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「理事地位不存在確認請求」裁判

の判決 

 標記の裁判につきましては、既に理事会報告な

どでお知らせしておりましたが、去る平成 26 年 9 月

30 日にその判決が下り、連盟の勝訴ということにな

りました。その後、14 日間が経過し、判決が確定い

たしましたので、これまでの経緯および判決の概要

等につきまして、お知らせいたします。 

 去る平成 25 年 8 月、庄野久男氏ほか 103 名の

原告団による「理事地位不存在確認請求」の訴訟

が提起され、東京地方裁判所から次のような概要

の訴状が届きました。 

1.請求の主旨 

  原告らは、被告に対し、稲毛章氏、伊部雅一氏、

吉沼勝美氏、高尾義則氏、河喜多勝氏、宮川香

枝子氏及び前川公男氏が、被告の理事の地位に

ないことを確認する。 

2.事案の概要 

  被告の理事は選挙により選出された理事候補

者から社員総会の決議により選任されるものとされ

ているところ、平成 24 年 4 月に行われた理事候補

者選挙は選挙権を有しない者に選挙権を与えて

実施されたことから同選挙は無効であり、当選者は

有効な理事候補者とは言えないため、ひいては社

員総会の同人らを選任する決議も効力を有しない

ことから、同選挙にて理事候補者として当選した者

たちが理事の地位にないことの確認を求める。  

 これに対し、連盟といたしましては、原告側の主

張を全面的に争うこととし、必要な措置を講じた結

果、平成 26 年 9 月 30 日にその判決が下されまし

た。 

判決の内容 

1.主文 

  本件訴えをいずれも却下する。 

  訴訟費用は原告らの負担とする。 

2.判決の概要 

裁判所は 「本件訴えは確認の利益を欠き不適法

か」という争点について、つぎのとおり判断しました。 

 すなわち、平成 26 年 6 月 15 日に被告の定時社

員総会が開催され、新理事が適法に選任された。

したがって、現時点において地位確認の対象であ

る 7 名が、理事の地位にあること(高尾氏、河喜多

氏及び前川氏)または同地位にないこと(稲毛氏、

伊部氏、吉沼氏及び宮川氏)は明らかであり、判決

によって裁判所がその地位を確認するまでもない。

よって、原告による訴えは確認の利益を欠き不適

法である旨の判断がなされました。  

 会員の皆様には、裁判の経過をお知らせすると

ともに、これまでどおり関係法令ならびに連盟定

款・規則等に則り、連盟の事業そしてアマチュア無

線の発展向上に努めて参りますので、より一層の

ご理解とご支援をお願いする次第です。 

Jarl Web より転載 

 

ソーラー発電からのノイズ障害 

アマチュア無線局の近くに設置された「ソーラー

発電（太陽光発電）システム」から発生するインバ

ーター系のノイズが、アマチュア無線バンドに混入

する事例が増えている。東京都町田市のアマチュ

ア無線家、JQ1BWT・澤田淳一氏は、この「ソーラ

ー発電システム」からのノイズ障害について、ブロ
グで広く情報募集を行っている。 

アマチュア無線や BCL を楽しむうえで、昨今問

題になっているのが「短波帯などへのノイズ（雑音）

混入問題」だ。住宅地では、さまざまな電気機器か

ら発生するノイズが、お目当ての局の信号をかき

消してしまうケースも少なくない。なかでもソーラー

発電（太陽光発電）システムからのノイズ障害は深

刻で、アマチュア無線の運用や短波受信などの大

きな障害となっているケースもあるという。 

 東京都町田市の JQ1BWT・澤田淳一氏は、2011

年末に隣のアパートに突然設置されたソーラー発

電システムから発生したノイズで、アマチュア無線

局の運用に大きな支障が発生した経験の持ち主
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だ。その後、発電システムのメーカーやアパート管

理会社と粘り強い交渉を行い、また技術者としての

知識を駆使し見事解決することができた。この模様

は同氏のブログや、三才ブックス発行のムック「ラジ

オライフ DX」に掲載されている。 

 ところが 近、同じアパートに発電システムのパ

ネルとパワーコンディショナーが増設されてしまい、

再度対策に乗り出した。これを機に、法改正への

運動を視野にブログで広く「ソーラー発電システム

からのノイズ障害」に関する情報の募集を始めた。 

・JQ1BWT・澤田淳一氏のブログ「BWT Lab.」 

http://bwt.blog.so-net.ne.jp/ 

・メールアドレスは「sawada@bwt.jp」 

 

