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世界の地震・日本の地震 理科年表より

日本の国土面積は全世界の約0.25%、
そこで、世界のM6以上の地震の約20%が起こっている
（プレートテクトニクスの考え方）。



ウェーゲナーの大陸移動説から
プレートテクトニクスの発展へ

地形学的根拠： 大西洋両岸の大陸を、海岸線ではなく
大陸棚の端を使ってつなぎ合わせるとうまく一致する。

ヨーロッパ中心の世界地図



大陸は移動する

今の世界地図

超大陸パンゲア
（2億2500万年前）



古生物学的根拠

W. Jacquelyne Kious and Robert I. Tilling, This Dynamic Earth: 

the Story of Plate Tectonics (2001)

復元された動植物化石の分布



世界の地震源分布と原発立地の図

「しんぶん赤旗」日曜版(2011年5月22日号) 

4つのプレートの会合点である日本に50基超の
原発が設置されたのは世界的に見て異常



原子力委員会近藤駿介委員長の極秘「メモ」
「250km圏内は避難対象」(2011年3月25日）

●北海道の一部
と沖縄を除く日本
全土がこの範囲
に入る。

●つまり、日本国
内に住む殆どの
人が原発事故の
当事者になる。

各原発から
250kmの円
を描くと！



福島第一原発から
漏れた放射能の

広がり

2011年9月11日
早川由紀夫
（群馬大学）

70mSv/y



3/11福島第一原発の事故以後、

原子力エネルギー政策を変えた国
• イタリア：1986年のチェルノブイリ原発事故後に、国内4カ所の原
発をすべて閉鎖し、電力の約15％を輸入に依存している。2011
年3月の福島原発事故後、国民投票の結果、投票の9割を超え
る反対で原発再開は凍結された。

• ドイツ：2011年3月に稼働していた17基の原子炉のうち8基を停
止・閉鎖し、残る9基も2022年までに閉鎖することを決定。

• スイス：国内５基の原子炉は、3/11福島第一原発の事故のあと
、連邦評議会は、原子炉が安全に運転可能な期間を50年とし、
その期間が到達した原子炉を順次停止し、交換は行わない。

• ベルギー：2014年の時点で7基の原子炉を使用しているが、既
に2003年1月に脱原子力法が議会で可決・成立しており、2025
年までに原発を廃止する。

• 英国：2013年末時点で運転中の原子炉は16基であり、運転中
の1基のGCRは2015年末までに運転を終了、14基のAGRも
2023年までには運転を終了する見通し。



日本付近のプレートとこ
こで起こる地震のタイプ

10-4の歪が
溜まると
破壊する。

M8超の
大地震

M8以下
の地震

（例） 2011

東北地方太
平洋沖地震
（Mw9.0)

（例） 1995

兵庫県南部
地震(M7.3)

福島第一原発の事故は例外か？
そんなことはない。



海溝型地震と内陸地殻内断層地震

海・陸のプレート境界

に近い太平洋側では
M8超の海溝型地震が

たびたび起こっている
が、内陸の地殻内断
層地震は、1891年の
濃尾地震（M8.0）が最

大であり、それ以外の
地殻内断層地震は高
々M7クラスである。



京都気象台の雨量データ

これらの値は100年そこそこの京都気象台の観測結果に基づ
いており、1000年のオーダーで考えれば、これを超える値がある
ことは当然予想できる。
地震もしかり。若狭湾周辺の断層型地震はM7どまりであると

考えて関電は、原発の安全設備を考えているが、万一それを超
える地震が起きたら「それは想定外でした」と言って済ませるで
あろう。しかし、国民がそれを許せるか？



海溝型超巨大地震



2011東北地方太平洋沖地震
震源モデル（国土地理院・海上保安庁）

水平動

上下変動



2011東北地方太平洋沖地震
における断層運動と上下変動

国土地理院



東北地方太平洋沖地震（M=9.0)

