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福島原発事故の解明には大きな壁が・・・ 4.18 シンポジウムに 200人超が参加 

「今も世界のどこかで過酷事故が準備されつつある」 

「原発は身の丈の技術ではない」 
 

4月 18日（日）、シンポジウム「構造的欠陥を抱

えた女川原発を再稼働させて良いのか」－2 人の原

子炉設計技術者の証言－が、「さようなら原発みやぎ

実行委員会」の主催で開催された。宮城県で新型コ

ロナウィルスの感染者が広がる中、急遽オンライン

（＋リアル会場）となったが、合わせて参加者は

207人にのぼった。 

 講師の田中三彦さんと後藤政志さんには、宮城県

知事選最中の 2017 年 10 月にも仙台でシンポジ

ウムを行って頂いたが、女川原発 2号機の規制委員

会による「合格」および県知事による「同意」を受

けて、今後どのように女川原発の安全性の問題を問

うべきなのか、再びお話をいただいた。 

田中さんと後藤さんの話は多岐にわたり、すべて

を紹介することはできないが、以下、ポイントおよ

び印象に残った部分を報告したい。 

 

 まず、「事故から 10年、今何を思うか？」という

問いかけに対し、田中さんは「大消費地である東京・

首都圏で、新潟県でどんな議論が行われているかに

関して、全く関心を持っていないように見える」、後

藤さんは「原発の技術の問題をどこまで考えるべき

かは、ある意味どうでもいいこともあり、むしろ、

原発とは人間にとって一体何なのか、を考えるのが

本質。ただ、原子力ムラの姿勢は、10年前と形は違

うけれども、ある意味同じような安全神話の再構築

をしている」と回答した。 

 

◎ＢＷＲの新たな“弱点”－過酷事故時に 

フランジから高温ガス噴出の危険性 

 

「福島原発大事故から 10 年、いま何が見えてき

たか」と題された田中さんの講演は、2 つのパート

からなる。1．新潟県技術委員会による「福島原発事

故検証」から見えてきた女川原発の構造的欠陥 2．

“新潟方式”への期待（幻想）と限界－原発立地県

は県独自の＜規制委員会＞を設置せよ、というもの

だ。 

1．の核心は、福島第一原発 1 号機での事故時の

「圧力容器主フランジ部からの水素や放射性物質を

含む高温ガス“噴出”の可能性」ということだ。こ

の意味するところは、水素爆発の要因になった原子

炉圧力容器からの水素（および放射性物質）が一体

どの部分から漏れたのか、いまだに解明されていな

い、という事実である。そしてそれは、同じＢＷＲ

である女川原発２号機でも起きる可能性があり、対

策が求められる事象であるということだ。 

参加者からの「水素はメルトダウンした圧力容器

の底から排出されたと考えるのが自然では？」とい

う質問に対して田中さんは、「時間が違う」と答えた。

つまり、メルトダウンした時間は、3 月 12 日の未

明なのに対し、この主フランジ部からの漏れ（とい

うより“噴出”）は、それより早い 3月 11日 20時

07分（頃）だという。なぜなら、この時、作業員が

決死の思いで原子炉の圧力計の目盛りを確認したと

ころ、針は大きくぶれていたのであり、これは、フ

ランジ部から、あたかもお釜がパカパカ吹いている

ように、中から水素などが断続的に漏れていたこと

の証左ではないか、というのが田中さんの見立てだ。 

 このことから、結論として田中さんは、「女川原発

を含むすべての沸騰水型原発の心臓部である「原子

炉圧力容器」の主フランジや、圧力容器を出入りす

る重要配管（たとえば主蒸気配管）は、炉心が溶融

しているような異常高温下ではたして構造や機能を

維持できるかどうか、きわめて疑わしい」としてい

る。（以下レジュメより）＜たとえば圧力容器の上蓋

と胴体を結合している「植込みボルト」が 3000℃

近い炉心からの輻射を受けて高温度になると、「高温
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クリープ」による「ストレスリラクゼーション」応

力緩和という現象が起き、ボルト締め付け力が短時

間のうちに低下し、ついには消失する。その結果、

上蓋と胴体の結合面のフランジシート面に間隙が生

じ、圧力容器内部から水素や放射性物質を含むきわ

めて高い温度のガスが圧力容器外部に猛烈な勢いで

噴出する可能性がある。噴出した高温ガスは水平方

向２メートル先にある「格納容器上部フランジ」の

ガスケットをただちに損壊させ、コンクリート製ウ

エルプラグを通り抜けて原子炉建屋 5 階へ向かい、

何かのきっかけでそこで大規模水素爆発を起こす可

能性がある＞（＊ちなみに、後藤さんによれば上記

の「埋め込みボルト」は、福島よりも、また東海第

2よりも女川 2号機は短く、15ｃｍ程しかない） 

 なぜ田中さんがこのことにこだわっているかとい

えば、規制委員会での審査では、上記の観点からの

検証がないからである（田中さんが初めて指摘した

ので、当然といえば当然だが）。講演の中で田中さん

は「実際の解析は、東電なり東北電力が責任をもっ

て行うべき」とし、また福島事故の解明は、プラン

トに立ち入ることができない、情報をなかなか出さ

ないという現状では、いまだ途上であることから、

特にシビアアクシデントの異常な高温高圧下で、圧

力容器や格納容器がどのような影響を受けるのかの

解析がさらに必要ではないか、と講演を聞いて感じ

た。 

 

◎新潟県技術委員会の限界、 

そして福島事故の検証の難しさ 

  

2．については、長年新潟県技術委員会の委員とし

て労力と時間を割いてその任に当たったものの、知

事が替わったことをきっかけに、中途半端な形で「知

事への報告」が行われたことへの失望が表れていた。

すなわち、2003年に発足した新潟県技術委員会が、

2012年泉田知事の肝いりで福島事故の検証を行う

ことになり、田中さんは「国会事故調」などで解明

されないまま残った課題に取り組むことも含め、委

員としてこれまで尽力してこられた。その後 2017

年には米山知事が検証総括委員会の下「３つの検証

体制」を作り、「これで柏崎刈羽は動かないだろう」

と思ったほどの徹底した検証体制が作られた。しか

し、花角知事に替わり、昨年 10月「報告書」が（検

証総括委員会を飛ばして）知事に直接提出されてし

まった。 

 この「報告書」に対し田中さんは、「福島原発事故

の“検証”を新潟県が行う目的は、あくまで『柏崎

刈羽原子力発電所の安全に資すること』にあるが、

本報告書は、柏崎刈羽原発の安全性を考える上で重

要な『課題・教訓』を 133抽出しただけで、東電が

再稼働を目指す柏崎刈羽原発6.7号機に対する安全

性の議論や確認がまったくなされていない」と批判

する。 

 その上で「中央からの、あるいは知事や市村長ら

のトップダウン的判断に委ねるのではなく、原発立

地県に居住する専門家からなる、そして彼ら彼女ら

の専門的判断が最大限尊重される組織、いってみれ

ば原子力規制委員会の地方自治体版のような組織を

もって判断することを真剣に模索する時期にきてい

るように思える」と結論づけた。 

 会の最後に岸田県議が話していたように、「宮城県

はそこまでいっていない」というのは全く同感で、

せめて宮城県も田中さんのような「反原発派」の委

員を招聘するような委員会（単なる「会」ではなく！）

を作ってほしいというのが正直なところだが、田中

さんの精力を傾けて取り組んできた新潟での検証体

制が中途半端で終わってしまったことへの無念さが、

話の端々に感じられた。 

 さらに田中さんは、「福島原発事故の検証はできた

か？」という質問に対し、「福島原発事故の検証のた

めには、法的な裏付けがない・原発の中に入れない・

文章は出さないという三重苦の中で、検証はできな

いということをだんだんと身にしみて感じるように

なった」「廃炉作業で証拠物件はどんどん廃棄され、

世代間で共有できないのではないか」「規制委員会が

背中をみせている。というのは、国会事故調の時に

テレビ映像を要求したのに拒否されたのに、今にな

って日本テレビの女性職員が規制庁の職員になって、

日本テレビの映像が使われているなど、独りよがり

に全部やってしまっている。そもそも規制委員会は

新潟の技術委員会に一度も来なかった」と答えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎過酷事故対策＝格納容器をいかに守るか 

 

続いて、「過酷事故対策に関する新規制基準の何が

無理なのか」と題した後藤さんのお話に移る。その

核心は「原発は『炉心溶融』を起こさないように設

計してきたはずであり、炉心溶融後の過酷事故（シ

ビアアクシデント）対策は、基本的に焼け石に水で

ある」ということだ。水蒸気爆発や高圧破損など、

格納容器が破壊されるシナリオはいくつもあるが、

その対策が不十分、というのが後藤さんの主張だ。 

その上で、ここ最近でも福島事故の新たな実態が

明らかにされ（例えば、原子炉建屋上部で発見され

たシールドプラグの高濃度汚染や、2 号機排気用ス
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タック根元の格納容器ベントラインからの漏えいと

