 10 日（木）15:00～
福島地裁です。

何十万人もの子どもへの健康影響を調査しなけれ
ばならない事象が起きたのに、子どもたちにとって
安全な環境とは何か、という問いかけを裁判という
チャンネルを通してすらできない、応えないこの国、
社会とは一体何なんだろうか？ 事故由来の放射線
影響によるものかどうかを定めるには時間がかかる
だろうが、福島県「県民健康調査」の「先行検査」
と「本格検査」で明らかにされた、小児甲状腺がん
（悪性ないし悪性疑いとされた子ども）127 人とい
う結果について、初期被ばくやこの間の低線量被ば

（＊）原発事故が想定されていなかった事故以前の
ため、主に原発労働者を想定してはいるものの、実
用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定
に基づく線量限度等を定める告示の第三条第一号で、
実効線量限度について、一年間につき一ミリシーベ
ルトと規定されている。 （2015.7.17.服部賢治）
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私の『初挑戦』―『日本と原発』上映会
原発再稼働阻止に繋がっていければ
先ず、はじめに 5 月 24 日に開催した『日本と
原発』上映会の主催者代表としてこの場をお借り
して、上映会にお越し頂いた皆様、口コミ・チラ
シ配りなど上映会の情報拡散にご協力頂きました
皆様、上映会当日にお手伝い下さいました皆様に、
お礼を申し上げたい。お陰様で、上映会には午前・
午後の合計で 253 名の方にいらして頂いた（ス
タッフ除く）。

い，②これまでの弁護士活動を通じての情報の蓄
積の反映、③巧みな戦略，④映画内容への評価、
⑤『日本と原発』の上映会を開催したいという人々
の想い、等が上げられるだろう。③に関しては河
合弁護士が集会等で登壇されるときには上映会開
催を呼びかけ、自らを「映画監督の河合です」と
称して笑いを誘うなど、機会をとらえては『日本
と原発』の宣伝に努められた。上映会開催期間を
当初８月までとしていたのも、上映会開催の決断
を促す理由になったかもしれない。しかし河合弁
護士も「自分の手を離れて独り歩きを始めた」と
話しておられたが、上映期間は延びて、既に上映
会の予定は 10 月までびっしりとなっている。第
２弾も考えておられるようで、再生可能エネルギ
ーに焦点を当てた内容にしたいと希望を話された。
映画製作費を自費で賄い、忙しい弁護士活動の合
間を縫っては上映会の舞台あいさつに駆けつける
など、映画の内容もさることながら、映画を通じ
て原発の問題に関心を持ってもらいたいという河
合弁護士の熱意も見逃せない。

私が『日本と原発』の映画を見たのは昨年の 12
月 12 日、東京で行われた福島原発告訴団の集会
で上京したおりに立ち寄った六本木の映画館で、
その日も会場は満員で結局 20 名ぐらいの方は席
がなく帰られたと記憶している。映画の上映が終
わると昼間の福島原発告訴団の集会にも顔を見せ
ていた河合・海渡両弁護士が舞台で挨拶をされ、
来場者に自主上映会を呼び掛けておられた。
映画を見た当初は是非仙台でも上映会をとの思
いは有ったが、まさか自分が主催するとは考えて
もいなかった。どなたかに声をかけて上映会を企
画してもらえればと他力本願の私だったが、国連
防災世界会議開催中の栗原市と、チケットが完売
してしまった４月の仙台市の両上映会に続き、一
人でも多くの方にご覧頂く機会になればとの想い
から、5 月 24 日の上映会開催を決めた。未経験
の為、これまでも上映会を企画されたことのある
お二人の方に協力を頂き、３人体制でチラシ・ポ
スターの協力依頼などを進めることになった。

キャラクターの違う両弁護士のやり取り、浪江
町請戸地区の話、原子力ムラの構図から再生可能
エネルギーの可能性まで多岐に渡る内容を、ご覧
頂いた皆様にはどのように受け止めて頂いたであ
ろうか。河合弁護士は「この映画は３回見なさい」
と言われる。上映会を企画したい、再度見に行き
たい、知人にも薦めたい等々、といった声が出て
くることを期待したい。
川内原発再稼働など日々の動きの中に目を奪わ
れる毎日であるが、この映画で震災以降 2014 年
中頃までの状況の一端を振り返ってみることが出
来る。私の『初挑戦』を応援して下さった皆様に
感謝するとともに、上映会など様々なツールで原
発再稼働阻止に繋がっていければと思う。（S）