（東日本大震災）

若林区卸町２丁目:２階建建物の崩壊

東北大(工)人間環境系研究棟の外柱

地震の被害は比較的少ない

台湾ではM6.4の地震で17階建て
のビルが倒壊（2016年2月6日）



津波の被害は甚大 JR東日本は
東北大震災で死者を出さなかった！

釜石市・観光船「はまゆう」

常磐線・新地駅

熊谷高校第13回卒業生同期会
（2011年4月23日）でJR東日本

前会長の大塚陸毅相談役が語
る。



気象庁による津波波高の観測記録

これは明治
以降のデータ。

歴史記録ま
で遡れば887

年の貞観地
震で今回並
みの津波が
発生していた。

京大農学部学生３人が仙台空港で津波に巻き込まれて死亡。



津波警報の問題

• 2月27日 15時34分

地震発生（Mw8.8）

• 2月28日 08時30分

日本の太平洋沿岸

では、1～3m程度の

津波が予想される

ので警戒

• 2月28日 09時33分

津波警報・注意報の

発表

大津波警報 3m, 4m, 6m, 8m, 10m以上

津波警報 1m, 2m

津波注意報 0.5m

2010年2月27日チリ地震の津波警報



本震の4分後、最初の津波警報

東日本大震災(2011年3月11日）

その後、数字は変
更され、15時14分

に岩手・福島「６
メートル」、宮城「１
０メートル以上」。
さらに17時30分に
は3県とも「10m以
上」となった。



津波警報の難しさ

• 2010年チリ地震の際の過大な津波警報で受け
たパッシングが気象庁の担当者にこたえた。

• 3月9日の前震（M=7.3)の津波注意報は妥当。
（青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県で0.5m）

• 3月11日の本震（M=9.0)の津波警報の第一報
は過小。

• 3mの予報で、10mの防潮堤のある地域の人々
には緊迫感が伝わらなかった。

• 大津波警報が10m超と訂正されたときには、
10mの防潮堤を超えてきた津波に多くの人々
が流されてしまった。



山極寿一教授（現・京大総長）から聞いた話

• 山極研究室の院生3人が3月11日の地震のときに
金華山の海岸でサルの観察をしていた。

• 地震の震動が続いている間、海岸で抱き合ってい
たサルが、振動がおさまり、やがて海が波だってく
ると、一斉に山に逃げた。

• サルを追いかけて山に登った院生は、津波の被害
を免れたという。



百人一首42番
契りきな かたみに袖をしぼりつつ
末の松山 波越さじとは

あのとき、二人は固く約束しまし
たね。いくども、嬉し涙にぬれた
袖をしぼりながら あの末の松山
を波が越すことがないようにお互
いに心変わりすることは絶対にな
い、とね。
（これは貞観地震(887年)の情景）

清原元輔（908-990)

（きよはらのもとすけ）

（清少納言の父）

（宮城県多賀城市）



東海・東南海・南海地震の想定震源域

石橋克彦
（1944～）は、
1976年に、東

海地震説のも
とになった「駿
河湾地震説」
を発表



東南海・南海地震の想定震度分布



東南海・南海地震の津波予測

東南海・南海地震の津波予測



京都市への津波の影響

• 京大北部構内で標高60mだからこのあたりは津
波の心配はない。

• 京都駅は標高28mだから、やはり津波の心配は
ないであろう。

• しかし大阪湾に10mを超える津波が押し寄せて、

淀川大堰を越えるような河川遡上津波発生した
場合、標高10m程度の伏見区、宇治市、久御山

町にまたがる巨椋池干拓地あたりまで津波を心
配しなければならないかも知れない。



巨椋池干拓地は標高10m程度



液状化の影響

• 津波よりも深刻なのは、液状化の影響であ
る。桂川、宇治川、木津川の三川合流部な
どの柔らかい砂層が厚みをもって堆積して
いる地域は、海溝型地震や内陸の直下型
地震で震度6以上の揺れに見舞われると
液状化の被害を受けると考えられる。淀を
はじめ、池、沼などの水に関係する地名を
もつ地域は、もともと河川敷や沼沢地を埋
め立てたところが多いので要注意である。



３・１１地震の日本のひずみ場に及ぼす影響

上下変動水平変動

電子基準点三隅(島根県)を基準

陸域の地殻変動

（国土地理院GPS）



国土地理院によるGPSネットワーク
（GEONET)