圏外でも使える「スマホケース」 

山や渓流などのレジャーシーンでスマートフォンを

連絡に使うのはもはや当たり前の風景ですが、そ

れでもやっぱり怖いのは電波が届かないこと。電波

がなければ、スマホもただの板切れ…とまでは言

いませんが、かなり困っちゃいますよね。 

でも、このスマートフォンを無線トランシーバーに

変身させる「Beartooth」ケースを持っておけば、電

波の届かない山奥でも仲間とコミュニケーションが

とれるのによさそうなのです。 

 Beartooth は通話・暗号化したメッセージの送

受信・自分の居場

所の通知、SOS メ

ッセージの送信ま

でが可能になりま

す。無線は数キロ

まで届くとのこと

で、あまり離れると

お互いに通信で

きない可能性もあ

りますが、仲間内で使うには十分でしょう。SOS メッ

セージは体力に自身がない人にとって非常に安心

できるものとなりそうですね。 

現在Beartoothは仮予約を受付中。ですがFCC

の認可が下りていないため、販売はまだ無理。もち

ろん日本での利用も当分先になります。単純な連

絡手段に役立つのはもちろん、もしかしたら野外で

のかくれんぼ、みたいな使い方もできるかもしれま

せんね。 

ここでも気になるのはやはり、日本の電波法令

のもとで使えるようになるのか？でしょう。ハードル

は高そうですが、電波行政が変わるか、デバイス

側の仕様が変わるか、うまい解決法はないものでし

ょうか。 

製品名 Beartooth 

メーカー Beartooth Radio 

http://www.beartooth.com/#about 

 

総務省、基地局申請受付を開始 

3,480MHz を超え3,600MHz 以下の周波

数の割当て. 

総務省は 26 日、第 4 世代移動通信システムの導

入のための特定基地局の開設計画の認定申請の

受付を開始した。受付期間は 10 月 27 日 17 時 15

分まで。総務省本省（総合通信基盤局）、総合通

信局、沖縄総合通信事務所のいずれかで受け付

ける。  

 第 4 世代移動通信システム（4G）は、 大 1Gbps

の高速通信と、周波数の異なる複数の通信波を束

ねて高速化を図るキャリアアグリゲーションを実現

することが特徴。こうした技術を早期に実現するた

め、新たな周波数帯 3480MHz～3600MHz の割り

当てが年度内に行われる。総務省が 1 月に行った

ヒアリングの結果、トラフィックの急増に対応するた

め TDD 方式により割り当てる。1 事業者あたり、申

請できる周波数幅は 40MHz で、3 者を決定する。  

 総務省が定める審査項目のうち、4 項目以上を

満たしていることが審査の基準となる。また競願時

には、人口カバー率の大きさ、特定ひっ迫区域に

おける高度特定基地局数の多さなどが審査基準と

なる。  

 7 月 26 日～8 月 25 日の期間に実施した意見募

集では、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル・

ソフトバンクテレコム・ソフトバンク BB、ワイモバイ

ル、ケイ・オプティコムなどの通信事業者や、ソニ

ー、ファーウェイジャパンといった通信機器メーカ

ーから意見が寄せられた。それらに対する“総務省

の考え方”も合わせて公開されている。  

 今後は、申請のあった基地局開設計画書に対し

て、総務省が開設指針に照らした審査を行い、電

波監理審査会への諮問を年内に完了する予定。

年度内には割り当てを決定するための検討が進め

られる 

 

いざというときの備えにも。 
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車のナンバーに使われない平仮名 

