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『鳴り砂』2-117 号 別冊 2022 年 3 月 20 日 

 

 最近の気になる動き 96-2  

化学のイロハに反する『東北電力・電中研理論』 
 

＜『東北電力・電中研理論』の初歩的誤り＞ 

 

 12.24資料３「別紙11」でも東北電力は、

「硫化水素流出メカニズム」について、高圧空

気注入で生じた「新たな空気の流路を通じて、

スラッジに蓄積していた多量の硫化水素がタン

ク内に放出」されたという『東北電力・電中研

理論』を繰り返しています。筆者は『同理論』

の誤り・非科学性をこの間の『鳴り砂』や

12.11学習会で何度も指摘してきましたが、別

紙11では同理論を一層補強するための弁明が

目立っていましたので（前稿記載のとおり、規

制委は2.16検査報告で『同理論』を無視したよ

うですので、筆者も今回で最後にしますが）、

備忘の意味も兼ね、批判したいと思います。 

 『同理論』の単純かつ最大の誤りは、高校化

学レベルの基本である‘硫化水素は気体（常

温・常圧）’ということを全く認識していない

ことです。前稿掲示の『図６』（右中央吹き出

し）でも、まるで硫化水素が「固体の粒」かの

ように「蓄積していた」とする一方で（そうで

なければ、それに続く「大量放出」とツジツマ

が合わないため）、「気体」を「固体（活性

炭・スラッジ：実際には多少圧密された含水コ

ロイドで、だからこそ『図１』のとおりスラッ

ジは「遠心脱水」が不可欠！）や液体（間隙

水）」中に‘封じ込める・蓄積させる’科学的

根拠もなく、安易に「蓄積可能」と考えている

ことが分かります【溶解平衡・吸着平衡で硫化

水素を大量蓄積することは不可能で、また、仮

に「硫化鉄ＦeＳ（黒色）」として蓄積してい

ても、空気注入はｐＨを大きく変えない（酸性

にはしない）ため、硫化水素は大量発生しない

と思います】。 

さらに、『図５』＜最終報告・別紙３、協

定文書・図３＞では、硫化水素を青丸（●）で

示し（「固体の粒」のように認識している証

拠？）、「大量放出」された硫化水素が２号機

へ流出したというストーリーに合わせるため、

半定量的に、左側のオーバーフローライン（２

号炉側）へは多量（３個の●）の硫化水素が流

出し、右側の排気ライン・換気空調系には少量

（２個の●）が移行したかのように図示してい

ます。 

でも、硫化水素は、（同じ気体の！）大量の

注入空気と混合・希釈されて「空気＋硫化水

素」の混合気体【後述】となり（実際には、濃

度は曝気時間に伴い「高⇒低」に変化すると思

われますが）、前稿『図６』の設備配置が正し

ければ、大半は通常の排気ラインである「当該

タンクの換気空調系」で排出され、残りがオー

バーフローライン経由で「ランドリドレンタン

クの換気空調系」でも排出され、それでも排出

し切れなかった少量の混合気体だけが「２号炉

制御建屋」に逆流したはずです。 
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＜注入空気をキチンと排気しないから…＞ 

 

また、別紙11（や協定文書）記載の「空気

撹拌作業」時の空気供給圧力＜表１＞から注入

空気量（供給圧力に比例）を比較すれば、６月

以前の注入空気量（圧力0.7kg/cm2に比例：以

下同じ）を7月12日に倍増（1.4kg/cm2）させ

ていたにもかかわらず、それに見合う排気量・

排気速度を設定（増加）しなかったミスが「逆

流の最大原因」であることは明らかです【前稿

記載のとおり、規制委も認定】。ちなみに、従

前は曝気による好気化で硫化水素発生が抑制さ

れていたから、硫化水素の発生量（体積）が少

なく、換気空調系から問題なく排出されていた

＜p.11-4＞旨の説明は、新たな流路形成で大量

放出が生じたはずの7月5日にも“問題なく”