GPS相対測位

GPS（全地球測位システム）



東京と京都の10年間の変動



熊本と長陽の10年間の変動

熊本でも10年間の変動の最大のイベントは2011年3月11日の
東北地方太平洋地震（Mw9.0）である。

熊本 長陽



熊本地震の前兆は？

熊本地震の前兆を示す異常地殻変動等は
事前にまったく報告されなかった。
（専門家の島崎邦彦、本蔵義守、纐纈一起、平原和朗、
島村英紀の各氏に確認済み。）（2016年4月30日）

これは、1995年1月17日の兵庫県南部地震
（M7.3)と同様である。

◎M7クラスの地殻内断層地震の予知は無理！

『竹本修三：日本の原発と地震・津波・火山（2016）』44～
55ページを参照。



地震調査研究推進本部※

の見解

近畿・中部地方
39～82（41）

主要98断層帯
(1997）

※1995年1月17日に発生した

阪神・淡路大震災を契機と
して発足した地震に関する
調査研究を一元的に推進す
るため設置された政府の特
別の機関。

九州地域
89～96（8）

89 西山断層帯、
90 警固断層帯、
91 別府－万年山
断層帯、

92 布田川断層帯
・日奈久断層帯、 93 水縄断層帯、94 雲仙断層群、

95 出水断層帯、96 人吉盆地南縁断層



熊本地震直前の九州地域要注意断層

九州地域において詳細な評価の対象とす
る活断層のずれの向きと種類及び九州地
域で発生した歴史地震・被害地震の震央

九州地域において評価対象とする
活断層の分布( 27 断層）



東京新聞
4月17日
朝刊2面



気象庁資料
熊本県
から大分
県にかけ
ての地震
活動の
状況

(2016年4

月14日21

時00分～
10月11日
00時00分)



震
央
分
布
図
の
変
化

(2016年4月14日21時00分～10月11日00時00分)



2016年熊本地震の教訓

１．今回の熊本地震で科学的根拠のある前兆現象は、
事前に見出されていない。
２．地震調査研究推進本部は九州地域で27か所の活

断層を評価対象としていたが、その最初に熊本付近で
M７クラスの地震が起きるとは予測されなかった（むしろ
陸域の警固断層が危ないという考えがあった） 。

３．今回の熊本地震の教訓としては、比較的近くにある
川内原発や伊方原発周辺の活断層系の動きを引き続
き警戒することも必要であるが、わが国で次に起るM7

クラスの地殻内断層地震としては、今回の地震とは遥
かに離れた地域、例えば近畿地方の活断層周辺の動
きに注意しなければならないであろう。



次のM7クラスの地震は？
1995年兵庫県南部地震（M7.3）のあと、2016年
熊本地震（M7.3）の直前までの約20年間に、M7

以上の内陸の地殻内断層地震は、2000年鳥取
県西部地震（M 7.3）、2005年福岡県西方沖地震
（M 7.0）、2008年岩手・宮城内陸地震（M7.2）、
2011年福島県浜通り地震（M 7.0）と5～3年間隔
で広範囲な地域でばらばらに起こっている。
このうち2000年鳥取県西部地震と2005年福岡

県西方沖地震は活断層の知られていないところ
で起こった。

心配なのは活断層が多数見つかっている
中部・近畿地方の内陸断層型地震



近畿・中部
地方

39～82

全国の主要98

断層帯のなか
で41断層帯が

近畿・中部に
ある。(No.40,

43, 44は新潟・

関東地方） 。



過去111年の
地殻変動

東西方向に１×１０－７

/年の縮み変化

早ければ1000年に1度
同じ場所で地震が発生



10年間の基線長変化(福知山－彦根）

東北地方太平洋沖地震(M9.0)

2006年4月17日～2016年4月30日



過去500年以内に西日本で活動した活断層
（小田切・島崎(2001)および地震調査委員会「長期評価」による）

ⅰ 阿寺断層帯主部1586年（天正13年）天正地震
ⅱ 濃尾断層帯主部（根尾谷断層、梅原断層）および温見断層北西部

1891年（明治24年）濃尾地震
ⅲ 木津川断層帯1854年（安政元年）伊賀上野地震
ⅳ 三方断層帯、花折断層帯北部 1662年（寛文2年）の地震
ⅴ 有馬-高槻断層帯1596年（慶長元年）慶長伏見地震
ⅵ 六甲・淡路島断層帯主部1995年（平成7年）兵庫県南部地震
ⅶ 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁-石鎚山脈北縁東部)