今回は事前のチケット販売や予約などは行わず
直接会場にお越し頂く事にしたが、満席にならな
かったことも幸いしたのか、当日ご協力頂いたア
ンケートではチケット販売が無かったことにもお
おむね好意的なご意見を頂いた。
アンケートの結果をもう少しご紹介すると、映
画の内容に関しては評価する声が多く、映画を見
て初めて知った情報がある、ある程度又は十分理
解できたとの意見を頂いた。もっと多くの人に見
てほしい、テレビ放映や DVD にしてほしい、LED
の普及や自然エネルギーへの期待の声も寄せられ
た。
『日本と原発』が作成されて短期間のうちにこ
れほど多くの上映会が開催される背景を考えてみ
ると、①河合・海渡両弁護士の脱原発への強い想
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原発問題の“ミニミニ？”解説 その８

女川原発の 6.12「火山影響評価」
昨年（2014）9.27 の御嶽山噴火や、その後も
続く箱根大涌谷（今年 6.29 には小噴火）
・蔵王山の
活動活発化、口永良部島・浅間山の噴火などにより、
改めて「火山活動」の突発性（＝現在の『火山学』
では予測不可能）・危険性が再認識されています。
「火山」は、
「地震・津波」同様、原発に深刻な影
響を及ぼす自然現象の一つです。そのため規制委は
「火山影響評価ガイド」を策定しましたが、九電・
川内原発の適合性審査では、九州に５つ（阿蘇、加
久藤・小林、姶良、阿多、鬼界）ある巨大カルデラ
（マグマ大量噴出後に地下空洞が陥没した大規模な
円形の窪地地形＝噴火の中でも桁違いに大きな「カ
ルデラ噴火（破局的噴火）」が起こった証拠）の危険
性に対し、‘
「破局的噴火」が事前に予測可能でその
間に燃料を原発外へ搬出する’という九電の空論を
鵜呑みにしただけでした(2014.9.10 審査終了)。そ
のような根拠のない「噴火の予測可能性」や、安全
を担保しない「火山影響評価ガイド」に対し、多く
の火山学者（気象庁の火山噴火予知連・藤井敏嗣会
長を含む）から異議・批判が出されています。

料 1-1・1-2：以下「6.12 評価」＞。

ガイドは、近年『火山学』が、それまでの「基本
的記述科学」から数値モデルを用いた「定量的科学」
へと発展したとして、2009 年には日本電気協会が
火山影響評価技術指針（JEAG4625-2009）を、
2012 年にはＩＡＥＡ（国際原子力機関）が火山災
害に関する安全基準（№SSG-21）を策定したこと
を受け、2013(H25).6 に策定されたとのこと。こ
のガイドに基づき、
『立地評価』として①原発に影響
を及ぼす火山の抽出（半径 160km の範囲：火山噴
出物の既往最大到達距離＝ガイド「表１」引用の上
記２基準の採用距離）と、②抽出された火山の活動
評価（第四紀・258 万年前以降の活動の有無および
完新世・1 万 1700 年前以降の活動の有無：いわゆ
る「活火山でない火山」か「活火山」かの区分）を
行ない、原発の運用期間（核燃料が存在する期間）
中に火山活動が想定され、火山事象が原発に影響す
る可能性が「十分小さいと評価できない場合」には
「立地は不適」となります。また、立地不適でない
場合でも、
『影響評価』として③原発に影響する火山
事象の抽出と影響評価が行なわれることになります。
さて、女川原発の「火山影響評価」は 2014.6.10、
2015.1.30 に検討され、その際の指摘事項４点（コ
メ ント № S63-66 ）を 踏ま えたま とめ 的説 明 が
2015.6.12 になされています＜規制委審査会合資

6

↑
西日本火山帯

↑
東日本火山帯
↓ 火山フロント

まず、
『立地評価①・②』に関して、ガイド「解説
－３」の「第四紀の活動が認められない火山はすで
にその活動を停止しているとみなせる」との判断に
は違和感を覚えます。日本では、千島列島から東日
本を縦断して伊豆諸島へと続く「東日本火山帯」と、
中国・九州から台湾へと続く「西日本火山帯」と、
多数の火山が帯状に分布していますが【上図：（独）
防災科学技術研究所ＨＰ・防災基礎講座「図 2.12」
＊説明加筆】、これは、海洋プレート（太平洋プレー