水素爆発など）「現在の過酷事故対策は、福島事故を

反省した上でなされておらず、事故がどのように進

展したか、再構成する必要がある」と指摘する。 

これの意味するところは何か？ それは、確かに

福島原発事故はレベル7の大きな事故ではあったが、

格納容器の大半はなんとか維持できていたのに対し、

万が一格納容器が大きく破損していたら、さらに大

きな被害がもたらされていた、ということだ。実際、

原子力委員会のメンバーだった阿部さんという方が

「格納容器直接加熱」（ＤＣＨ）という言葉を使い、

格納容器の壁が破られ、原子炉の中身が空高く吹き

飛ばされるような事態を恐れていたという

（2021.3.15「朝日」夕刊）。そうなれば、仙台は

おろか、東京にも避難指示がでたかもしれないとい

うのだ。そういえば、吉田所長が「東日本壊滅とい

うイメージ」と語った 2号機の危機も、ベントがで

きないことによる格納容器の破壊から想定されたも

のだった。 

それほど格納容器の機能維持は、重大事故対策と

して重要にもかかわらず、シビアアクシデントが起

きるシナリオとその対策が全く不十分である、とい

うのが後藤さんの主張の核心である。 

とりわけ印象に残ったのが、「格納容器の過圧破

損・過温破損時（静的負荷）の対応手順」や「高圧

溶解物放出／格納容器雰囲気直接加熱（ＤＣＨ）概

略手順」だ。それぞれ細かい手順が決められている

ことが分かったが、福島事故をみるまでもなく、実

際にこんなに細かい作業を、もしかして暗闇や地震

の恐怖の中、時間や温度・圧力などの状態を確認し

つつ行うことが果たして可能なのか、と誰しもが感

じたのではないだろうか。 

また、後藤さんは「格納容器過圧破損防止として

のフィルターベントの問題点」を指摘した。これも

多くの指摘があったが、印象に残ったのは以下のこ

とだ。①フィルターベントを稼働させる前に必ず冷

却の手順があるが、そのための大量注水によりサブ

レッションチェンバーのウエットウェルベントライ

ンが水没して、すべてドライベントになり、放射能

が多く排出される ②配管がどうなっているのか？ 

逆流した場合ベントができない（福島では排気筒の

根元で水素爆発が起きた？） ③福島で起きたよう

に、最悪の場合、作業員が高線量下で命をかけてバ

ルブ操作を行わなければならない 

その上で後藤さんは、「原発の安全性は改善したか」

として、現時点での原子力行政の問題点を列挙した

（後出囲み）。 

 なかなか難しいが、次の発言は分かりやすかった。

「原発過酷事故対策の 3種の神器」として①静的触

媒式水素再結合装置、②フィルターベント設備 ③

屋外放水設備をあげ、それぞれ「炉心溶融後の水素

対策には容量不足」「水素対策など系統も複雑すぎて

機能しない『フェイルアウト』の塊」「後世に『無用

の長物』として名を残す」と“解説”して頂いた。 

 

 以上かいつまんでの報告だが、実際のお話と資料

は“さらに深掘り”しているので、ぜひ動画と資料

をご覧いただきたい。また、田中さんの「原発は安

全でもダメだ。原発は身の丈の技術ではない」、後藤

さんの「今も世界のどこかで過酷事故が準備されつ

つある」という一言は、原発を設計し、また福島事

故を解明し続けているお二人が発したものであり、

重い言葉であると心に残った。 

 シンポジウムの最後に、県議の会の岸田清実さん、

女性議員有志の会のゆさみゆきさんから発言を頂き、

今後も女川原発再稼働阻止にむけて取り組んでいく

思いを共有した。 （事務局 舘脇） 

 

＊当日の動画と資料は、下記の「みやぎアクション」

のブログに掲載しています。 

http://dkazenokai.blog.fc2.com/blog-entry-

861.html 

 

【原発の安全性は改善したか】 

１．「絶対安全はない」ことを言い訳にして、安全対策をやらない口実にしている。 

２．「安全性の向上」を目指すという「姿勢」を示すだけで、「安全とは何か」、「何をもって安全か」と

いう基本的視点を欠いたまま、全く根拠のない（恣意的な根拠にもとづき）安全神話、例えば「最悪

の事故でも放射性物質の放出は 100 テラベクレルを超えない」といった「新安全神話」を、デマとし

て喧伝している。⇒事故に恣意的な仮定を設けて定量化することは、科学を装った詐欺である。 

３．原発の安全性の根幹は「格納容器防護（＝放射能の封じ込め）」だが、シビアアクシデント（炉心溶

融）を認めた段階で、「シビアアクシデントを起こさない」ように格納容器それ自体の設計を変えるべ

きだった。しかし、現行の原発がすべて廃炉になってしまうのを恐れて、「格納容器耐圧ベント」⇒「フ

ィルターベント」⇒「極めて信頼性のない複雑な仕組み」を導入し、新規制基準を通した。 

４．原子力規制委員会が 2021 年はじめにまとめた福島事故の報告書（中間報告）の結果は、事故シナ

リオの再検討を必要とする。以下、中間報告の内容の主要な論点を示す。 

①原子炉建屋上部のシールドプラグの高濃度汚染と、放射性物質および水素の流出経路と破損原因。 

②ベント配管と非常用ガス処理施設（ＳＧＴＳ系）の接続、隔離弁のフェイルオープン、号機間の配管

http://dkazenokai.blog.fc2.com/blog-entry-861.html
http://dkazenokai.blog.fc2.com/blog-entry-861.html
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の共有、スタックへの接続、ラプチャーディスクの設定圧の設計上の問題。 

③ＳＧＴＳ系と耐圧ベント配管の設計圧、設計温度の違い（ＤＢＡ（設計基準事故）とＳＡ（シビアア

クシデント）のダブルスタンダード）。 

④新潟県技術委員会で提起された、原子炉圧力容器の高温時ボルトクリープによるフランジからの高圧

ガス流出（ＤＣＨ的な挙動）、ＤＣＨによる格納容器トップヘッドフランジのガスケット過熱損傷、流

出の可能性評価。 

⑤そうでなくとも、格納容器が耐熱限界 200℃に抑えられるとする根拠は薄い。福島第一 1 号機は、格

納容器トップヘッドの温度が 300～400℃まで上がった。 

◆改良型 EPDM（エチレンプロピレンゴム）のフランジガスケットを導入しているが、限界温度は

250～300℃までしか上がらず、十分な改良とは言えない。 

◆炉心溶融が起きた時には、トップヘッド周りの原子炉ウェル注水冷却は効かない。  

 

 

伊藤延由氏の講演を聞いて 福島からの怒り－学校の裏山は、今でも… 

「いのちの光 3・15 フクシマ」実行委員代表 勝冶美喜子（かつや みきこ） 

 

○コロナ禍でも「いのちの光」を開催する！ 

3 月 13 日、カトリック元寺小路教会大聖堂にお

いて、第 8回「いのちの光 3・15フクシマ」を開

催した。会場での参加者は約 30 名だが、オンライ

ン配信も行った。 

 新型コロナが拡大しつつあると騒がれ出したのは、

2020年が明けて間もなくの頃だった。まさか、そ

の後一年以上もコロナパンデミックで国民生活が振

り回されることなど想像もしていなかっただけに、

今後どうなっていくのか不安ではあったが、第 8回

「いのちの光 3・15 フクシマ」を開催したいとい

う決意は強くしていた。なぜなら、第 7回は直前で

〝中止〟をするという苦い経緯があったからである。 

 これまでのような集会形式はますます厳しくなっ

てきた中で、YouTube という動画配信での新しい

試みであった。講師は、飯館村在住で、元いいたて

ファーム管理人の伊藤延由氏に昨年もお願いしてい

たので、一年越しの講演実現になった。 

以下伊藤氏の講演のあらましである。 

 