（16世紀の地震）



活断層の集中している近畿地方で
次に動くのは京都地方か

若狭湾かはわからないが・・・
• 京都付近の最近の地殻内断層地震は、1830年8月19日(文政13
年7月2日）の亀岡を震源とするM=6.5の地震 (文政京都地震)。
死者約280名、二条城や御所も多大の被害。

• その前の地震は1662年6月16日（寛文2年5月1日）のM=7.5の
地震(寛文地震)。京都で町屋倒壊1千、死者200余。

• それ以前の京都付近の地殻内断層地震を見ると、次のような
地震が起きている。

• 1596年9月5 日：慶長伏見地震(M=7.5）、

• 1449年5月13日：( M 5¾～6.5）、1317年2月24日：(M=6.5～7.0)

• 1185年8月13日：(M≒7.4)、 976年7月22日：(M≧6.7）

• 京都は、ほぼ150～200年の間隔でM6～7の地殻内断層地震に
見舞われている。もうぼつぼつ起こっても不思議はない。



花折断層

永観堂
見返りあみだ

花折断層（南部）は、京都市内で京大農学部東
の京大グランドに東端を通り、そこから南に吉
田神社の入口前から永観堂の後ろを抜けて、
南禅寺に至る。永観堂の見返りあみださんは、
「次に、この活断層が動くのは何時だろうか」と
気にしながら後ろを振り返っているという・・・。

（尾池和夫・元京大総長談）



わが国の地震予知研究の事はじめ

昭和18(1943)年9月：鳥取地震(M=7.2）の際に、震央
から60km離れた生野鉱山で異常傾斜変化が観測さ
れた（京都大学）。

1962：地震予知のブループリント
（坪井忠二、和達清夫、萩原尊礼）

1965：地震予知計画の発足、その根拠になったのは、



わが国の地震予知計画は兵庫県南部地震で破綻

（1995年1/17～1/18

の余震をプロット）
（気象庁データによ
る）

本震（M7.3） ：
1995 (平成7)年
1月17日05:46

（日本時間）

防災科学技術研究所（http://www.hinet.bosai.go.jp/about_earthquake/sec7.1.html）

兵庫県南部地震の本震と24時間以内の余震分布

六甲高雄観測室

●



合成開口レーダーSAR (Synthetic Aperture Radar)

Nature誌の表紙を華々
しく飾った フランスの

Massonnetらの成果

(1993年7月）



1992年6月28日ランダース地震（M=7.3)

の干渉SARで得られた変位パターンと
くいちがいの弾性論に基づく計算結果



干渉SARとGPSで得られた兵庫県
南部地震前後の変位パターン

SAR: Synthetic Aperture Radar(合成開口レーダー)

GPS: Global Positioning System(全地球測位システム）



兵庫県南部地震





レーザー歪計9年間の記録



STRAIN

ORIGINAL

TREND

TIDES

RESPONSE

TEMP

BARO

Jan.10           11              12               13              14               15              16         17

0.2℃

5hPa

Jan.10           11              12               13               14               15              16         171995

EXT.

5×10-8

CONT.

TREND(2)

兵庫県南部地震の予知はできなかった！
京大防災研・理学部では、新神戸駅から2kmほど北に

上がった新神戸トンネル内の六甲高雄観測室でレー
ザー伸縮計を用いた高精度地殻変動精密観測を続け
ていたが、地震の前兆的変化は捉えられなかった。



00:00, JAN 16 - 05:45, JAN

00h,
JAN 16

00h,
JAN 17

5×10-8

0.25℃

5hPa

Eq.  05h46m

TREND

TIDES

RESPONSE

TEMP

BARO

STRAIN

ORIGINAL

TREND(2)



