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　第 1部　川内原発直近の巨大活断層

　1. 驚くべき地震調査委員会報告書

　2013 年 2 月 1 日、文部科学大臣を本部長とする政府の地震調査研究推進
本部地震調査委員会は、全国活断層の再評価の第一弾として、九州の活断層
16 カ所について発表しました。2010 年から作業を進めてきたものです。
　川内原発周辺の活断層については、甑断層帯と市来断層帯の報告書で、詳
細な記述があります。主に九電から生のデータを入手し、大学研究者を始め
とする専門家が独自に評価したものです。驚くべきことに、この地震調査委
員会の報告では、これまで九電の公表してきた活断層の長さを大幅に見直し、
起こりうる地震の規模も最大 11 倍に大きくなったのです。

図 1. 甑断層帯と市来断層帯の報告書（地震調査委員会HPより）

　はじめに

　福島第一原発事故は、原発がひとたび事故を起こせばとてつもない被害を
生みだすことを、日本中に知らしめました。いま多くの人が、原発の危険性
を身近に感じ、全て廃炉にしなければならないと思い始めています。
　しかし、原発利権に群れ集まった電力会社を中心とする原子力ムラの人々
は、原発にしがみつこうとしています。2013 年の秋から、順次再稼働をし
ていこうという考えのようです。
　鹿児島県薩摩川内市の川内原発 1、2 号機が、再稼働の一番手に上げられ
ています。その理由は、「大きな活断層がない」というものです。
　ところが、2013 年 2 月 1 日、文部科学大臣を本部長とする政府の地震調
査研究推進本部地震調査委員会は「（九州電力の活断層評価が）とにかくひ
どいものである」という委員の意見とともに、原発周辺の活断層のこれまで
の評価を大幅に見直し、さらに調査を求める報告書を発表しました。
　また、3月 28 日には、原子力規制委員会・火山影響評価ガイド（案）が
発表されました。原発から半径 160 キロ内の活火山を対象とするもので、多
くの活火山を有している鹿児島で、かつ幾度も火砕流に襲われている川内原
発が「立地不適」であることは明らかです。
　原発は、使用済み核燃料、温廃水、平常にも放出される放射能など様々な
問題を抱えていますが、このパンフレットでは、活断層と、火山を中心に見
ていきます。
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　2. これまでの九電の活断層評価

　九電は原子炉の設置許可申請段階で地質調査をし、さらに 2006 年に新耐
震指針が示されると新たに海域も含めて調査し、断層評価をしてきました。
それが図 2です。
 

図 2. 九電が示してきた断層図（2008.3.31）（地震調査委員会HPより）
※緑線　2号炉設置許可段階、赤線 新耐震指針に基づく追加評価

　九電が公表してきた原発近くの断層の長さと、想定する地震の規模は表 1
の通りです。

表 1. 九電の活断層評価

断層名 断層長さ マグニチュード
F-A 断層 18km 6.9
F-B 断層 15km 6.8
F-C 断層 16km 6.8

五反田川断層 19km 6.9

　3. 地震調査委員会の評価

　①甑断層（F― A断層、F― B断層）
　地震調査委員会の示した断層図を見ていきましょう。
　九電がF―A断層、F―B断層と二つに分けていたものを、甑断層としてひ
と繋がりのものとして把握し直しました。活断層の長さは、九電のF―A断
層18kmとF―B断層15kmを合わせたよりも長い39kmとしました。地震の規
模は断層の長さによって決まってきます。長い断層が地震を起こせば、それ
だけ大きな揺れになります。マグニチュードも7.5と、九電が想定していた
より0.6も大きくしました。マグニチュードは1大きくなると、地震規模は32
倍になります。0.6大きくなると8倍の地震規模になります。
　また、地震によって上下方向の断層のずれ 4mが想定されます。地震調査
委員会は「地震に伴う津波の発生の可能性を検討する必要がある」と述べて
います。