○～飯館から見え、考えてきたこと～ 

 当初、原発爆発事故の正確な情報は、飯館村の住

民には伝えられなかった。住民たちは、地震の片付

けなどをしながら、日常を取り戻そうとして生活を

続けていた。そのような中、3 月 14 日にこつ然と

して村にモニタリングポストが設置された。翌 3月

15 日には、一時間当たり 44.7 マイクロシーベル

トという値が検出された。その日の風向きは、午前

中は陸から海へと吹いていたのが、午後には海から

陸へと変わった。その結果、風下にある飯館村は、

広範囲にわたり高い線量の放射能で汚染されたので

ある。当時、多くの住民たちは、この値が何を意味

するのかは分かっていなかった。44.7 マイクロシ

ーベルト／ｈという値は、通常の空間線量の 1000

倍の値を示すものである。 

 国は、原発事故が起きた時ＳＰＥＥＤＩという周

辺環境の放射性物質の大気中濃度や被曝線量を予測

するシステムを稼働させていた。政府はこのＳＰＥ

ＥＤＩを見ていて、風向きが変わった場合、飯館村

で高線量の放射能が検出されると予測したため、急

きょ3月14日にモニタリングポストを設置したの

だ。ＳＰＥＥＤＩの情報は、米軍や福島県には伝え

られていたが、住民まで届くことはなかった。 

 4月になると、国は突然、被曝線量が一人年間 20

ミリシーベルトを超えてしまうので、子どもと妊婦

は避難するようにと指示。被曝リスクの説明は一切

なかった為、村民全員が避難したのは8月頃だった。 

 現在、村の住民の 7割は帰還できない状況に置か

れている。この 7割の人々の生活を元に戻すことに

焦点をあてたものでなければ、飯館村の住民に責任

を果たすことにはならない。しかし国が示したもの

は、宅地と農地の境界から 20ｍの範囲のみの除染

で、それは村全体の 16％に過ぎないのだ。残り

84％は除染しない、と国は決めている。主に山林で

あるという理由からであるが、そこで汚染された土

壌の放射線量は、現在も事故前の 2000～4000倍

以上を示している。これが〝避難指示解除〟された

場所の現実である。 

 2017年 3月末に国は、長泥地区を除いて避難指

示を解除した。認定こども園や小中学校など施設は

立派なものができた。しかし、子どもたちが遊び、

学ぶ場として本当にふさわしい場所なのか。多くの

子どもたちは、避難している村外からスクールバス

で通学している現状なのである。その学校の裏山は、

今でも高濃度に汚染されたままなのだ。 

 原発事故の被害者になって感じ、考えたこと。そ
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れは、〝加害者は救われ、加害者が利権を得る〟と

いうことである。加害者が査定をして賠償の範囲を

決定する。被害者である住民は、人間らしい当たり

前の生活さえ踏みにじられている理不尽に傷ついて

いる。（上野隆氏のご協力のもと、まとめさせて頂い

た。） 

 

 

3/25『教えて鎌仲ひとみ監督！安定ヨウ素剤って何？』をオンラインで開催 

原発がなければこんな備えは必要ないのに… 

 

女川原発再稼働反対との多くの県民の願いを切り

捨てて、県知事が再稼働への地元同意を出してから、

早や半年が過ぎました。避難計画は実効性に乏しい

もので、国や宮城県の指示に従っていたのでは被ば

くは免れないでしょう。少しでも被ばくを防ぐため

には自分で備えるしかありません。福島原発事故時、

私たちは安定ヨウ素剤の存在も効用も知らず、結果

福島では多くの子供たちが小児甲状腺がんを発症し

ていると言われています。今回、被ばくをテーマに

数多くの映画を制作されている鎌仲ひとみ監督をお

招きし、安定ヨウ素剤のこと、被ばくを少しでも防

ぐための備えをお話しいただきました。 

甲状腺はヨウ素を溜める性質があり、放射性ヨウ

素が溜まってしまうと甲状腺がんを引き起こしやす

くなるため、事前に安定ヨウ素剤でいっぱいにして

おくことで放射性ヨウ素が溜まるのを防ぐことがで

きます。ただし、安定ヨウ素剤を飲んだらすぐ甲状

腺がいっぱいになるわけではなく、体をめぐって時

間をかけて甲状腺に集まってくるので、1 番良いの

は被ばくの 24時間前に飲むことだそうです。また、

放射性ヨウ素は粒子がとても揮発しやすいため、万

が一放射能が漏れる事故が起きた場合真っ先に飛び

出して来るうえ、風に乗ってかなり遠くまで飛んで

いくとのこと。やはり事前に手元にあって避難前に

服用することが大事だとわかりました。 

現在、宮城県の状況は、5 ㎞圏内住人には事前配

布、30㎞圏内住人分は自治体備蓄、30㎞以遠は備

蓄すらない状態です。放射性ヨウ素が 30 ㎞以上飛

んでいくことは容易に想像できるでしょう。県には

責任をもって、少なくとも希望する県民には事前に

安定ヨウ素剤を事前に配布していただきたいと思い

ます。 

学習会では自治体として安定ヨウ素剤事前配布を

行っている兵庫県丹波篠山市の配布会の様子、イン

タビューも動画で紹介いただきました。丹波篠山市

は福井県の原発群から 50 ㎞の距離ではありますが、

事故時には影響が及ぶと想定されるとして、希望者

に事前配布を行っているそうです。インタビューに

応じた市民は、「すこしでも備えられることがあるな

ら備えたい」「子供を守るためにできるだけのことを

したい。自分の安心にもつながる」と話していまし

た。全国の自治体でも珍しいことです。さらに、内

閣府の避難計画指針では、30 ㎞圏内住人は、5 ㎞

圏内住人が避難完了するまで屋内退避となっていま

すが、丹波篠山市では「とっとと逃げる」ことを勧

めています。本当に市民を守るつもりがあるのはど

ちらか、答えは明らかです。 

その他鎌仲監督からのアドバイスは、政府の避難

指示は“避難すべきかどうか”ではなく“避難が可

能かどうか”を基準に出されるので、情報を鵜呑み

にしないこと、何かあったら安定ヨウ素剤を飲みす

ぐ逃げること、家族との連絡の取り方や遠くの親戚

などと避難について話し合っておくこと、などがあ

りました。福島の悲劇を繰り返さないために、私た

ちにできることはまだまだあると気づかされました。

でも、つくづく、原発がなければこんな備えは必要

ないのに、と思わざるを得ません。 

あいコープみやぎでは、自治体の安定ヨウ素剤事

前配布を待ってはいられない、と自主配布会を計画

しているところです。実施の際は是非ご参加下さい。 

（担当理事 櫻井洋子） 
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 最近の気になる動き 90   

事故から１０年：事故解明はどこまで進んだか 
 

今年（2021年）３月で福島原発事故から 10年

目ということで、多くの書籍が出版されています。

本稿では、筆者の関心事である運転操作、特に１号

機の非常用復水器（ＩＣ）操作に関係する３つを紹

介します（自粛連休中にどうぞ？）。 

 

① 船橋洋一 

「フクシマ戦記 上・下」 
 

本書＜文藝春秋 2021.2.25＞は、その副題「10

年目の『カウントダウン・メルトダウン』」から分

かる通り、2012.12 発行の「カウントダウン・メ

ルトダウン」（文藝春秋：筆者は文春文庫

2016.1.10 版を購入）の増補改訂版のようなもの

ですが、前著発行後の「インタビューや報告書・資

料などから得た新事実や新発見を前に、骨格を大幅

に再構成し、書き直した」＜下：p.427＞とあると

おり、②で紹介する「民間事故調最終報告書」の取

りまとめ役（プログラム・ディレクター）の船橋氏

が、「『10年後のフクシマ』を検証」＜同報告書：

p.5＞するための基礎資料としても大いに活用され

たと思われる「新事実や新発見」に基づいた「事故

と危機の記録」＜上：p.8＞です。そのことは各章末

に示された出典・インタビューの記載からも伺い知

れますが、筆者が何よりも信頼感を覚えたのは、新

潟県技術委員会（新潟県原子力発電所の安全管理に

関する技術委員会）の議論（資料）も多数引用され、

おそらくはその関係で田中三彦さんへのインタビュ

ーもなされていたことでした＜下：p.424、p.431

＞。 

特に筆者が感心したのは、第１章「ＳＢО 全交

流電源喪失」で、新潟県技術委員会で初めて明らか

にされた 1992 年（平成４年）6 月 29 日のＩＣ作

動＜＊＞について言及していたことでした＜p.39

＞。この点、本書より先に読んだ、後記③「福島第

一原発事故の『真相』」＜講談社＞では、イソコン

作動は 40 年間なかったという東電の従前の公式見

解を改めて記載しただけで＜後述。その基の「福島

第一原発１号機冷却『失敗の本質』」講談社現代新

書（2017.9.20）も同じ＞、上記 1992 作動の記

載はなく、筆者はガッカリしていたので、余計に船

橋氏の取材力に驚きました。 

＜＊東電は、2015.1.8新潟県課題別ディスカッシ

ョン２「資料１：論点の整理」及び「第５回補足説

明資料Ⅲ－２－⑩追加資料」で、上記ＩＣ作動を公

表。筆者は同資料を 2018.10～11頃に“発見”し、

2018.12.15 風 の 会 公 開 学 習 会 等 で 提 示

（2019.3.1「原子力資料情報室通信」№537の筆

者稿 p.6 脚注 19 にも記載）しましたが、この間上

記ＩＣ作動に言及した書籍・著作等を目にすること

はありませんでした。付言すれば、吉田所長は、政

府事故調の 2011.7.22聴取に対し、一度作動した

記憶がある旨を話していましたが、東電の誰もフォ

ローしなかったため、同年 8.8・8.9 聴取時に証言

内容を訂正しましたが、実は吉田所長の記憶（実際

には平成３年ではなく平成４年ですが）が正しかっ

たのです。筆者も以前‘7.22発言は吉田所長の記憶

違い＝ＩＣに対する認識不足！’と述べたことがあ

りましたが、誤りでした。スミマセン。＞ 

 

【2011.7.22 聴取（8.16 付聴取結果書）16 頁】 

 