兵庫県南部地震前10年間の微小地震活動

（石川有三・中村浩二）



兵庫県南部
地震までに
認識されて
いた近畿お
よびその周
辺の活断層

藤田和夫編著
アジアの変動帯
（1984）より引用

近畿地方では山崎断層や三峠断層が注目されていた。六甲断層系と淡路島
の断層系がいっしょに動いてM7.3 の地震が起こるとは予測されていなかった。



地表地震断層の調査で震源
断層の長さがわかるか？

兵庫県南部地震の場合、地表に地震断層が現れtのは、
淡路島北部の野島断層だけであった。



活断層が知られて
いない場所でも直
下型地震は起こる
鳥取県西部地震(M7.3)

2000年10月6日13時30分



福岡県西方沖地震
2005年3月20日の福岡県西方沖地震（M7.0）は、近くの陸域には警
固（けご）断層という活断層が認められれていたが、地震はその北
西延長上の玄界灘の地震空白域で発生した。この地震の余震域と
警固断層が直線上にほぼ連続していることから、2005年の地震後
は、一連の活断層帯であると考え、これらをまとめて警固断層帯と
して扱っている。

第163回地震予知連絡会
資料(平成17年4月7日)

若狭湾の活断層が連動し
て動く可能性は十分考え
られるし、既知の活断層の
延長上を含めていっしょに
割れる可能性も考えてお
かなければならない。



大飯原発周辺の活断層

・上林川断層や山田断層の延長上の空白域における地震発生
の可能性は警戒すべき。



共役（共軛：きょうやく）断層

水平方向の同じ圧縮
（または引っ張り）力が
働いたとき、互いに断
層面が直交し、ずれの
向きが逆向きになる断
層の組のこと。郷村断
層と山田断層の走行
は約90°ずれており、

主圧力の方向と互いに
約45°ずれているのは、
その典型的な例。

FO-B、FO-A、熊川断層を含

む想定地震と上林川断層も共
役断層と考えることができる。



ＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層の
3連動の想定地震

・想定地震の断層面は、
既存のＦＯ－Ｂ、ＦＯ－Ａ及
び熊川断層の3つの活断
層をつなぐ位置に仮定。
・１～9は、想定地震動の
計算に用いられた破壊開
始点の位置。
・断層面はこの位置を通り
、基本的に鉛直方向（断
層傾斜角90°）である。
・アスペリティの領域は薄
い緑色で示されているが、
この範囲が唯一解ではな
い。



基準地震動

• 関電はこの3連動の想定地震モデルに基づいて、大飯
原発の基準地震動（最大加速度）を856ガルと設定して
いる。

• 2008年6月14日に起きた岩手・宮城内陸地震（M7.2）の
際に防災科技研の一関西観測点（岩手県一関市厳美
町祭畤（まつるべ））で観測された4022ガルの地震加速
度が世界最大の加速度としてギネスブックの認定を受
けた。

• 2007年 7月 16日に起きた新潟県中越沖地震 （M6.8）
の際に震源から16km離れた柏崎原発 1号機解放基
盤表面で1699ガルの地震加速度、 3号機タービン建屋
1階で2058ガルの地震加速度を観測している。



地震で石が跳んだ！

黒磯章夫・伊藤潔・飯尾能久・梅田
康弘・村松郁栄:『1984年長野県西部
地震の地変および大加速度域の調
査』 ,京都大学防災研究所年報,

28号 B-1,(1985),171-184.

M 6.8の地震でも場
所によっては15000

ガル以上の加速度
が働く。



飛び石現象の関電側の主張
●関電側は、翠川ほか（1988）の研究を引用して、「長野
県西部地震（M6.8)で見られた石の跳躍現象は、「地球
の重力加速度の2倍（1,960ガル）程度でこのような現象
は起こりうる」と述べている。

●原告側が、「M6.8の地震でも場所によっては15000ガ
ル以上の加速度が働く」と述べたのに対して、関電側が
「1960ガルでもこういう現象が起きる」 と述べたのは、
重要なポイント。

●M6.8の地震でも震源近くでは1960ガルが働くと認め
ながら、FO-B～FO-A断層と熊川断層の連動を考えた
想定地震（M7.8)で、地震から最短距離3kmの大飯原発
で最大加速度を856ガルとしているのは矛盾している。



鳥取県中部のM6.6の地震

2016年10月22日 朝日新聞大阪本社版朝刊3面



南海トラフの海溝型巨大地震と
日本海側西部の地殻内断層地震

1925年 北但馬地震（M6.8）
1927年 北丹後地震 (M7.3) 