トやフィリピン海プレート）が大陸プレート（ユー
ラシアプレート）の下に潜り込んで、深さ 90～
130km で（海水を直接あるいは結晶水の形で取り
込んだ）海洋プレートの上面が熔かされて「マグマ」
ができ【左図：気象庁ＨＰ「知識・解説 火山噴火
の仕組み」＊矢印と
は加筆】、周りの岩より軽い
ため上昇しながら途中途中に「マグマ溜まり」を作
り、地表付近の「マグマ溜まり」からマグマが噴出
（＝マグマ噴火）したり、付近の水が（マグマで）
加熱されて水蒸気爆発する「火山」が生じますが、
そのような『マグマ・火山の生成機構』から、日本
の火山はプレート境界（日本海溝や南海トラフ）か
ら一定の距離にある地域（火山フロント）の西側に
集中することになります。
すると、素人考えでは、現在も‘海洋プレートの
潜り込み＝マグマの生成・供給’は続いているはず
ですから、第四紀に活動していない火山の地下でも、
例えば‘地震による断層のずれ・地殻変動’などに
より‘新たなマグマの供給路・通り路’が作り出さ
れる可能性があるのではないでしょうか。ガイド
「4」では、
「地球物理学的観点からは、検討対象火
山に関連するマグマ溜まりの規模や位置、マグマの
供給系に関連する地下構造等について…分析するこ
とにより、火山の活動状況を把握する」（波線筆者）
としていますが、本当にそれらを正確に“分析・把
握できる”のでしょうか？

年前以降）に活動した火山」に限定され、それ以外
は「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、将来の活動可能性が無いと判断できる場合」
には除外されます。
東北電力は（独自に？）、「ステップ１」として全
活動期間と最新活動からの経過期間を比較し、例え
ば「鬼首カルデラ」は「全活動期間１０万年＜経過
期間２０万年」だから「将来の活動性なし」として
います。でも、巨大地震や近くの断層に起因する内
陸直下地震などを契機に、
「カルデラの環状輪郭と平
行な同心円状の構造的弱線」＜資料 1-1：p.18＞に
マグマが入り込んだり、「すでに固結した…貫入岩
体」＜同＞が再融解することは、
『地球物理学的』に
絶対にあり得ないのでしょうか。
「ステップ１」で除外されない火山は、
「ステップ
２」で休止期間と経過期間を比較しています（以下、
「1.00Ma」＝「100 万年」と表記）。例えば「船
形山」（全活動期間１００万年＞経過期間５０万年）
では、過去の最大休止期間が３１万年、年代測定の
誤差を考慮しても４２万年で、一方、最新活動から
は５６万年、年代測定の誤差を考慮しても５３万年
が経過しており、
「休止期間＜経過期間」のため「将
来の活動可能性なし」と評価されています＜資料
1-1：pp.13-14。
【下図】は誤差考慮のもの＞。で
も、そのようなガイドの判断基準（休止期間＜経過
期間なら活動性なし）は、学問的＝地球科学的裏付
けのあるものなのでしょうか。

それはさておき、ガイドに従えば、
「将来の活動性
のある火山」は、基本的には「完新世（1 万 1700

一方で、
「猫魔ヶ岳」
（「中野ほかデータ」で全活動
期間２０万年＜経過期間８０万年のため、ステップ
１で除外判定）は、誤差なし【下図：p.15】の「三
村データ」で「最大休止期間３６万年＜経過期間４
０万年」、誤差考慮【次頁図：p.16】では「最大休

止期間（⑤左－⑥）０万年＜経過期間２０万年」だ
と思いますが、後者（特に⑥？）は誤差が大きく評
価不適として、前者だけから「活動可能性なし」と
しています。
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でも、重要な判断材料となっている「⑤羽山溶岩」
の年代が６７万年前（右）と１１１万年前（左）の
２つあることから、まずその大きな開き（誤差？）
自体を再検証すべきで、もしも６７万年前データ（⑤
右）が違っていれば（
【前頁図】のＢ・Ｃの期間計算

でも無視）それを除外して、
【下図】の誤差考慮ケー
スで④－⑤左の休止期間が６２万年で、
「休止期間＞
経過期間２０万年」となるので（⑥は無視）、「将来
の活動可能性なし」とは断言できないと思います。