車のナンバーに「へ」が使われないワケ 

車のナンバープレートには、数字や地名だけで

はなくて、平仮名が一文字書かれています。実は、

平仮名の中にも意味があるものがあって、たとえば

「わ」。これはレンタカーだけに使われる平仮名な

のです。沖縄では、案外「わ」を見かけることが多

いのですが、それだけレンタカーがたくさん走って

いるということですね。もし「わ」が埋まってしまった

ら、次は「れ」を使うそうです。 

事業用として登録すると「あいうえかきくけこを」

のいずれか、自家用車の場合には「さすせそたち

つてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ」

になります。 

さて、平仮名の中では使われていないものが 4

文字あります。まずは「お」です。これは「あ」に形が

似ているので、間違いやすいという理由。「し」は、

「死」を連想させて縁起が悪いということで使われて

いません。さらに「ん」。たとえばデパートなどで車

の移動の連絡をしたときに発音しにいくことが理由

のひとつになっています。そして 後が「へ」。実は、

この理由がなかなかおもしろくて、なんと「屁」をイメ

ージさせるからなのです。つまり「おなら」ですね。 

確かに「おなら」は不適切な感じはしますが、そ

れだけの理由で「へ」が使われていないなんて、想

像できないですよね。だからこそ、ちょっとしたとき

の話題にもってこいのような気がします。 

その他に、「ん」は単純

に発音しにくいため。

「お」は発音すると「を」

と混乱しやすいのでＮＧ。

しかもパッと見たときに

「あ」とまちがいやすいので、「を」が選ばれた。ひら

がなの「し」も「死」とイメージが結びつきやすく縁起

が悪いので不合格等が有ります。 

 

これで、防災情報は万全です 

「各地の緊急情報」や「リアルタイム雨

量」「停電情報」のわかるサイト 

台風の進路予想をマップで提供 

●Yahoo!地図 台風情報 
 http://map.yahoo.co.jp/maps?layer=typhoon 

 ※雨雲レーダーを地図上に重ねることも可能 

各地の緊急・被害情報 

●Yahoo!天気・災害 各地の緊急・被害情報 
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergenc

y/ 

 ※各地の避難勧告・指示発令、停電、被災状況

などの情報を集大成  

＜台風情報＞ 

●気象庁 台風情報 
 http://www.jma.go.jp/jp/typh/ 

 ※台風が遠くにある場合は台風を選択して「72

時間拡大」、日本上陸時は毎時更新される「24 時

間詳細拡大」が便利 

●デジタル台風 
 http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/ 

 ※北本研究室運営。台風に関するコンテンツや

リンクが豊富 

●Joint Typhoon Warning Center 

http://www.usno.navy.mil/JTWC/ 

 ※米国の空海軍合同台風警戒センター（英語）。

サイトの利用方法は上記「デジタル台風」の下記サ

イトが詳しい。 

 http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-

typhoon/help/tyinfo.html.ja  

＜マップ形式でリアルタイムの雨量がわか

るサイト＞ 

●気象庁 高解像度降水ナウキャスト 
 http://www.jma.go.jp/jp/highresorad/ 

 ※2014 年 8 月 7 日からスタートした新サイト。降

水強度の観測範囲が 250m 四方と細かくなり、降水

域の分布予測も 5 分間隔で表示。1 枚の画像で現

在と今後の状況がわかる 

●国土交通省 防災情報提供センター リ

アルタイムレーダー 
 http://www.jma.go.jp/jp/contents/ 

 ※全国マップ形式で拡大や更新も容易。トップペ

ージには東京都、大阪市、神戸市の雨量レーダー

へのリンクもある 

●国土交通省 X バンド MP レーダ雨量情

報 
 http://www.river.go.jp/xbandradar/ 

 ※国土交通省が「近年の豪雨対策として、従来

の広域レーダに加え、より早く、より詳細に観測で

きる」として設置したXバンドMPレーダーのサイト。

主要地区をカバー 
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●東京電力 雨量・雷観測情報 
 http://thunder.tepco.co.jp/ 

 ※新潟、福島、群馬、栃木、茨城、山梨、東京、

埼玉、神奈川、千葉と静岡の一部をカバー。雷雲

や落雷情報も得られる 

＜天気情報総合リンク＞ 

 ●フライトお天気 
http://tonotono.net/ 

 ※実況画像、気象解析図、悪天予想図、各種リ

ンクなど情報が豊富。航空関係者の利用も多い。

ブックマークして損のないサイト。 

＜停電情報＞ 

●東京電力停電情報 
http://teideninfo.tepco.co.jp/html/00000000000.

html  

●関西電力停電情報 
 http://teideninfo.kepco.co.jp/ 

●中国電力停電情報 
 http://www.teideninfo.energia.co.jp/ 

●四国電力緊急情報 
 http://www.yonden.co.jp/kinkyu/ 

●九州電力停電情報 
 http://www.kyuden.co.jp/emergency.html 

●沖縄電力停電情報 
 https://www.okidenmail.jp/bosai/info/ 

●東北電力停電情報 
 http://www.tohoku-epco.co.jp/teideninfo/ 

●北海道電力停電情報 
http://www.hepco.co.jp/branch/teiden_service.ht

ml  

●中部電力停電情報 
 http://teiden.chuden.jp/p/index.html 

＜鉄道情報＞ 

●遅延 Now 
 http://www.demap.info/chiennow/ 

 ※Twitter による「電車遅延のつぶやき」から自動

生成し、全国の路線別で掲載 

 