 

 

 

 

 

【2011.8.8・8.9 聴取（8.16 付聴取結果書の４）57 頁】 
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ち な み に 、 上 記

1992.6.29ＩＣ作動は短

時間で終了（手動停止）した

ため、「ブタの鼻」からの蒸

気噴出等の現象は生じなか

ったようでしたが、それで

も作動後１分以内に 71.5

気圧から 61 気圧までの圧

力急減が生じており、筆者

の試算でも極めて大きな温

度降下（55℃／時の 10～

30倍）が生じたことが分か

りますので【右図は上記公

開学習会資料】、少なくとも

その経験・データをきちん

と承継していれば、運転員

らのスクラム直後・ＩＣ自

動起動後の対応は違ったも

のとなり（曖昧な記憶しか

なかった吉田所長も、かつての作動経験・ＩＣの特

性を思い出して？）、１号機の津波後の早期冷却失

敗（他号機への事故拡大連鎖の起点）を回避するこ

とが可能だったのではないでしょうか。 

 

なお、ＩＣ関連の第１章注目記載＜p.40＞は他の

機会に報告することにして、他の章（２～１６、エ

ピローグ）で明らかにされた事故時の「危機対応」

の問題点をいくつか紹介します。関心のある方は“さ

らに深掘り”していただければと思います。 

例えば、14 日午後の免震重要棟からの国の保安

検査官の逃亡＜第２章 pp.88-92＞、消防車による

注水作業の下請（南明興産）への全面依存＜第４章

pp.161-166＞とその依頼努力（佐藤眞理）に対す

る東電上司ＧＭの「余計なことをして」との発言・

評価＜同 pp.166-167＞、細野首相補佐官が「大勢

いるのに、何かやっているという感じがない。ただ、

いるっていう感じ」で「空気がだらけている」と感

じた 15 日の事故対応中の東電本社の雰囲気＜第５

章 p.245＞、東電勝俣会長の「とにかくまずは、が

れきを撤去していただけないでしょうか」との発言

に対する自衛隊廣中氏の「私たちは何でも屋ではあ

りません」との発言に対する勝俣氏の無理解＜第９

章 pp.28-29＞、米国側からのヨウ素剤提供申し出

に対する若い厚労省職員の「自分の役所の権限と責

任回避のことしか考えていない」発言＜第１２章

pp.170-171＞、福島県の放射線モニターのデータ

提供に対する消極姿勢＜第１４章 pp.242-243＞、

文科省の長期的モニタリング実施に対する希薄な意

識、文科省官僚の「現場とは関係ないような顔をし

ている」こと、20キロ圏内でのモニタリングカー測

定の不実施、「職員の無事より車両や物品の方が大

事」とか「（モニタリングが）自分たちの責任と思

っていない」ような意識など、文科省の徹底した責

任放棄という「霞が関の醜い消極的権限争いの歴史

の中でももっともおぞましい例」の数々＜第１４章

pp.242-285＞、2006 年頃の久住原子力安全委

員会委員の避難区域（EPZ）拡大提案に対する広瀬

保安院院長のプルサーマル推進のための徹底した妨

害＝「殴り込み」＜第１５章 pp.323-330＞、4月

5 日の高濃度汚染水漏洩防止対策の試行錯誤中に東

電武藤副社長の「じゃあ、夜になりましたので、ま

た、明日やります」と店じまいする気配＜第１６章

p.350＞、事故現場から 3 月末や 4 月当初に東電

本社を訪問した際の「現場はまだ、戦場だ。死に物

狂いでやっている。それなのに本店は日常そのもの。

まるで別世界だ」（佐藤眞理）とか「彼らは定時に

帰れる。我々は 24時間ずっといなければいけない」

（井戸川隆太）という東電本店の状況＜エピローグ

pp.412-413＞などが、筆者には特に印象に残りま

した。 

随所に示された東電本店や縦割りの各担当官庁・

役人の無責任さ（現在も未解消！⇒福島第一の事故

作業の被ばく労働者の労災認定に対する厚労省の

「労災認定されたことをもって、科学的に被曝と健

康影響の因果関係が証明されたものではない」との

主張は、「この期に及んで、まだそんな逃げ腰」で

しかないことの表れで、まさに「原子力は徹頭徹尾、

無責任で、他者に犠牲を押し付けるもの」です＜小

出裕章「原発事故は終わっていない」毎日新聞出版

2021.3.5：pp.78-79、p.159＞）は、女川２「避

難計画」に大いに関係するため、彼らの“無責任さ・

役割不実行”をも考慮した“真の避難計画（や放射

線モニタリング）の実効性検証”が必要だと改めて



8 

 

思いました。 

 

② 「民間事故調最終報告書」 
 

一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアチ

ブ「福島原発事故 10 年検証委員会 民間事故調最

終報告書」＜ディスカヴァー・トゥエンティワン

2021.2.20＞は、民間事故調のみならず政府事故

調・国会事故調などが示した「教訓や提言が本当に

実現されたのかを検証する機会を得ることもない」

という「いつものパターン」に陥ってはならないこ

とから、①「フクシマ戦記」に示された個々の事実

を総括的に整理し、事故後 10 年を経て「事故から

得た教訓をどこまで学んだのか、提言がどこまで実

現していない提言があるとすれば、それは何故なの

か、なぜ、変わっていないのか、変わらないのかを

分析し、研究することを目的」として＜pp.14-16

＞、「安全規制は『安全神話』を克服できたのか」、

「東京電力はその経営風土を変えることが出来たの

か」、「官邸の危機対応は十分な態勢が出来ている

のか」、「最悪の事態に立ち至ったとき、誰がどの

ような権限と責任で対処するのか、するようになっ

たのか」などを中心に分析したとのこと＜p.274＞。

その意気込みは十分に伝わってきましたが、残念な

がら、結論等の記述は筆者には難解・チンプンカン

プン！？でした。ということで全体の書評？は諦め、

筆者の関心事である１号機ＩＣ問題に限り、以下紹

介します。 

 

ＩＣ不作動について、「その過酷な現実を当直長

も所長も本店も認識していないという、さらに恐ろ

しい現実があった。状況を知る社員は複数いたのだ

から、そのうち少なくとも一人は、上司の面前で怒

鳴ってでも、胸元をつかんででも、会社上層部にそ

れを認識させる必要があった」と“倍返しドラマ（半

沢直樹）？”さながらの熱血行動を期待し、それが

できなかった「真の理由は何なのか。東電はそれを

明らかにしなければならなかった。これは福島原発

事故における、今も未解明の、いわば最大の謎の一

つであると言って過言ではない。東電はその疑問に

いまなお真剣に向き合っていない」と批判していま

す＜p.85＞。後者は全くその通りです。 

確かに、津波襲来直前にＩＣ弁を「閉」操作した

（その後に全電源喪失により操作不能となった）運

転員は、自身の操作内容（その結果としてのＩＣ停

止という状況）を報告する必要（指差呼称の励行）

がありますが【１号機事故時運転操作手順書（事象

ベース）】、筆者が思うに、ＩＣ「閉」操作報告は直

前に“それなりに”なされたものの、他の運転員は

「冷温停止」に向けた各担当の機器操作や計器監視

に手一杯で、当直長・当直副長も１・２号機同時並

行での冷温停止操作の全体統括に気を取られ、その

結果「当直長や当直主任にその認識が伝わらなかっ

た」＜p.83＞のではなく、単に当直長らが‘ＩＣ閉

の報告を記憶していないだけ’（個々の報告を聞き

正常操作を確認すれば十分で、記憶は特に不要）だ

と思います【前号『鳴り砂』別冊・短信２引用の

2015.11.25 平成 27 年度第２回新潟県技術委員

会・資料２参照。③pp.288-290も同資料に言及・

解説】。 

 

最大の問題は、地震後の１号機では‘ＩＣが唯一

の炉心冷却装置’だったことから、津波襲来・全電

源喪失後には真っ先に‘ＩＣの作動確認＝炉心の冷

却確認’をすべきだったにもかかわらず、当直長も

含め「その場にいた」大半の当直が、地震直後の警

報・火災報知機の作動音の喧騒が消えた‘静寂と暗

闇’の中で、状況確認（ＩＣ操作員らへの直接確認・

問いかけ）を一切しなかったことで【同新潟県資料】、

船橋氏も「問題は聞いたかどうかではない。質した

かどうか、である」として、中央制御室内での「ミ

スコミュニケーション」を指摘しています＜①上

p.36＞。 

 

そして、その根本原因は、単なる当直長と当直と 
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の「ミスコミュニケーション」や、「東電の社風や