1943年 鳥取地震 (M7.2) 

1944年 東南海地震 (M7.9、Mw8.2)

1946年 南海地震 (M8.0、Mw8.4)

1948年 福井地震 (M7.1) 

1963年 越前岬沖地震 (M6.9)

2000年 鳥取地震西部地震 (M7.3) 

2016年 鳥取地震中部地震 (M6.6)

ーーー 若狭湾の地殻内断層地震（？）
2038年（？） 南海トラフの海溝型大地震(＞M8.0)



福井地裁の判決では、
●樋口裁判長の見解は、「地震大国日本において、基
準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないという
のは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準
地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による
重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険
は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的
で切迫した危険と評価できる」と述べている。
==

========================================

●これに対して、いまの原子力規制委員会の見解は、
「千年や万年に一度起る地震・津波・火山災害の影響を
恐れて、原発稼働を認めないのはもったいない」という
考え方である。

こんなことでいいのか？



原子力規制委員会は原発推進委員会か？

●規制委員会の新規制基準には、「原子力施設の設置
や運転等の可否を判断するためのもの」で、「絶対的な安
全性を確保するものではない」と書かれている。 つまりこ
こは、「安全審査」ではなく 「適合性審査」を行うものであ
るのだ。

●規制委員会は、原発稼働にお墨付きを与えるための委
員会であるから、電力会社が対応可能な改善策を提示し
て、その対応を見たうえで 「運転にあたり、求めるレベル
の安全性は満足した」という審査書を出すことになる。

●これは、 2014年5月21に福井地裁で原告側勝利の判

決を言い渡した樋口英明裁判長の判決文と１８０°違う方
向を向いている。



原子力規制委員会現メンバー

田中俊一委員長 学歴：東北大工(原子核工学科) 卒
前職：日本原子力研究所副理事長

更田豊志委員 学歴： 東工大院理工学研究科博士課程
前職： （独）日本原子力研究開発機構

原子力基礎工学研究部門副部門長

田中 知委員 学歴：東大・院工学系・博士課程
前職：東大教授（原子力国際専攻）

石渡 明委員 学歴：東大・院理学系博士課程（地質学）
前職：東北大教授（地球化学）

伴 信彦委員 学歴：東大・院医学系修士課程
前職：東京医療保健大学東が丘看護学部教授

物理（もののことわり）が判る委員がいないのが致命的



地震大国ニッポンにおいて
原発稼働は土台無理スジ！

●地震問題のほか、津波・火山
や放射性廃棄物の問題も解決
していない。

●現世代の負債を可愛い孫の
世代に残してもよいか？

●より詳しくは、「日本の原発と
地震・津波・火山」（マニュア
ルハウス、1000円）を参照
していただきたい。



日本海側の津波について

「日本海における
大規模地震に関
する調査検討会」
第8回会合の公式
見解
（2014年8月26日）

朝日新聞
2014年8月27日朝刊



西日本の日本海沿岸部の地震に
伴う津波は過小評価ー島崎邦彦

島崎(2016）によれば、日本海西部（能登半島以西）の

「最大クラス」津波は、過小評価であり再検討が必要
である。過小評価の原因は、入倉－三宅の式 (2001)

を採用していることにある。この式は、断層面積から地
震モーメントを推定しているが、西日本に多く分布する
高角の断層では、断層の長さから地震モーメントを求
める武村の式(1998 )を用いれば、同じ地震でも地震
規模（地震モーメント）が4倍近くになり、津波高も大幅
に高くなる。



火山の影響

西日本火山帯 東日本火山帯

（テキストの132～159ページ参照）



原発に影響する巨大

噴火「兆候予測困難」

原子力規制委員会は2014年8

月25日、原発に影響する巨大噴
火の判断方法について、火山学
者らによる検討チームの初会合
を開いた。九州電力川内原発
（鹿児島県）の審査で、兆候をと
らえれば巨大噴火に対応可能と
されたことについて、複数の火
山学者が「現在の火山学で巨大
噴火の兆候をつかむことは困
難」と批判した。