「ステップ２」で「将来の活動可能性あり」と評
価されたのは１０火山で【右表：p.45 抜粋】
、次に
ガイド「表１」に基づき、いくつかの設計対応不可
能な火山事象についての「個別評価」がなされてい
ます。
「降下火砕物（火山灰）」を除いて、最も遠方
（160km）まで影響を及ぼす火山事象は「火砕物
密度流・火山ガス」ですが、例えば月山・鳥海山の
火砕物が奥羽山脈を越えて女川まで到達するとはさ
すがに考えられません。しかし、最も近い鳴子カル
デラ（76km）からの火砕流・溶岩流は、過去には
牡鹿半島・北上山地（南部）を越えて女川原発敷地
付近まで到達したことはないようですが ＜資料
1-1：p.38＞、それは噴出が「過去最大量＝約 12km
３
」に収まる場合で（その保証はありません）
、同じ
３
東日本火山帯に属する鳥海山約 47km 、吾妻山約
32.5km３、磐梯山約 29km３レベルの大量噴出（破
局噴火）を想定すれば、単純に「影響なし」では済
まされないと思います。
東北電力は、少なくとも鳴子カルデラからの火砕
流・溶岩流について、前出ガイド「4」の規定に従
い、
「科学的に」、
「地球物理学的観点から…マグマ溜
まりの規模や位置、マグマの供給系に関連する地下
構造等」を調査した上で、
‘破局噴火なし＝最大噴出
でも過去と同レベル’という科学的根拠を示すべき
です。ガイドの求める『科学的調査』
（おそらく“莫
大な経費”がかかるから実施していないと思われま
すが）なしの今回の 6.12 評価は、極めて不十分で
す。（なお、「火山フロント」の位置・マグマの成因
から考えて、筆者も女川周辺に新たな火口が生じる
可能性はないと思います。）

大値は 10cm】。次に、160km 圏内の火山につい
て、噴火形式から「鳴子カルデラ・蔵王山・肘折カ
ルデラ・十和田」を大量の火山灰噴出の可能性のあ
る火山として抽出し、各テフラの実測値をシミュレ
ーションし、噴煙高さや風向きを変化させ、得られ
た最大値（最悪のケース）で「鳴子 8.6cm」として
【右表：p.98】、女川では‘10cm の火山灰を考慮
すれば十分’と結論付けています。しかし、後者の
160km 圏内シミュレーションでは火山灰噴出量は

以上の『立地評価』とは別に、③の『影響評価』
では、まず 160km 圏外の過去の巨大噴火で女川原
発敷地周辺に到達した降下火砕物（火山灰）の地層
（テフラ）の厚さを調査しています【表：p.49、最
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過去最大値で、それ以上の噴出をもたらす「破局噴
火」は想定されておらず、前述同様『科学的調査』

による証明がない限り‘10cm で十分’とは決して
言えません。

このように、東北電力の火山評価は、ガイド（＝
規制委）が華々しく謳った‘近年の『火山学』が「記
述科学」から「定量的科学」へと発展した’成果＝
『科学的調査・地球物理学的調査』の結果はどこに
もなく、休止・活動期間や火山灰噴出量などいずれ
も“過去の経験（記述科学）”に１００％依存し（東
北電力の行なった火山灰シミュレーションは、その
補強・計算方法の向上にしか過ぎないと思います）、
その延長で‘破局噴火なし＝過去に起こっていない’
として、
「既往最大の噴火を考慮しても発電所に影響
を及ぼさないと判断されるから、モニタリングの必
要性はない」＜p.103＞と結論付けています。同様
に、火山灰降下量は‘せいぜい 10cm＝過去にそれ
しか降っていないから’としています＜p.103＞。

【追記：7.11】
ようやく本稿を完成させたところ、岩波書店『世
界８月号』に石原和弘・火山噴火予知連副会長の「原
発と火山噴火予知」が載りました＜pp.99-105＞。
同氏曰く、
「火山影響評価ガイドに示された火山学
及び火山噴火予知に対する過大な評価と火山活動の
モニタリングによる巨大噴火の兆候把握の可能性に
対する楽観的な見通しに、多くの火山研究者が衝撃
を受けた」とのことで、
「現実の噴火予知、特に、火
山ハザードの影響範囲の定量的予測に不可欠な噴火
の規模、様式及び活動の推移の予測は極めて困難」
というのが「研究者の共通認識」とのこと。これは、
「鳴子カルデラ」等の破局噴火の可能性を想定しな
い東北電力の不十分さを裏付けるものです。
そして、同氏の指摘した「監視は事業者自ら実施
するものとするが、公的機関が火山活動を監視して
いる場合においては、そのモニタリング結果を活用
してもよい」
（下線筆者）とするガイド「5.2」の規
定に鑑み、東北電力が自社内に最低 10 火山のモニ
タリング体制を構築する（している）のか、それに
代わる公的機関があるなら具体的に各火山ごとに明
らかにさせた上で、当該機関の監視体制が「原発へ
の影響評価」にとって必要・十分かどうか、さらに
は、同じくガイド「5.3」の「透明・公平性のある
モニタリング結果の評価を行う仕組みを構築する」
ことができる（できている）のかどうか、県の検討
会ではきちんと検証する必要があると思います。
＜了＞