図 3. 地震調査委員会が示した甑断層
（地震調査委員会HPより）

表 2. 地震調査委員会の甑断層の活断層評価

断層名（九電名） 断層長さ マグニチュード ズレ
甑断層（F-A、F-B） 39km 7.5 4m
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　②甑海峡中央断層（F― C断層）
　九電がF―C断層と呼んでいるものです。九電は細かい 4本の線を引いて
いただけでしたが、地震調査委員会は断層の線を大胆に引き直しました。活
断層の長さは、九電のF―C断層 16kmよりもずっと長い 38kmとしました。
マグニチュードも 7.5 と、九電が想定していたより 0.7 も大きくしました。九
電の想定より 11倍大きな地震が来ることになります。また、地震によって上
下方向の断層のずれ 4mが想定されます。
　③五反田川断層
　五反田川断層については、九電と同じ呼び名です。この断層は、九電がほ
ぼ陸上部にとどまるとしていたのに対し、地震調査委員会は西方沖の甑海峡
中央断層まで達すると見直しました。活断層の長さも九電の 19kmから 25km
へと長くしました。マグニチュードは九電の 6.9 から 7.2 とされ、地震規模は
九電の想定より 3倍大きくなります。地震によるずれは 3mが見込まれます。

図 4. 地震調査委員会が示した甑海峡中央断層と五反田川断層（地震調査委員会HPより）

表 3. 地震調査委員会の甑海峡中央断層と五反田川断層の活断層評価

断層名（九電名） 断層長さ マグニチュード ズレ
甑海峡中央断層（F-C） 38km 7.5 4m

五反田川断層 25km 7.2 3m

　4. 九電と地震調査委員会、比べれば一目瞭然

　九電と地震調査委員会の図を比べて見れば一目瞭然。九電がいかに原発周
辺の活断層を意図的に短くしていたかが分かります。

図 5. 九電の断層図 ( 青木幸雄氏作成 )

図 6. 地震調査委員会の断層図 ( 青木幸雄氏作成 )

表 4. 九電と地震調査委員会の各断層評価の比較

断層名（九電名） 断層長さ マグニチュード ズレ
甑断層（F‐A、F‐B） 18kmと 15km→ 39km 6.9 → 7.5 4m
甑海峡中央断層（F‐C） 16km→ 38km 6.8 → 7.5 4m

五反田川断層 19km→ 25km 6.9 → 7.2 3m
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　5. 衝撃の委員会議事録

　①委員の発言「とにかくひどい」

　さらに、地震調査委員会の議事録を見ると、衝撃的な言葉が並びます。
 　「（九電の）解釈はとにかくひどいものである」「最もひどいのは、地表面（海
底面）にまで断層変位が及んでいるにも関わらず、断層の存在をまったく無
視していることである」とまで、委員は口にしているのです。これがこれま
でまかり通ってきたことなのです。

図 7. 地震調査委員会の議事録（2012.7.26）

　②委員の発言「他にも活断層がある」

　見過ごせないのは、「生のデータを見ると、『活断層が存在することは明ら
か』である」「さらには、『他にも多数の活断層がある』」と述べている点です。
これまで九電が示してきた以外にも活断層があるということなのです。

図 8. 地震調査委員会の議事録（2012.7.26）

図 8. 地震調査委員会の議事録（2012.7.26）

委員 : 参考資料 3-1-2 の解釈はとにかくひどいものであるが、だからと言って、本

分科会において全てのデータを再解釈することは不可能である。最もひどいのは、

地表面（海底面）にまで断層変位が及んでいるにも関わらず、断層の存在をまっ

たく無視していることである。

委員 : 問題は、ある報告書に書いてある通りにするか、あるいは参考資料 3-1-2 の

ような生データを見て、もう一段階踏み込むかということである。今回のように、

生のデータを見ると、「活断層が存在することは明らか」であるので、本分科会が

このような新たな解釈を行って良いのかということを決めなければならない。さ

らには、「他にも多数の活断層がある」ということを指摘する段階まで踏み込むの

か、ということも考えなければならない。本分科会がデータをどのように扱った

のかと聞かれたときに、明確な答えを持っておく必要がある。

　③委員の発言「F― Aの東端はどこか」
　また、「例えば『F―Aの東端はどこか』などの読み直しが必要となる」
という委員の発言もあります。F―A断層（甑断層）が東に延びる可能性
を指摘するもので、延びれば川内原発に一層近づきます。
　「F― C断層がさらに北へ延びる可能性についてはどうするか」という委
員の発言もあります。F― C断層（甑海峡中央断層）が北へ延びれば、こ
れまた川内原発に近づきます。F― C断層が北へ延び F―A断層を止めて
いる可能性も指摘されます。
 