企業体質」とされる「上と下の乖離」＜pp.82-85､

167-169。＊筆者は当直長（Ｄ班）が代替だった

ことによる当直班（Ａ班）との意思疎通の悪さを疑

っています＞というよりも、当直長を含む運転員一

人一人に対し、さらには現地対策本部の吉田所長を

含む発電所幹部・技術者や東電本店の緊急時対策本

部の幹部・技術者に至るまで、異常時の原子炉操作

の最優先の確認事項が『炉心冷却・水位の状況』で

あること、特に地震発生時＜＊＞には「原子力安全

（止める、冷やす、閉じ込める）」が最優先（電源

故障対応（電源復旧）は後順位！）であることを、

徹底して教育・訓練してこなかった東電に（さらに

はそのような教育・訓練を容認していた国に）ある

ことは明らかです。＜＊上記引用の【地震手順書：

第２２章】は、おそらく事故前に運転員らに一切教

育・訓練していないはず、と筆者は推測：理由は前

号「鳴り砂」別冊・短信１＞ 

だからこそ、現地対策本部や本店緊急時対策本部

の誰もが、全電源喪失後に当直長らに１号機冷却＝

ＩＣ作動の状況確認を明確に行なわないまま、“漫

然と”作動していると思い込んでいたり、一方、当

直長は「『殆ど作動していない』と認識していた」

と弁明するものの、実際にはＩＣ不作動（原子炉冷

却不能）という重大・緊急事態に対する迅速な代替

冷却方法（の検討や、現対本部に対する報告・援助

要請）などを全く行なわないという、数々の「恐ろ

しい現実」が引き起こされたのです。特に、後者の

当直長の“言行不一致”という「福島原発事故にお

ける、今も未解明の、いわば最大の謎」＜p.85＞は、

東電も国も、きちんと解明する必要があると思いま

す。 

 

なお、東北電力が、女川原発

では、3.11地震後、本店の「役

職が上の人たちが危機対応の

コミュニケーションに加わる

ことで会話や議論が混乱し、

対応の優先順位を誤ってしま

う恐れ」から「テレビ会議シス

テムをオンにしなかった」こ

とで混乱を回避したとの指摘＜pp.174-175＞に

は、感心しました＜＊p.161平井神話には不同感＞。 

 

③ 「福島第一原発事故の 

『真実』」 
 

本書＜講談社 2021.2.25＞は、ＮＨＫメルトダ

ウン取材班による「取材期間 10年、1500 人以上

の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相」

(帯の文章)を取りまとめたもので、既刊の講談社現

代新書「福島第一原発事故  ７つの謎」

（2015.1.20）および「福島第一原発 １号機冷却

『失敗の本質』」（2017.9.20）を整理・追補した

もので、特に筆者最大の関心事である「１号機のＩ

Ｃ」に関する膨大・詳細な取材は、他書の追随を許

さないものです。ただし、①で述べたように、

2015.1.8 新潟県技術委員会で明らかにされた

1992 年 6 月 29 日のＩＣ作動への言及がなかっ

た＜p.299＞ことだけは残念です。 

それはさておき、福島原発事故の運転操作（ソフ

ト）面の検証で忘れてならない重要ポイントは、現

場の事故対応の責任者は（ベント判断以外は）あく

までも各号機の当直長であって、まさに“獅子奮迅”

の活躍をした吉田所長ではない、ということです【１

号機事故時運転操作手順書（事象ベース）】。 

事故後 2014 年に初めて公表された政府事故調

の聴取結果書（いわゆる『吉田調書』）が大きな注

目を浴び、その中で個々の事故対応について詳細な

説明がなされ、また、同様に事故後に公開された東
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電のテレビ会議映像でも“中心人物”となっている

ことから、ついつい同氏の一挙手一投足が東電の事

故対応そのものと同一視してしまいがちですが（そ

れが東電・国の“狙い（人身御供）”なのかもしれ

ませんが）、特に１号機のＩＣに関しては、中央操

作室（中操）で当直らがどのような事故対応を行な

ったか・行なおうとしたのかが、最も重要なのです。 

 

さて、（さらなる調査・取材を期待して）本書に

“ケチつけ”すれば、まず、ＩＣ自動起動後に「耳

を澄ますと、中央制御室の中でも、ゴーという轟音

が聞こえてくるのがわかった」＜p.24＞と記載して

いますが（国会事故調・参考資料３の保安調査結果

でも同旨証言）、それが事実なら、②で指摘したよ

うに、津波後の完全な‘静寂と暗闇’の中で「轟音

が聞こえて」こないことから、直ちにＩＣ不作動＝

炉心冷却停止との判断がなされてしかるべきですが、

そのような重要判断も改めてのＩＣ状況確認（運転

員への直接確認）もなされなかったのは不自然です。

一方、短時間のＩＣ作動（自動起動および３度の手

動起動）では、（①で述べたように）タンク冷却水

は沸騰には至らないため、そもそも津波前に（ブタ

の鼻からの蒸気噴出に伴う）轟音の発生は考えにく

いと思いますし（タンク水との熱交換時＝ＩＣ配管

内での主蒸気の凝縮時に轟音が発生する可能性があ

るかどうかは検証が必要。筆者は、証言者の‘他の

作動音（１号機に限らず、２号機のＲＣＩＣ（原子

炉隔離時冷却系）やＳＲＶ（主蒸気逃し弁）も含め

た作動音・反響音）の聞き違い’と推測）、仮に原

子炉建屋４階に設置された冷却タンク内で凝縮時に

轟音が発生しＩＣ配管に音（振動）が伝わるとして

も、制御建屋にある中操で地震後「けたたましく鳴

っていた計器類の警報」＜p.28＞の中ではどんなに

「耳を澄ま」しても聞こえない、と思うのは筆者の

邪推でしょうか。 

また、ＩＣの手動操作で「原子炉の温度が、ゆっ

くり下がり始めた」＜p.25＞という記述も、その直

前記載の「１時間あたり５５℃以上のペース」での

温度低下を大きく超える急冷却がなされていた事実

＜筆者がこの間繰り返し指摘！＞に触れておらず、

“大本営発表”的（東電主張の丸写し）で残念です。 

 

さらに、津波後、２号機については電源喪失直前

にＲＣＩＣの状態確認がなされ、停止報告を受けて

起動操作を当直長が指示＜p.27＞した一方で、中央

制御室を共用（当直長も同一人物）する１号機のＩ

Ｃについてはそのような状態確認が一切なされなか

ったことが伺われ、２～６号機に設置され訓練でも

慣れ親しんでいるＲＣＩＣの重要性については十分

理解していた一方で、地震直後に“予想外”に自動

起動したＩＣについては、実際の作動経験・操作訓

練は一切なく、午後 4時以降＜p.296＞に当直長が

「ブタの鼻を見てくれ」と免震棟にホットラインを

通じて依頼＜p.33、297＞し、発電班が結果（左側

（Ａ系）からモヤモヤの蒸気発生）を知らせたのが

16 時 44 分なので＜p.54､298＞、切迫性に欠け

ていたものと思われます。それ故、②で述べた通り

後順位手順にもかかわらず「１号機の現場では、懸

命の電源復旧作業が続けられ」＜p.286＞た一方で、

真っ先になされるべきＩＣ作動確認は後回しにされ、

「イソコンの動作に疑いを持っていた当直長」の指

示で、運転員が 17 時 19 分にイソコン直接確認の

ため原子炉建屋に向かい、17 時 50 分に建屋二重

扉前で高線量が計測されたため引き返していますが

＜pp.58-59、300-301＞、指示発出が遅いと感

じるのは筆者だけでしょうか。また、18 時 18 分

頃に何故かＩＣ（Ａ系）第２弁・第３弁とも「閉状

態」を示す緑色ランプが復旧点灯（津波後から炉心

冷却がなされていなかったことを示唆）した際、当

直長は、直ちに「開」操作を指示し、ブタの鼻から

の蒸気確認を指示したものの、「最初は勢いよく出

ていた蒸気が、ほどなく『もくもく』という感じに

なって見えなくなった」＜p.60、pp.303-304＞と

の報告を受け、３Ａ弁を 18時 25分に閉止指示（冷

却手段を自ら放棄）したことについて、現対本部に

正確に報告しなかったことからも、真のＩＣの重要

性（ＨＰＣＩ起動不能状態での唯一の高圧炉心冷却

装置）と、津波後３時間以上も炉心冷却が喪失した

ことの深刻性（＝炉水喪失による炉心損傷・熔融の

開始）を、正しく理解できていなかったことが示さ

れます。吉田所長は「イソコンを巡る中央制御室の

対応」について「プロ意識ゆえに自分たちだけで抱

え込んでしまったと話し、『ＳОＳを発してくれな

かった』と強く悔やん」だそうですが＜p.63＞、「プ

ロ意識ゆえに…抱え込んでしまった」というよりも、

経験・知識不足ゆえにイソコンを‘持て余した・不

作動の意味を正しく認識できなかった’というのが

真相だと思います。 

そして、18 時 25 分のイソコン停止後に当直長

が「消火ポンプなどによる注水で原子炉を冷却しよ

うと考えていた」＜p.304＞というまさにそのこと

（低圧系による代替冷却・注水）を、全電源喪失直

後のＩＣ作動が明確に確認できていない（作動が疑

わしい）状況下においては、直ちに（繰り返します

が、②で述べたように電源復旧より先に）準備を開

始し、免震棟にそのための人員や資機材の援助を求

めるなどしていれば、情報共有（ＩＣ不作動確認）

も図られ、１号機の事故対応が成功した可能性もあ

った（したがって、２・３号機の事故の悪化も回避

できた）のではないでしょうか。 

 