規制委がこのような 6.12 火山評価（「記述科学」
に依拠した安上がりな調査結果）を認めれば、東北
電力は残る「10cm 火山灰」に対する影響評価（設
計対応・運転対応の可否）を行ない、
‘対応可能＝安
全性確認’と主張するものと思われますが、
『科学的
調査・地球物理学的調査』なしの評価（破局噴火の
否定）は絶対に許してはならないと思います。この
点は県検討会でも議論・検証してもらいたいと思い
ます。 ＜2015.7.4 完＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
◎参考図書
古儀君男「火山と原発」岩波ブックレット№919
（2015.2.4）
島村英紀「火山入門」ＮＨＫ出版新書
（2015.5.10）

9

政府方針にも反対する東北電力取締役会
脱原発東北電力株主の会として、今年は以下の
４つの株主提案を提出しました。

いう方針を実現するためには、これらの代替電源
をどうするのかということも重要な問題となりま
す。勿論、再生可能エネルギーの飛躍的な拡大が
最も望ましいのですが、電力会社は再生可能エネ
ルギーの導入に積極的ではありませんので、６号
議案を「反対しにくい議案」とするために、
「再生
可能エネルギー発電と高効率 LNG 火力発電を中
心とした電源構成への移行を図る」としてみまし
た。
ちなみに、LNG（天然ガス）火力は全国平均
45％に対して、東北電力は 34％とかなり低いた
め、今後は石炭火力から高効率 LNG 火力（CO2
排出量は石炭火力の約 1/3）へとリプレースして
いく必要があります。建設中の新仙台火力 98 万
kW も、高効率 LNG 火力方式を採用しています。

５号議案「原子力発電事業からの全面的な撤退」
６号議案「原発と石炭火力の比率を可能な限り引
き下げる」
７号議案「使用済核燃料の数量を増加させない」
８号議案「原発等の新増設時に、30km 圏内の自
治体の了解を必要とする」
例年は、東北電力取締役会が間違いなく反対す
る「過激な提案」のみで構成されていたために、
仙台市を始めとした地方自治体もなかなか賛成す
ることに慎重になっていたのではないか、との反
省のもと、今年は、東北電力取締役会が「反対し
にくい議案」を一つ加えることにしました。それ
が６号議案の「原発と石炭火力の比率を可能な限
り引き下げる」です。

これだけ周到に準備をして作成した議案でし
たが、東北電力取締役会は全議案に対して「反対」
を表明し、その影響もあり、全議案とも 90％を
超える反対票により否決されました。
（ ６号議案が
最も反対票が少なかったという成果は一応ありま
したが…）

昨年 4 月に閣議決定された「エネルギー基本計
画」においても、「原発依存度については、省エ
ネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電
所の効率化などにより、可能な限り低減させる。」
と明瞭に謳われていますので、
「即ゼロに！」とい
う議案には反対でも、政府方針に沿った「原子力
発電の比率を可能な限り引き下げる。」という株
主提案には反対しにくいのではないかと考えまし
た。
また、世界の CO2 排出量のうち 43%が石炭
の燃焼からであることもあり、世界中が CO2 排
出量削減の為に石炭火力の削減に取り組み始めた
時代状況において、「地球温暖化の元凶である石
炭火力発電の比率を可能な限り引き下げる。」と
いう株主提案に対しては反対しにくいのではない
かとも考えました。
政府作成の「2030 年における電源構成」にお
いて、石炭火力の比率を 26％にまで低減すると
されていますが、東北電力は、2013 年度で 41％
（全国平均は 30％）も石炭火力に依存していま
すので、これを政府目標の 26％まで低減させる
為には、4 割近い削減が必要となります。つまり、
東北電力は、政府からも「石炭火力発電の依存度
を可能な限り引き下げる」ことが求められている
に等しいということになります。