朝日新聞ディジタル（8月25日）

（例）およそ7,300年前、鬼界
カルデラの激しい噴火で島の
大部分が失われて海底に巨
大なカルデラが形成された。



高レベル放射性廃棄物ｰガラス固化体
使用済核燃料を再処理した後に強い放射能を含む廃液が残るが、これを濃縮
し、ガラス成分と混ぜ、溶かしたものをステンレス製キャニスター（容器）に注入
し固化させる。六ヶ所再処理工場にある海外の再処理工場から返還されたガ
ラス固化体は直径43cm、高さ134cm、総重量約500kg（正味重量400kg）であり
ドラム缶より細長く、容量は少し小さい。当初の表面温度は200℃以上になる。



国の最終処分法の骨子（2000年6月）
・使用済み燃料の再処理後の高レベル放射性廃棄物を
対象として「最終処分」を行う。
・ 最終処分は、地下 300 メートル以上の深さの地層に
10万年以上にわたって安全確実に埋設する形で行う。
・ 地層処分の実施主体としてNUMO（原子力発電環境
整備機構）を設置し、NUMO は、概要調査地区の選定
に当たっては、全国の市町村から公募を行う。
・ 発電用原子炉設置者は、高レベル放射性廃棄物の最

終処分に必要な費用を拠出しなければならない。その
資金を積立金として管理する業務は「原子力環境整備
促進・資金管理センター」が担当し、経済産業大臣の承
認のもとに、NUMO に資金を提供する。
・ 法律の施行後 10 年を経過した時点で、必要であれば
法律の規定を見直す。



日本学術会議：（回答）「高レベル
放射性廃棄物の処分について」

1．高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策の抜本的
見直しが必要。

2．現代の科学・技術的能力では、千年・万年単位の安全
性が必要な地層処分に伴う危険性を完全には除去で
きないことの認識。

3. 暫定保管と総量管理を柱とした政策の再構築。
4．負担の公平性に対する説得力ある政策決定手続きの
必要性。

5．国としての政策から具体的な処分地の選定まで、多段
階に討論の場を設けて、合意形成を図ることが必要。

6．問題解決には長期的な粘り強い取組みが必要である
という認識。 （2012年9月11日）
（内閣府原子力委員会委員長からの依頼に答えて）



核のごみ対策 再稼働条件に
学術会議 再提言へ

2015年2月15日朝刊

学術の立場から国に政策提言などを行う日本学術会議
（大西隆会長）が、原発から出る「核のごみ」対策を政府と

電力会社が明確化することを原発再稼働の条件にすべき
だとする政策提言案をまとめたことが分かった。 2月17

日に同会議の検討委員会で議論し、3月にも正式に公表

する予定で、世論形成や国の政策に一定の影響を与え
そうだ。
学術会議は2012年にも「核のごみ」政策の抜本的見直

しを提言しており、あらためて政府に改善を促す異例の対
応。高レベル放射性廃棄物の処分問題に進展がないま
ま再稼働を進める国の姿勢を「将来世代に対する無責任
」と批判しており、新増設も容認できないと強調している。



バンドー神戸青少年科学館を訪問

2万年前（第四紀）
最終氷期には、海面は現在
より100メートル以上も下がり、
日本は大陸と対馬海峡で陸続
きになった。
北海道や東北の北部、日本
アルプスの高山には氷河がで
きた。
九州では火山の大爆発が起
こり、火山灰を日本中に降ら
せた。やがて、海面が上昇、
およそ1万年前に、ほぼ現在
の姿となった。

そこに下記の展示があった。

2015年3月26日



おわりに
2011年東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原発の
事故は、その前後で価値観が180度変わったということで

「戦後」と同じである。福島の事故は想定外で、例外中の
例外ではなく、若狭湾の原発群も同じような危険性を有し
ている。福島事故直後は原発から脱却しようという声が全
国的に高まったが、時間の経過とともに「のどもと過ぎれ
ば何とやら」ということで、この声も次第に細くなってきた。
安倍総理はこれをいいことに「地元の合意が得られたとこ
ろから原発を再稼働する」という方針で進んでいる。
第二次大戦は広島と長崎の2発の原爆を受けて終結し

た。原発も、もう一度事故が起きるまで、安倍総理は懲り
ないのかも知れない。しかし、これは、可愛い孫の世代の
ために、断じて許せない。