最後に、本書が他書の追随を許さない第 10章「な
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ぜイソコンは 40 年間動いていなかったのか？」の

主要内容については『鳴り砂 №２６７，２７０』

で評価・コメントしていますので、本稿では繰り返

しませんが、新たに追加された章末のコラムで、

1991.10 の冷却系配管腐食破損・海水漏えいトラ

ブル時に「担当者は考えあぐねた挙句、恐る恐るイ

ソコンを稼働させることについて本店の決済を仰い

だ」ことが記されていました＜pp.347-348＞。前

述のとおり、事故対応・操作責任は当直長（現場叩

き上げ）の権限であるにもかかわらず、それを本店

（エリート）に決済を仰がせたということで、東電

の「上意下達、面従腹背、内向きの風土・体質」＜

②p.80､85：福島原発事故の背景要因＞の長年の存

在を象徴する出来事を取り上げており、さすがの取

材力です。2020柏崎刈羽原発での運転員不正入室

問題（疑問を感じながらも警備員が最終的に容認）

からも、そのような体質が未だ解消されていないこ

とは明らかです。 

 

なお、①で述べた 1992 のＩＣ作動経験につい

て、本書では記載・訂正されていない＜pp.298-

299、p.315、pp.320-348：特に p.347＞のが

本当に残念です。その事実を踏まえた新たな検証報

告を期待したいと思います。 

 ＜2021.4.27了＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

大崎住民訴訟 第 11 回口頭弁論報告 

排ガス検査の早期実現を！  弁護団 弁護士 松浦健太郎 

 

（１）原告ら代理人意見陳述 

本訴訟の前の 2月 24日（水）には、既にご報告

したとおり、進行協議期日が開催されました。この

進行協議期日は、原告ら側から求めたもので、重大

争点となっている、本件焼却施設の排ガス検査をい

かに進めるかと、科学者を交えて協議するためのも

のでした。原告らとしては、原告ら側から提案して

いた 3つの測定方法であるコールドトラップ法、リ

ネン吸着法を用いた排ガス検査、公定法の条件変更

について、プレゼンテーションを行いました。 

本期日（3 月 10 日、仙台地裁での第 11 回口頭

弁論）では、この進行協議期日で行われた排ガス検

査についての原告らの考えをもう一度確認するとと

もに、そもそも、この排ガス検査は何のために行う

ものなのかを再確認するべく、代理人側から意見陳

述をしました。 

すなわち、原告らは、本件各焼却施設から放出さ

れた放射性物質を、住民が空気を吸入したり、農作

物等を摂取したりする中で、内部放射線被ばくする

おそれを感じているのであり、それにより平穏生活

権が侵害される、と主張しています。そして、放射

線被ばくには絶対安全である閾値などなく、しかも、

内部被ばくは体内に入った放射性物質がベータ線を

局所集中的に放出することにより健康被害を生じさ

せるものであり、例え微量であっても重大な健康被

害を生じさせうるものです。本件で排ガス検査をす

る目的は、本件各焼却施設から微量であれ放射性物

質が放出されているのかどうかを確認し、それが確

認されれば、上記のとおり内部被ばくによる健康被

害ないしそのおそれを生じさせることから、それに

よる原告らの平穏生活権を脅かすか否かを判断する

ことにある点を確認しました。 

 

（2）排ガス検査の協議 

被告側から、原告らが提案している排ガス検査の

方法について、それぞれ反論されています。 

 まず、被告は、公定法につき時間、量、測定器等

の条件を変更して行う方法については、原告らから

提案している方法が実施できるかは、排ガス検査の

業者が確認する必要がある一方で、来年度（今年 4

月以降）に入札を行うことから、落札する業者が決

まらないと同測定が行えないなどといいます。しか

し、公定法の条件変更による測定は、わずか 2.6日

排ガスを吸引するもので、これを落札した業者に行

うよう要請すれば足りるものです。仮に技術的な相

談が必要なのであれば、それは現在の測定業者であ

っても、後に落札するであろう測定業者でも、見解

に大きな違いはないと思われることから、現在の測

定業者に相談すれば足ります。原告らはこの点を指

摘し、裁判所からも被告側に、次回期日までに原告

ら提案の方法で排ガス検査を行えるか再度検討する

よう要請されました。 

 次に、被告は、リネン吸着法による測定について

は、焼却施設の設置メーカーが許容しない、煙突の

構造上問題があり、安全が担保できない、などとい

う主張を繰り返しました。裁判所からも、メーカー

が許容しないという他に、安全性の観点からの報告

はないのかと問われましたが、被告は明確な回答を

せず、やはりメーカーが責任を持てないと言ってい

ると繰り返しました。原告ら代理人は、安全性につ

いて釈明に何故答えないのか、安全性を問題にする

なら被告において安全性を具体的に説明すべきだと
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強く反論をしました。 

 その後、裁判所から被告に対し、任意にリネン吸

着法による測定の具体的安全性をメーカーに確認し

てほしいと要請されました。 

 また、被告から、バグフィルター直後の排ガスを

2.6 日分分けるから、原告らはそれを使用して、コ

ールドトラップ法でもリネン吸着法でもやればよい、

などという提案がありましたが、そのような方法で

は原告ら側の求める排ガス検査の目的を達成できな

いことから、これを拒否しました。 

 加えて、コールドトラップ法についても被告側か

ら安全性云々という反論があったことから、冷却装

置が高さ 1100 ㎜、横 450 ㎜、縦 650 ㎜、総重

量は約 60㎏ にすぎないこと、実際、これを実施す

る際には、本件焼却場に軽トラック等で運搬するこ

とを考えており、その程度のものであること、等の

具体的な検査の際の装置や設置方法等について説明

し、被告のいう危険性が杞憂にすぎないことを繰り

返し主張しました。 

 

（3）今後の予定 

原告らから、次回には裁判体に変更があることか

ら、次回期日において弁論の更新手続で十分な時間

を確保して欲しい、と申入れました。4 月の人事異

動で裁判長が交代となることから、次回期日以降は

新たな裁判長ないし裁判体で審理されることとなり

ます。新裁判長らはこれまでの訴訟記録は確認した

上で審理に臨みますが、これまでの原告らの成果と

今の争点と今後の課題についてしっかりと認識して

もらうために、原告らにおいて、これまでの主張立

証を再確認してもらえるような説明をしたいと考え

ています。 

 その上で、排ガス検査の早期実現と、懸案である

内部被ばくの立証を、新たに西尾正道先生のご協力

もいただき、行っていきたいと考えております。 

これからも、これまで同様の傍聴・支援をお願い

いたします。 

（『石巻地域の会通信』第 37号 2021年 4月 1

日より ※一部編集者校正） 

 

 

西尾正道氏が大崎支援する会総会で記念講演 

内部被曝影響の多様性！ 

 

4月 24日「大崎住民訴訟を支援する会」の第 2回

総会がオンライン形式で行われ、国立病院機構北海

道がんセンター名誉院長の西尾正道先生が札幌から

『放射線の人体影響の真実を知る』と題した記念講

演を行いました。90名参加。内容を紹介します。 

 

●放射線に関する偽情報の拡散 

 日本政府は復興庁パンフ「放射線のホント」でフ

ェイクをたれ流ししている。世界の食品中の放射性

物質の基準を「ＥU 飲料水 1,000、食品 1,250、

米国食品 1,200」と紹介するが、これは緊急時の基

準で、平時の基準は「飲料水＝ＥU8.7Bq/㎏、米国

4.2Bq/㎏」である。 

 しかも環境省設置のモニタリングポストの数値が

正しくない。最初アルファ通信に設置させたが、途

中から富士電機に変更して、4 割程度低い数値での

表示となった。 

 

●福島の子供たちの鼻出血は真実 

 チェルノブイリのアンケート調査で避難民5人に

1人の割合で鼻血を訴えた。伊達市保原小学校の『保

健室だより』でも「1 学期、鼻血を出す子が多かっ

た」と通知している。 

 鼻血を出しやすいキーゼルバッハ部位（鼻の入口

近く）は空気中のダストが最も集積する場所。不溶

性のセシウムを含んだ微粒子が鼻粘膜に付着し障害

を起こし鼻血を出す。放射線による骨髄抑制・出血

傾向が出れば、鼻血どころではなくなる。 

 

●Sｒ-90 で白血病や脳機能障害の発症 

 海洋汚染で深刻なのが Sr-90。Sr-90 は大量に

海に落ちている。Sr-90は成長期の子どもの骨に取

り込まれ、白血病などの骨髄疾患を発症させる。ま

た体内でカルシウムと拮抗し、さまざまな機能障害

をもたらす。脳科学者黒田洋一郎氏は、近年増加す

る小児の発達障害の原因として、ネオニコチノイド

系の農薬など環境化学物質と放射性物質との「多重

複合汚染」を挙げている。 

 