次世代リチウムイオン電池 

2 分で充電、20 年もつ次世代リチウムイ

オン電池できました。 

シンガポールの南洋理工大学が 2 分で 7 割充

電できる次世代リチウムイオン電池を開発しました。

電気自動車は 15 分で満タン。電池寿命もドーンと

伸びて 20 年です！ 

新電池技術はとりあえ

ず疑ってみるのが正解

ですが、今回のブレイク

スルーはかなり期待が持

てそうですよ。というのも

これ、全く新しい技術というわけではないんです。

既存のリチウムイオン技術を改善しただけなので、

すぐにでも応用ができるメリットがあります。  

鍵を握るのは、ナノ構造という形です。 

今のリチウムイオン電池は陽極を黒鉛（グラファ

イト）で作ってますけど、この新技術では黒鉛では

なく安価な二酸化チタンのジェルで作っているの

です。そう、日焼け止めクリームに紫外線吸収剤と

して配合されてる成分ですね。 

科学班が発見したのは、この化合物（二酸化チ

タン）を、充電スピードが上がるナノ構造に変える

方法です。たったそれだけのことなのに、この新技

術を使うとリチウムイオン電池は充電が 20 倍速くな

り、20 倍長寿になるんでありますよ。これぞイノヴェ

ーション。 

いや～こんなのが現れたらスマホの七面倒臭い

電池ケアもラクになりますね。 

研究班ではあとたった 2 年で市場に投入できる

と話しています。つい先日も 30 秒でスマホフル充

電の新技術のニュースがありましたが、今回のは既

存の技術をものすごく沢山使ってるので、あながち

2 年というのもない話しじゃない気がします。 

それにしても 20 年もつ電池となると電池の値段

も、長くもったぶん、途中でご褒美がもらえるような

新しい料金体系が必要になりますね。死んだバッ

テリーの買い替え需要で儲ける会社には罰金、と

かね。 

 

人工甘味料は体にいい？ 

人工甘味料は体にいいの悪いの、どっち

なの？ 

ダイエットコーラ、無糖スナック…ウェスト周りを気に

したくない甘党にとって人工甘味料は救世主です

 

「われわれのナノ技術では、電気自動車もたっ

た 5 分の充電でも走行距離はだいぶ稼げる。今

のクルマのガソリン給油時間と並んだかたちだ」

（ナンヤン工科大学 Chen Xiaodong 准教授、プ

レスリリースより。） 
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けど、パデュー大学のスーザン・スウィザーズ教授