しかし、東北電力取締役会が、政府方針に沿っ
た「原発と石炭火力の比率を可能な限り引き下げ
る」という株主提案に対しても反対意見を表明し
たということには、正直、失望を感じます。
市民サイドどころか、政府サイドにも公益サイ
ドにも立てない会社が、電力小売り自由化後も、
果たして利用者に選ばれ続けるでしょうか？ 今
のままでは、地域に愛される会社とは程遠い存在
となり、多くの利用者が東北電力から離れていく
ように感じます。それは、新電力に流れるだけで
なく、米ＥＶ企業のテスラモーターズにより価格
破壊が始まったバッテリーを利用した自家消費型
電源システムに移行することも含め、東北電力の
販売量が激減することを意味します。
（東北大学特任教授 杉山丞）

以上の、政府サイドや公益サイドに立った、
「原
発と石炭火力の比率を可能な限り引き下げる」と
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今、女川では

女川町議会議員

阿部美紀子

が女川原発の差し止め訴訟を提訴した年、1984
年は女川原発１号機が営業運転を始めた年でもあ
ります。
この試算によると、緊急避難をしなかった場合、
最悪 18,000 人、平均 3,600 人、５時間以内に
避難した場合、最悪 8,200 人、平均 830 人が急
性被曝で死亡するといいます（急性死亡が現れる
範囲は、15～25ｋｍを超えることはないと記述）。
さらに、長期的影響として、土壌汚染が深刻化
し、農業や居住など土地利用が制限される地域は、
原発から最大で 86.9ｋｍ、平均で 30.6ｋｍに及
ぶとされています。

その 10．原発攻撃被害の試算
安保法案の強行採決の様子が、テレビに映しだ
されていました。なぜ、国民の意思が伝わらない
のか、これが民主主義なのか、嘆かわしいかぎり
です。
７月４日、青山貞一先生（環境総合研究所、東
京都市大学名誉教授）を招き、
「女川原発の事故時
の避難計画を考える」講演会を開催しました。女
川町内のみならず、涌谷、大崎、登米、美里、栗
原、加美、仙台など遠方からも参加者があり、170
名が集まった盛会となりました。
先生のシミュレーションによれば、東南東風１
ｍ／秒で涌谷・大崎・栗原まで、東北東風２ｍ／
秒で塩釜・仙台・名取まで、高濃度の放射能汚染
が拡がります。

こうした試算があるにもかかわらず、公表され
ていないということは、国は私たちを見捨ててい
るのではないか、激しい怒りを感じます。村井知
事は、原発立地自治体云々と言っていますが、全
ての自治体が遍く（あまねく）立地自治体なので
はないでしょうか。
これからも声を大にして、原発廃炉を目指しま
す。

試算といえば、1981 年イラクの原発が攻撃さ
れたのを受け、1984 年に外務省が作成した、原
発攻撃被害の試算があります。1981 年は私たち

<川内ってこんな街―鹿児島訪問記 3>
「アンタの失敗談なんて、誰も読みたくないわ
よ」 たまに来るご近所の猫に「次はこういうこ
とを書く」という話をしたらそう言われてしまっ
た(…キツい)。じゃ何を書こう、と考えているう
ちに、川内原発の再稼働が目前まで迫ってきた。
名前こそ有名になったけど、東北の皆さんには「川
内」という街がどんなところなのかは全く知られ
ていない。この機会にご紹介しておこう。