●ホールボデイで内部被曝は測定できない 

 ホールボディカウンターはγ線(ガンマ線)しか測

定できず、しかも検出限界は 250Bq/body。だか

ら内部被曝を調べるためには、Cs-137などの尿検

査が求められる。それに染色体異常のチェックも望

まれるが、これは全く行われていない。 

 

●核分裂エネルギーは人体化学反応の 10万倍 

 内部被曝が恐いのは、エネルギーレベルのケタ違

いさ。人体内の電気信号は 5～7 エレクトロンボル

ト(eⅤ)。たとえば水素と酸素は 5.7 eⅤで結合し水
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になる。トリチウムのベータ崩壊は平均 5.7keⅤ。

Cs-137のベータ崩壊は 512 keⅤで、約 10万倍

のエネルギーである。 

 

●トリチウムがリンパ球染色体異常を 

引き起こす 

 1974年の日本放射線影響学会で、放射線医学総

合研究所遺伝研究部長中井斌氏が、「トリチウムがリ

ンパ球に染色体異常を引き起こす」と発表。しかも

規制委員会の規制値以下の低濃度で、染色体異常が

観察される。1 個の細胞内の DNA には 77 億５千

万個もの水素が関与している。DNA は４つの塩基

で二重らせん構造を形成し遺伝情報を含む。トリチ

ウムがヘリウム３に変換すると水素の結合力が破綻

し、塩基の化学構造も変化し、DNA が改変される。 

 

●カナダでもトリチウムによる 

白血病・がん死 

 カナダ・ピッカリング重水炉周辺都市で、小児白

血病や新生児死亡率・ダウン症候群の発症率が上昇

している。英国セラフィールド再処理工場周辺でも

小児白血病が増加し、トリチウムとプルトニウムの

関与が報告されている。 

●泊原発周辺が道内一のがん死 

 日本でも玄海原発の立地する玄海町と唐津市で白

血病の増加が報告され、泊原発の面する岩内湾を囲

む泊・岩内・寿都３町村のがん死が 1995 年～

2005年死亡データで増加が認められる。特に北海

道内自治体で、泊村が 1 位、2 位が岩内町である。 

 （広幡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は 「原子力発電からの撤退」 等の株主提案 
――26年連続、株主 217名・276,500 株で―― 

 

脱原発東北電力株主の会は、下記の５つの「株主

提案議案」を、3 月 28 日、昨年の提案株主と、昨

年夏に議決権行使書を閲覧・謄写して賛同を確認し

た全国の株主約 750名に、郵送しました。 

今回も、株主さんには、「合意書」返送だけでなく、

「株券電子化」の為、証券会社等に「個別株主通知

申出書」を提出し「受付票」を入手・返送する手続

きをして頂き、新しい株主さんも 41 名ほど増え、

231名の方から賛同を頂き、電力による「資格審査」

の結果、最終的に 217名・276,500株の共同提案

となりました（昨年は 217名・254,900株）。 

4月 28日、本店株式課に「株主提案議案」「株主

提案権行使請求書」等を提出・受理され、県庁で記

者会見し（3 名参加）、『河北新報』に掲載されまし

た。 

 

【株主提案要旨】 

●「原子力発電からの撤退」～福島第一原発事故か

ら 10 年、16 万人の人々が着の身着のままの避難

を強いられ、その内 4 万人が未だに自宅に帰れず、

2300余人の方が「震災関連死」で命を落としてい

る。福島の人々の苦難は、原発事故が他の事故と比

較にならない、破局的・壊滅的な被害をもたらすこ

とを、私達に教えた。何十年何百年も人が住めない

土地が生まれ、人々のくらしや生業、故郷を根こそ

ぎ奪い去る、そんな巨大災害をもたらす施設は原発

以外にない。これまで除染、補償、廃炉などに掛か

った費用は 11.2 兆円、将来的には 80 兆円を上回

るとの試算も。東電は「国有化」され存続したが、

事実上倒産。一度の原発事故で当社の 3倍以上の販

売量があった東電でさえ倒産したのに、当社が存続

できるはずがない。経営上のリスクから言っても、

原発から撤退すべきです。 

 

●「東通原発及び女川原発３号機の廃止」～女川原

発2号機の来年度の再稼働に向けて邁進しているが、

安全対策工事費用は 3400 億円、さらに 5 年以内

に特定重大事故等対処施設の建設をしなければなら

ないが、費用概算も明らかにされていない。東通原

発は、施設直下に活断層があり、新規制基準に合格

することは絶望的状況で、現状のままでは保守点検

費用がかさむばかり。女川原発 3 号機については、
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昨年 11月樋口社長が、「再稼働の申請については具

体的に申し上げられる段階にない」と述べ進展は見

られない。3 号機も“被災原発”であり、再稼働に

は2号機同様の“茨の道”が待ち受けているだけで、

莫大な費用が掛かる。再稼働は財務状況を圧迫する

だけであり、メリットはない。両原発の再稼働に固

執せず、廃炉が最良の選択です。 

 

●「放射性物質の責任管理」～政府は、使用済核燃

料を再処理し、回収ウラン・プルトニウムを発電に

利用する「核燃料サイクル」を謳ってきた。しかし、

サイクルの中核であった高速炉「もんじゅ」は事故

続きで廃炉になり、六ヶ所再処理工場も未だに稼働

していない。また、サイクルから生じる高レベル放

射性廃棄物の最終処分場も、北海道の寿都町と神恵

内村で文献調査が始まったものの、住民や周辺自治

体の反発も強く、実現は困難。従って、使用済核燃

料そのものが高レベル放射性廃棄物となるうえ、廃

炉後の解体・撤去作業により大量の放射性廃棄物も

発生する。生命への危険がなくなるまでに 10 万年

も掛かるというこれらの放射性物質を、これ以上発

生させてはならない。すでに発生した放射性物質の

管理責任の第一は、原発により巨大な利益を得た当

社にあり、道義的には本店敷地内で管理すべきだが、

移動時の危険性や技術的困難さから、発電所現地の

人々に苦難を押し付けることになるが、苦渋の提案

をせざるを得ません。 

 

●「設備投資決定時の健全な経営維持の保障」～女

川原発を再稼働させる為の安全対策工事に 3400

億円掛るとされ、更にテロ対策で義務付けられた特

定重大事故等対処施設の設置にも約 1000 億円が

掛ると予想される。年間設備投資額は直近 5年間の

平均で 2900億円余りだが、１件の設備投資でこれ

だけの出費があるのは健全な経営維持の観点からも

問題にせざるを得ない。これまでは設備を作れば作

る程、総括原価方式で電気料金に上乗せされて利益

になっていたが、この総括原価方式が昨年廃止され、

新たな収益が見込めない設備に多額の資金を投資す

ることは避けなければならない。多額の安全対策工

事費を捻出する為に社債を発行しているが、投資家

にとって有利な一般担保付社債の発行は 2025 年

までに停止され、銀行融資も含めて資金調達が困難

になる状況も予想される。巨額の設備投資について

は健全な経営維持の観点から、それが適切なのか検

討が不可欠、株主総会に諮るべきです。 

 

●「相談役及び顧問等の廃止」～相談役・顧問制度

は、日本企業特有のもので、会長や社長が退任後に

企業に残り実質的な「院政」の形で現経営陣に影響

力を行使しているとの批判や、目に見える貢献が乏

しいとの指摘等、外国人投資家を中心に批判が出て

おり、企業統治（コーポレートガバナンス）の向上

の観点からも見直しの動きが広がり、すでに、ソニ

ーや資生堂等、多くの国内企業が廃止。東北電力で

は、高橋宏明氏等が特別顧問等に就任、電力全面自

由化が進展する中、危険で不安定な電源、コスト高

で経済性のない原発に固執し、経営を危うくしてき

た。再生可能エネルギーを基盤とする脱原発の新た

な経営に一刻も早く舵をきる為にも、悪しき慣習で

しかない相談役・顧問制度を廃止すべき。 

 

提出と同じ日、東北電力は東通原発の再稼働目標

を、2021年度から 24年度以降に 3年延期すると

発表した（完了延期は 5回目）。電力自由化で、原発

がますます“お荷物”になり、東北電力も“足掻き”

始めました。今年の株主総会も、新型コロナウイル

スの影響でどうなるか分かりませんが、上記の脱原

発議案と、事前質問書を基に、「女川原発再稼働中止

－全ての原発の廃炉」を経営陣に迫ります。 （空） 

 

東北電力㈱ 第 97回定時株主総会 

日時□6月 25 日（金）午前 10 時 

会場□東北電力本店1階大会議室 

 

 

思いたったら、スタンディング！ すべてに優しい社会を！ 

 