のように「ダイエットソーダ飲む方が太る、体に害」

って言ってる人もいるし…ねえ、どっちが本当な

の？  

どこまでがデマでどこからが実証データなのかさっ

ぱりわからない人工甘味料。一度きっちり整理して

おきましょ～。 

人工甘味料って何？ 

 人工甘味料とは、厳密には「ノンカロリー人工甘

味料（NAS：non-caloric artificial sweeteners）」と呼

ばれるものです。砂糖が高カロリーなのに対し、カ

ロリーはゼロに近く、ゼロのものもあります。 

米食品医薬品局（FDA）が認可している人工甘味

料は、アセスルファム K（acesulfame-K）、アスパル

テーム（aspartame）、アドヴァンテーム（advantame：

今年 5 月に認可されたばかりの新顔で、甘みは砂

糖の 2 万倍）、サッカリン（saccharin）、スクラロース

（sucralose）、ステビア（stevia）の計 6 種。 

一番広く使われているのはサッカリンとアスパルテ

ームですが、後味の悪さをカヴァーするため他の

人工甘味料と一緒に使われることが多いです。た

とえばダイエットコーラとコカ・コーラ・ゼロはどちら

ともアスパルテームとアセスルファム K を一緒に使

ってます。 

FDA 認可の 6 種の中身をダッと見ていき

ましょう。 

サッカリン: アメリカのレストランには必ずと言って

いいほどある「Sweet & Low」も、シュガーレスガム

の草分けトライデントガムもコレ。甘みのもとが砂糖

一辺倒だった時代は 1878 年、ジョンズ・ホプキンス

大学の化学者コンスタンチン・ファールバーグ

（Constantin Fahlberg）が日がなコールタール誘導

体を触って帰って手を洗わないでパンを食べ偶然

サッカリンを発見した時に終焉を迎えました。サッ

カリンはヴィクトリア時代後期から市販化され、現在

でも広く使われています。「ダイエット」と名のつくも

のにはほぼ全部入ってると言ってもいいぐらいです。 

FDA の種別では人工甘味料で、甘みはサクロース

（食卓用のお砂糖）の 300 倍ありますが、栄養エネ

ルギーはゼロです。 

なぜ甘く感じるのか？ 原因は科学者の間でもまだ

よくわかっていませんが、どうもサッカリンの分子は

味蕾の受容体部位で甘みを感じとれるカタチらし

いんですね。「その証拠に、このカタチを少しでも

変えると（たとえば窒素の H をメチルに変えたり）甘

みはたちどころに知覚されなくなる」のだと、エルム

ハースト大の化学のヴァーチャル教科書にはありま

すよ。 

サッカリン特有のちょっとメタリックな後味もたぶん、

この分子のカタチで説明できるのかも。 

アスパルテーム: コカ・コーラ ZERO、ペプシマ

ックス、Orbit シュガーレスガムに入ってるのがコレ

です。市場デビューは 1980 年代後半、一連のマウ

ス実験でサッカリンと膀胱がんとの関連性が取り沙

汰された反動から広まりました。サッカリンほど甘み

は強くはなく、砂糖のたった 200 倍。エネルギーも

ゼロではなく、1 グラムあたり 4 kCal あります。が、

微量でソーダ 1 缶を甘くできるので、ノンカロリー人

工甘味料（NAS）に区分されます。味覚の構成とし

ては、サクロースに も近いとされます。 

アセスルファム K: 専らサッカリンやアスパルテ

ームの補佐で使われる人工甘味料。「サネット

（Sunett）」のブランド名で知られます。 

アドヴァンテーム: 近登場した人工甘味料。

まだ市場には出回っていません。 

スクラロース: 通称・スプレンダ。 

ステビア : 天然の植物から抽出する甘味料。

NOW フーズのスレンダースティック（無糖ドリンク粉

末）はコレ。ビタミンウォーターは今年ステビアに切

り替えたんですがファンから後味が不評で元に戻

しました。 

以上 6 種はいずれも FDA の安全性試験をクリアし

た甘味料で、病気・疾患リスクの広い領域を網羅

する研究がおのおの 100 以上行われています。 

にも関わらず、人工甘味料には昔から健康上の不

安が常につきまとってきました。 

「1980 年代から人々はずっと人工甘味料が体に害

になるのではないかという不安に怯えてきました」と、

冒頭で紹介したスウィザーズ教授は Science News

に語っています。「フェイクのケーキを食べて、それ

で平気なわけがないってみんな思ってきたんです

ね」。いかんせん研究で実証しようにも結果はマチ

マチで、「人工甘味料の会社が出資した研究では

健康にいいという結果になるし、砂糖の会社が出

資した研究では健康に悪いという結果になる」、一

筋縄ではいかないのだといいます。これは日本で

も同じかもしれませんね。 

【朗報】がんにはならない 

「ダイエット」食品でお馴染みのサッカリンは登場以

来、禁止されたり、禁止されかかったり、再検査で

結果が二転三転してきた波乱の歴史があります。

1908 年には米農務省トップの化学者である Wiley

博士がセオドア・ルーズベルト大統領にサッカリン

禁止を訴えて首になり、キャリアを失った黒歴史も

あります。大統領はそのとき博士にこう言い返した

と伝えられます。「サッカリンが体に有害だとは、た
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わけたことを言いよる。Rixey 医師に每日もらってる