●ちっとも寂れてない
筆者の父母の実家は川内市より北にあり、帰省
する際には国道３号線を川内経由で北上していた。
川内に近づくと鼻でそれと分かる。川内市には製
紙工場があり、風向きによっては独特の臭気が市
街地に流れてくるのである。他の鹿児島県北の地
域には一次産業以外大した産業が無いが、川内は
「工業都市」なのだ。今回、筆者は薩摩川内駅か
ら集会会場まで歩いて行ったのだが、現在も操業
しているパルプ工場からは「アノ臭い」がしてい
た。そして、国道３号線沿いのメインストリート
には「シャッターが閉まった店」はあまりなかっ
た。「川内山形屋」(鹿児島最大のデパートの川内
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支店)も「だいわ」(地域スーパー)もそこそこ繁盛
している様子だったし、アーケードには「川辺仏
壇」(地場工芸品の代表格。宮城県でいえば「雄勝
硯」みたいなものか)の専門店も店を開けていた
(さすがに大繁盛しているわけではなさそうだっ
たが)。地元で反対運動を長年粘り強く続けておら
れる鳥原良子さんは、核燃料装荷に抗議するゲー
ト前集会で「原発停止前から地元商店街のシャッ
ターは下りていた。再稼働しなければ、街が発展
しないという推進派の主張は論理のすり替えであ
る」と喝破されたそうだ。建設・運転・整備で繁
盛していたであろう宿屋や夜の街関連業界の人た
ちにとっては死活問題かもしれない(筆者もそち
ら方面は確認していない)が、関係ない多くの市民
にとっては、ゲンパツがどんなものであるか分か
った今、再稼働は不安の種以外の何物でもないは
ずだ。はるばる青森から参加されたＹ氏が、会場
から宿へと向かうバスの中から川内の街の夜景を
見て発した一言が強く印象に残っている。
「 青森の
○○○○(あえて街の名は秘す)の方がはるかに寂
れてますよ」。

●秘策

さようなら原発 in いしのまき 2015
日時□7 月 25 日(土)10 時～15 時 30 分
会場□石巻中央公民館大ホール〈入場無料〉
10 時～音楽ライブ・脱原発へのアピール・出店
14 時～【福島からの報告】
「希望の牧場・ふくしま」代表 吉澤正巳さん
【市内アピール行進】15 時 40 分～16 時 40 分
主催□ さようなら原発 in いしのまき実行委員会
問合せ□TEL/FAX 0225-94-1041（近藤）

それでは、川内の街を活性化する方法はあるの
か。実は秘策がある。それはズバリ、
「廃炉研究機
関の誘致」である。街が発展するにはまず定住者
を増やさねばならない。いずれ廃炉にするのなら、
いっそのこと今廃炉にして、川内に「鹿児島大学
理工学部廃炉研究所」を作ろう。まず、学生と先
生が来て住む。廃炉は一朝一夕で終わるものでは
ないから、学生と研究者は長期間居続けることに
なる。建設同様人手も要る(もちろん被曝対策も研
究対象だ)。さらにロボットや遠隔操作といったハ
イテク技術を持った企業の拠点もできるだろう。
この技術は世界に輸出できるから、
「 センダイ発の
技術が世界を救う」可能性もあるのだ。
この構想の難点は二つ。まず、発想を転換でき
るリーダーが不可欠だ(現在の県知事や市長程度
では…)。そして、国内の他の原発立地地域との誘
致競争に勝たねばならない。むろん、女川にだっ
て同様の目がある。他地域に先んじて手を挙げら
れるだけの構想力があれば、どこでもそんなに難
しいことではなかろう。研究機関は国内に三つあ
れば飽和するだろうから、早い者勝ち。
…やあニャンコ、こんな文章でどうだい？ 今
日はカルカンあるんだけど、食べてく？
（from 西 新太郎）

長編ドキュメンタリー映画
「シロウオ－原発立地を断念させた町」上映会
日時□9 月 12 日（土）①10:00～ ②18：30～
各開場は 30 分前
夜の部終了後、監督かさこ氏トーク
会場□せんだいメディアテーク 7F
スタジオシアター
入場料□前売券 1,200 円／当日券 1,500 円
主催□「シロウオ」上映－宮城実行委員会
mail：shirouo.miyagi@gmail.com
TEL：080-5550-9507 三浦

【もくじ】

【インフォメーション】
[詳細はそれぞれの主催者に確認して下さい]

第 142 回＆第 143 回
大飯を止めろ！女川再稼働するな！
子供を守れ！汚染はいらない！みやぎ金曜デモ
In 仙台
（略称：脱原発みやぎ金曜デモ）
https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
日時□7 月 26 日（日）錦町公園
（日曜は 14 時集合 14 時 30 分デモ出発）
7 月 31 日（金）錦町公園
（金曜夜は 18 時 30 分集合 19 時デモ出発）
主催□みやぎ金曜デモの会（代表 西）
（090-8819-9920 電話は 20 時～22 時まで）
e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com
仙台新港石炭火力発電所建設問題学習会
日時□8 月 8 日（土）午後 2 時～
講師□桃井貴子氏(気候ネット)
会場□仙台市市民活動サポートセンター
４階研修室
〈参加費無料〉
主催□脱原発仙台市民会議
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