「（4月 20日）東京電力の小早川社長が村井宮城

県知事と会談する、とのことです…」。 

ふと耳にした、夜のニュース。それが、「汚染水海

洋放出反対スタンディングをやろう！」と決めたき

っかけでした。 

私たちは東日本大震災で、地震の恐怖だけではな

く、東京電力福島第一原発の事故という恐ろしい体

験もしました。地震で停電になり、２、３日遅れで、

テレビで原発事故の映像を目の当たりにしました。 

「本当に？ これは、現実？ あの、白い煙は？ 

もしかして、被曝する？」。 

あの恐怖から数年後、私は「原発反対」のデモに

参加するようになりました。回数を重ねるごとに、

「東京電力の社長に、直接伝えたい！」という思い

が大きくなっていました。 

そして、とうとう正式に閣議決定された「汚染水

javascript:void(0)
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の海洋放出」。 

 この報道を見るたびに「なんとかしなくちゃ！」

とふつふつとしていた私の心は、東京電力の社長が

このコロナ禍の中、わざわざ「まん延防止等重点措

置」期間中の仙台市に来ることを知って爆発。翌日

には「スタンディングをやろう！」と決めていまし

た。 

 私は仲間に電話しました。みなさん、私の考えを

あたたかく聞いてくださり、私の背中を押してくれ

ました。そして、たくさんの方々がスタンディング

の情報を拡散してくださりました。本当に感謝しか

ありません。 

 スタンディングのタイムスケジュールは、朝８時

～９時と、昼 12 時～13 時の１日２回に決定。朝

は村井知事の登庁時間、昼は東京電力社長の訪庁時

間と重なることを願って決めました。これも尊敬す

る仲間の方が一緒に考えてくれました。 

コロナ禍でのアピール行動、正直悩みましたが、

〝サイレント〟で行うことにしました。もちろん、

消毒用アルコールも持参。感染予防対策には万全を

期しました。 

 海は、命の源。その海に放射性物質トリチウムを

流すことなどとんでもない。東京電力が起こした事

故なのだから、海・人の生活、海の生き物、漁業関

係者などを犠牲にしないでもらいたい、と強く抗議

しました。 

 この海洋放出によって、食物連鎖も狂ってくるの

ではないでしょうか。東北の魚を消費してもらえる

のでしょうか。漁業関係者の方を国が一生保障して

くれるのでしょうか。トリチウムの海で育った魚を

食べて、私たちは健康でいられるのでしょうか。 

 私たち世代で終わる問題ではありません。安全な

海を次の世代、そのまた次の世代…に引き継ぎたい、

その思いでいっぱいです。 

 東日本大震災を経験し、原発事故をも経験してし

まいました。その原発事故は何一つ解決していませ

ん。村井知事には、はっきりと国に「汚染水海洋放

出反対」と表明する責任があると思います。百歩譲

って、海洋放出するとしても、あまりにも疑問点が

多すぎます。ＩＡＥＡ（国際原子力機関）がチェッ

クするといわれても、あまりにも過程が不透明過ぎ

ます。海洋放出に反対でも賛成でも、まずは県民の

声をしっかりと聞いてもらいたいのです。この今を

生きている私たちが、海洋放出を止める努力をする

しかないと思っています。 

 私の求める社会は、「すべてに優しい社会」です。

人に優しいのはもちろん、動物にも優しい、環境に

も優しい、お互いを思いあえる社会です。原発は、

人に優しいでしょうか？ 原発は、動物に優しいで

しょうか？ 海は、泣いていませんか？ 

 「それぞれの場所で、それぞれのアクションを起

こそう」。尊敬する仲間の言葉です。 

 これからも私らしく、「これは違う！」とアンテナ

が反応したら〝アクション〟を起こしていきたいと

思っています。 

 仲間のみなさんの存在が大きな勇気となり、支え

になっています。これからもまっすぐ過ぎる私を、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 （臼井 典子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400回を迎える『みやぎ金曜デモ』～燎原の消し炭のように 

 

いや、困った。「400 回を迎える『みやぎ金曜デ

モ』」について何か書きなさい、というご依頼。400

回どころか、次のデモがいつできるのか、すら不明

瞭なのだ。SARS-CoV2（＝“新型コロナウィルス”

横文字で書くと何だかカッコいいべ？）蔓延でデモ

ができない状態が続き、再開の見通しすら立たない。

なのにいったい何を書けというのか。 

 放射能もウィルスも肉眼では見えないが、実際に

それで健康が損なわれる（場合によっては命すら失

くす）のだから恐ろしい。幸い「何をすれば危険を

遠ざけることができるのか」がおおよそ分かってい

るので、しがない一庶民としては用心するしかない。

参加してくださる人があってのデモ行進、訴えを受

け止めてくださる方があってのデモ行進なのだから、

再開するまで（街でお会いするまで）皆様お健やか

に、次に脱原発デモ隊を見たらあなたも一緒に原発

いらないと思ってくださいね――ぐらいのことしか

書けないじゃないか。 

 他地域の「意志強固な」脱原発デモと違って、「こ

れじゃハメハメハデモだよな」［註 1］と代表西自ら

が思ってしまうようなデモではある。始めた頃は

300人以上いた参加者が今や 40人前後、それでも
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あきらめないで続けている（参加者の皆さんには頭

が下がります！ありがとうございます！皆さんのお

かげです！）。春先までは、デモがない金曜日の夕方

になると落ち着かなかったのだが、こうも「取り止

め」が常態化してしまうと、再開がおっくうになっ

たりする可能性も――。まあそんなことにならない

ように、毎週金曜日の夕食は「北京餃子」［註 2］で

摂るようにはしているが。 

 それでも、市民は粘り強く地道に活動してなんぼ、

おかしいと思ったことには黙らないでまずはアピー

ルしよう、と言い続けてはきた。そういう中、金曜

デモのコーラーさんが福島第一原発事故で生じ続け

るトリチウム汚染水の海洋放出に抗議するスタンデ

ィングを企画してくれたのはうれしかった。また、

金曜デモとは別の動きだが、仙台でも気候変動を考

える Fridays for Future in Sendai の若者たちが

動き出してくださってもいる。タネは芽を出した、

元気に育て！ 首相官邸前での抗議行動は終わろう

とも、民衆の怒りは鎮まらず行動は終わらず、燎原

の消し炭のように発火の時を待っているのだ。 

 …実は 400 回を機にひっそりとフェードアウト

しようと企んでいたのだが、先日某氏が「女川が完

全に廃炉になるか西さんが死なない限り仙台のデモ

はやってますから」とお書きなのを見てしまった（挑

発された、とも言うが）。まあ、まだ生きてますし。 

 3月 12日現在、第 391回。  （西） 

［註 1］みんなのうた「南の島のハメハメハ大王」

歌詞を参照。 

［註 2］デモでほぼ毎回必ず前を通る「フォーラス」

地下 2階にある中華料理店。 

（追記：デモ告知メールサービスやってます。ご希

望の方は、“KindemoKokuchi@gmail.com”に、

配信希望アドレスからお名前と「告知メール配信希

望」と書いてメールして下さい。担当者からの登録

確認メールが返信されたら、登録完了です。無料で

す。デモにご参加の経験が無くてもご登録いただけ

ます） ※5月 14日、やっと再開。 

 

【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 394回 脱原発みやぎ金曜デモ 

日時：5月 28日（金）仙台市元鍛冶丁公園 

（18時 15分集会、18時 30分デモ出発） 

主催：みやぎ金曜デモの会（代表 西） 

〈連絡先〉070-5092-1701（西） 

 

放射能汚染廃棄物の焼却差止め大崎住民訴訟 

第１２回公判 ６月１４日（月）15時30分～ 

 仙台地裁（終了後、報告会予定） 

【編集雑記】 
●東北電力は、3月22日、女川原発から「放射性

廃棄物でない廃棄物？」を発電所外へ搬出すると発

表し、23日、搬出を開始した。「放射性廃棄物で

ない廃棄物」は、原発の管理区域内で発生した廃棄

物のうち、放射性物質によって汚染されていない？

廃棄物とされ、取り扱いについては、原子炉施設保

安規定に定め、2020年3月18日に原子力規制委

員会より女川原発1号機の「廃止措置計画」で認可

されたらしい！？ 使用履歴の記録等により、放射

性物質による汚染がないことを確認？ 発電所外に

搬出し、産業廃棄物として適切に処分？ または資

源として有効利用される？！廃炉に伴う、この？だ

らけの大量の核のゴミは、事業者の都合だけで判断

され、日本中に拡散、総被ばく化を進行させる。敷

地内にとどめ置くべきです。 

●カラーチラシ『ちょっとまって！女川原発再稼働』

10 万枚の戸別配布が県内各地で進行中ですが、追

加印刷の為のカンパ募集中！！ 

【お振込先】郵便振替口座 02280-2-135354 

口座名 女川原発再稼働を許さないみやぎアクション 

●4 月、宮城県庁の行政機構変更で、原子力安全対

策課が、環境生活部から復興・危機管理部に移行。

女川原発の危険性＝危機の対象と、やっと県も自覚

したらしい？！  

●コロナの緊急事態宣言は解除されるのに、10 年

経った現在も、2011 年 3 月 11 日 19 時 3 分か

ら「原子力緊急事態宣言」が発令中！！（空） 
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