このワシはどうなるのだ」。天下のテディ・ルーズベ

ルトがなんともないと言ってるんだからなんともない

のだ、と。 

それだけならまだしも、サッカリン不安がピークに達

したのは 1970 年代、一連のマウス実験で膀胱がん

との関連性が指摘された時です。論文が発表され

るや否やアメリカ人は集団ヒステリーに陥り、米議

会は安全性調査を義務付けるとともに、調査を行う

間、サッカリンを含む全食品にこんな警告の表示を

義務づけました。「この食品は健康を害するおそれ

があります」 

安全性調査の結果、サッカリンを大量に常用する

と確かにマウスの膀胱がん発症率は高まることが

確認されましたが、人間には誘発は確認されませ

んでした。この結果をもとに 2000 年、米国国家毒

性プログラム（NTP）は政府公認発ガン性物質のリ

ストからサッカリンを除外、翌 2001 年には議会決議

で警告ラベル表示義務が解除されました。 

アスパルテーム（コカ・コーラ・ゼロの甘味料）も、

1981 年に FDA の検査をパスしたにも関わらず、が

ん誘発の疑いがかけられてきた甘味料です。きっ

かけは 1996 年にアメリカ国立衛生研究所（NIH）が

論文で、1975 年から 1992 年までの間の脳腫瘍発

症率の上昇にアスパルテームの使用（ほぼ同時期

に始まった）が絡んでいる可能性があると指摘した

こと。しかしその後、アメリカ国立がん研究所（NCI）

の統計を調べてみたところ、神経系がんの増加傾

向が始まったのはそれより 2 年前で、アスパルテー

ムが市場に現れる 20 年近く前だったことがわかり

ました。 

さらに、発がんリスク増加で も大きな影響を受け

る年齢層は 70 代以上の高齢者で、その多くはアス

パルテームとまったく縁のない人たちだということも

わかってます。そんな次第で、FDA のサイトでもア

スパルテームのことは「FDA がこれまで認可した食

品添加物の中では実験・調査を も徹底的に行っ

たもののひとつ」であり、これまでの記録を見る限り

安全性には「一点の曇りもない」と書いています

（2007 年当時）。 

【悲報】でもたぶん体には良くない 

ただ、直接の死因ではないにせよ、思わぬ方向で

害になることもあるようです。Nature9月号掲載の新

しい研究では、 スクラロース（スプレンダ）を大量

摂取すると胃腸のバクテリア（細菌）の働きに悪影

響が出て、肥満の原因になり、糖尿病リスクが高ま

ることがわかっています。肥満・糖尿病対策で糖分

カットしてる人は「な、なんだってー！！！」ですよ

ね。 

デューク大学が毒物学・環境衛生の専門誌に発表

した研究成果でも、スプレンダを大量摂取するとげ

っ歯類の腸内バクテリアの微生物叢に悪影響が出

るという同様の結果が出ています。 

2012 年に臨床栄養学の専門誌に掲載された研究

でもやはり、ノンカロリー人工甘味料（NAS）を摂取

したヤングアダルト（18-30 歳）はメタボ（代謝系）リ

スクが上昇するという結果。2008 年に肥満専門誌

に掲載された論文でも人工甘味料の飲料を摂取

すると長期的には肥満を抑制するどころか太る、と

いう結果が出ています。 

じゃあ、人工甘味料は必ず太るのかっていうと、そ

ういうことでもないんですよね。2010 年の研究では、

食事の直前には普通の砂糖よりステビアやアスパ

ルテームを摂取する方が食事の量は減ることがわ

かってます。2008 年の肥満研究とは逆に、2012 年

に医学誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メ

ディシンに載った研究では、子どもの場合、人工

甘味料ドリンクだけ飲んだ子より砂糖のドリンクを飲

んだ子の方が 18 ヶ月後には太っていたそうなので、

全部ひとくくりに効果ゼロと断定するのも無理があ

りそう。 

本当に科学的検証も矛盾する結果だらけで、ノン

カロリー人工甘味料（NAS）が不活性で体にいいと

言ってる人もいれば、病気の元だと言ってる人もい

る。絶対と言い切るには、もっと研究が必要みたい

ですね。当座はメキシコのコーラ（砂糖）でも飲んで

待つとしましょうか 

 

西之島噴火続く 

西之島噴火続く 面積は８．６倍に 

 海上保安庁は 17 日、活発な噴火が続く小笠原

諸島・西之島（東京）で、北側に広がる浅い海域に

大量の溶岩が流れ込み、「溶岩原」と呼ばれる平

原を形成していると発表した。新たな西之島の総

陸地面積は東京ドームの約 40 倍に当たる約 189

ヘクタールとなり、さらに拡大する勢いという。 

 同庁が 16 日午後、航空機で上空から観察した。

島の中央部に３カ所の火口を確認し、うち１カ所か

ら１分間に５～６回、溶岩片を伴う褐色の噴煙が上

がっていた。 

陸地面積は噴火前の西之島（約 22 ヘクタール）の

約 8.6 倍となった。 

 

 