図 9. 地震調査委員会の議事録（2012.6.25）

図 10. 地震調査委員会の議事録（2012.6.25）

　6. まとめ

　地震調査委員会の報告は、これまでの九電の活断層評価がいかにいい加減
であったかを明らかにしました。まとめると、1活断層の長さ、マグニチュー
ドが大幅に変更された、2他にも活断層がある、3甑断層、甑海峡中央断層
がさらに川内原発に近づく可能性がある、ということです。きちんと再調査
もせず、このまま原発を再稼働させるなど、あっていいものでしょうか。

委員 : 電力会社の資料を見る限り、市来断層の延長部の海域には、少なくとも何条

かの活断層がある。そのような点では、参考資料 6-1 の解釈には、非常に大きな

問題があることは否めない。ただし、これらの問題点を指摘していくと、例えば「F-A

の東端はどこか」などの読み直しが必要となる。それは膨大な作業量となるだろう。

委員 :F-C 断層がさらに北に延びる可能性についてはどうするか。

主査 :F-C 断層が F-A 断層を止めているということか。

委員 : そのように見えるということである。

事務局 : そのような可能性があるということである。
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2. 鹿児島に連なる火山フロント

　日本列島の周辺では、4つのプレートがぶつかっています。プレート境界
から一定の距離を置いて火山が生まれ、鹿児島には火山フロントという火山
の列が形成されています。

 

　　　　図 2. 4 つのプレート   

図 3. 火山の形成（気象庁HPより） 

図 4. 火山フロント
（鹿児島県総合教育センターHPより）

　第 2部 川内原発を幾度も襲った火砕流

　1. 原子力規制委員会が火山基準を策定

　これまで、地震に対する指針はあったのですが、火山に関するものはあり
ませんでした。様々な提言を受けて、2013 年 3 月 28 日、原子力規制委員会
より、「原子力発電所の火山影響評価ガイド（案）の概要」が示されました。
　原発から半径 160 キロ内の活火山を対象とするもので、原発に到達する火
砕流が発生した場合は、対策をとることがそもそも不可能なので、火砕流が
発生する可能性が「十分小さい」と評価できない場合は「立地不適」と判断
され、既存原発なら廃炉を迫られる、としています。
　川内原発のある鹿児島県は、日本有数の火山県です。今も多くの活火山を
有しています。さらにこれまで、川内原発は幾度も火砕流に襲われています。
川内原発は、廃炉にされなければなりません。
　以下、鹿児島の火山について見ていきます。

図 1. 原子力発電所の火山影響評価ガイド（案）の概要（原子力規制委員会のHPより）
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3. 南九州のカルデラと火砕流

　多くの活火山を有する鹿児島ですが、中でも大規模爆発を起こしたカルデ
ラがいくつも存在しています。大規模爆発では半径 100kmにもおよぶ広範
囲に火砕流が到達し、7000 年前の鬼界カルデラからの幸屋火砕流では南九
州の縄文文化が滅んだとまで言われています。ほぼ鹿児島県全土を覆うシラ
スは入

い と

戸火砕流です。

図 6. 鹿児島県全土を覆うシラス
（『シラス災害』より）

図 5. 南九州のカルデラ
（『死都日本』より）

表 1. 主なカルデラと火砕流 

カルデラ 火砕流 時期
鬼界カルデラ 幸屋火砕流 　 7000 年前
姶良カルデラ 入戸火砕流   27,000 年前
阿多カルデラ 阿多火砕流 105,000 年前
加久藤カルデラ 加久藤火砕流 330,000 年前

　4. 川内原発周辺に見られる火砕流

　このうち入戸火砕流と阿多火砕流は川内原発付近まで到達したことが明ら
かになっています（九電「川内原子力発電所 敷地周辺・敷地近傍の地質・
地質構造」2009.7）。入戸火砕流については、川内原発の南 2kmの寄田地区
に高さ 10mほどの露頭、東 5kmの高江地区には 4mほどの堆積が確認され
ています。

図 7. 九電による川内原発周辺の地質図 （2009.9.18）

　九電は、入戸火砕流、阿多火砕流の堆積物が敷地内にないことをもって、
影響は小さいと評価してきました。

図 8. 九電の火山に関する見解
（2009.4「3 号機増設に係る環境影響評価準備書についての意見の概要と当社の見解」）

4. 火山に対する影響については、発電所敷地周辺において文献で指摘されている

火山はありますが、火砕流堆積物が敷地に認められない等から、敷地への影響は

ないと考えております。
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　5. 立地不適、廃炉にされるべき川内原発

　たとえ敷地内に見られなくとも、原発よりわずか 2kmの地点に火砕流堆
積物の露頭 10mがあれば、同規模な火砕流が襲えば川内原発が壊滅するこ
とは確実です。100 人火山学者がいれば、100 人とも認める事実です。
　ここで、2013 年 3 月に原子力規制委員会が示した「原子力発電所の火山
影響評価ガイド（案）の概要」を見てみましょう。

図 9. 原子力発電所の火山影響評価ガイド（案）の概要 p8

　火砕物密度流とは、火砕流のことです。姶良カルデラの地下のマグマだま
りには、今も大量のマグマが供給され続けています。「大規模噴火による影
響が及ばない」ことは、ありえません。

図 10. 原子力発電所の火山影響評価ガイド（案）の概要 p9

 川内原発は、この火山基準によって、廃炉にされねばなりません。

将来の火山活動可能性があると評価された火山について、原子力発電所の運用期
間中において、以下の設計対応が不可能な火山事象が発生する可能性が十分小さ
いか評価を行う。
1. 火砕物密度流
2. 溶岩流
3. 岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊
4. 新しい火道の開通
5. 地殻変動
火山事象が発生する可能性が十分小さいことの評価は、現在の火山状況調査から対
象火山が安定しており、大規模噴火による影響が及ばないと評価されることをいう。

検討対象火山の推定される最大噴火規模において、設計対応が不可能な火山事象
が原子力発電所に到達する場合は、立地不適と評価する。

原発が廃炉にされる 5つの理由

1.　大事故が付き物の原発
福島第一原発の大事故に見られるように、人間の作った機械は、
故障や事故が付き物です。原発が他の機械と違うのは、一度の事
故が壊滅的な被害を及ぼすという点です。

 2.　使用済み核燃料の非倫理性
強い放射線を出し続ける使用済み核燃料の行く先がどこにもない
原発は、トイレのないマンションと言われてきました。核のゴミを、
原発稼働によって増やし続け、未来世代に残すことは、非倫理的
です。

3.　海を破壊する温廃水
2009 年、川内原発の温廃水放水口のある寄田海岸では、サメ、エイ、
ダツの死亡漂着が数百匹。ワカメ、ヒジキなどの海藻も全滅。周
辺漁協では漁獲が5分の1に激減しました。海が破壊されています。

4.　平常の運転でも放射能を垂れ流し
微量と言いながら、平常の運転でも大量の放射能が環境中に放出
されています。ドイツでは国の調査で、周辺 5kmの小児白血病が
2.19 倍、10kmでは 1.33 倍に上っています。薩摩川内市一人当たり
の医療費も全国平均の 2.5 倍です。健康が蝕まれています。

5.　役に立たない防災計画
福島原発の事故では、放射能の 90%が偏西風に乗って太平洋に飛
んで行きました。西日本の原発の事故では、偏西風によって大部
分の放射能が陸地に降り注ぎます。半径 30 キロ圏内の防災計画で
は何の役にも立ちません。「原発を廃炉にすることが、唯一の防災
計画」なのです。