排出し切れたことと矛盾します。 

ここで、注入空気量（供給圧力・時間に比

例）を詳細に検討すると、7月5日には「1.0×

10＋1.4×20＝38」で逆流は生じておらず、12

日には「1.4×30＝42」が注入され逆流したこ

とが分かります（東北電力は、定量的検証がさ

れないよう、各換気空調系の排気速度や注入空

気速度を一切非公表）。すると、上記の総量の

差「４」が排出し切れなかったのか、または最

初の10分間の「1.0×10＝10」と「1.4×10＝

14」で差「４」が生じたことで逆流したの

か、ということになります。作業員からの異臭

報告時刻14:30頃が接続配管からの流出時刻と

ほぼ同じだとすれば（ヒトは不快臭に敏感）、

作業開始時刻「14:06」からは24分後で、ま

た、0～10分間の「1.0×10＝10」から10～20

分間に「1.4×10＝14」と増加した5日には逆

流しなかったことに鑑みれば、圧力（注入量）

増加ではなく、注入総量の差によって作業開始

後20～30分の間に２号炉に逆流（その時間帯

に出入りした作業員が吸引）した可能性が高い

と推察されます。 

そのような「時間遅れ」の逆流（排出・緩

衝能力超過）は、当該タンクや逆流経路途中に

あるランドリドレンサンプ、ランドリドレンタ

ンク（や凝集沈殿槽：図では配管が通じている

のに、硫化水素（混合気体）が全く流入しない

かのように示されていますが、理由の説明な

し）の気相部（各容積は不明）に元々あった空

気が混合気体により押し出され・置換されるま

でに一定の時間を要すること≪緩衝≫、さら

に、それぞれの換気空調系による排出もなされ

る（元の空気の置換時間を短縮する一方、混合

気体も一定量排出して２号炉への逆流量を低下

させる）ことなどを考慮すれば≪排出≫、十分

に生じる可能性があると思われます。ただし、

注入空気量・各換気空調系排気量・各タンク気

相部容積などによっては、「時間遅れ」なしで

早期に逆流し、24分後にたまたま作業員らが

出入りし吸引した、という可能性もあるとは思

います。14:10頃から14:25頃までに誰かが出入

口付近を通過し、異常・被害なしだったなら、

「時間遅れ」逆流の正しさが証明されることに

なりますが、東北電力は出入り情報の公開は絶

対にしないでしょう。 

 

厚生労働省ＨＰより 
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＜濃度（体積比）と物質量（体積）の違い＞ 

 

 硫化水素（混合気体）は、許容濃度（異臭感

知濃度）が5～10ppm、致死濃度は～700ppm

であることからすれば、２号炉制御建屋へ流出

後、周囲の空気で希釈され（10～100倍と仮

定）、幸いにも致死濃度以下（作業員らの中毒

症状から吸入濃度は推定できると思われます

が、非公開。そこで低めに20ppmと仮定）と

なったと考えれば、流出時の混合気体では

「200～2000ppm」程度と推定されます。これ

は、大雑把に「注入空気：硫化水素≒

1,000,000：200～2000」の混合比ということ

で、発生した硫化水素の体積（物質量）は注

入空気の体積（物質量）の僅か500～5000分の

１でしかなく、『東北電力・電中研理論』の中

核をなす‘排気し切れないほどの体積の硫化水

素ガスが放出’されることなどあり得ないこと

は明らかです【前稿記載のとおり、スラッジに

酸素が多少は溶解・拡散するとしても、注入量

の大半は排気が必要です】。 

 以上のような「硫化水素（微量）と注入空気

（多量）からなる混合気体」の気体としての特

性・挙動や中毒濃度などを考慮すれば、正しい

『図５』では、排気ライン・換気空調系に大半

の硫化水素（例えば38：●●●●●●●●●

●）が移行し排出され（少なくとも7月5日の

空気注入量に相応する混合気体は排出し切れた

はず）、残りの少量の硫化水素（例えば4：

●）がオーバーフローライン経由で２号炉へ流

出したと表示すべきです。 

おそらく『理論』を“提唱”した担当者

（前稿記載の高圧注入立案者とは別だと思いま

すが、やはり化学に疎い）は、硫化水素の毒性

が強くppmレベルの「低濃度」でも作業員を中

毒させたことに思い至らず、「濃度」と「物質

量」の違いも理解せず、中毒を発生させたのは

‘大量（物質量）の硫化水素が逆流したため’

と単純に考え、直前の空気注入効果の減少と高

圧空気注入作業ともツジツマが合うよう苦心し

て、‘スラッジに大量の硫化水素が蓄積し、高

圧空気注入により新たな空気の流路が生じ、排

気し切れないほどの硫化水素が大量放出され、

２号炉まで逆流した’というストーリーを“創

作”したものと思われます。 

そして、『理論・ストーリー』創作者は、

既に述べたスラッジ中に硫化水素（気体）を封

じ込めることの困難性を認識せず、自身の空想

の世界で、「暗黒スラッジに閉じ込められてい

た大勢の硫化水素たちの目の前に、新たな空気

流路という脱走路が出現し、硫化水素たちは待

ってましたとばかりに一斉にスラッジから外へ

飛び出した」とでも考えたのでしょうか。で

も、そもそも‘平衡状態に満足している’硫化

水素は、スラッジ・間隙水中から出たがってい

るわけではなく、「新たな空気流路」が硫化水

素を次々とスラッジ中から“引っ張り出す”科

学的仕組みなど存在しません。 

 

＜曝気効果低下の真の原因は？＞ 

 

 さて、ここからは筆者の『仮説』です。 

空気注入作業に先立ち「配管内の残圧を予

め逃がす」＜図４＞ことが公表されました。す

ると、その際、配管内にスラッジや間隙水が流

入し（この現象が生じることに筆者は自信が持

てず、『仮説』を公表できませんでした）、配

管内部に硫化鉄の被膜が形成されたりスラッジ

残滓が固着し、その繰り返しにより固着物が成

長し、特に配管先端部の断面積が減少・閉塞す

る可能性があります【筆者作成の下図】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沈降分離槽 沈降分離槽 沈降分離槽

液相部 液相部 液相部

スラッジ スラッジ スラッジ

圧縮空気注入配管

残圧あり（空気充満） 残圧なし（スラッジ流入） 流入の繰り返しで内壁に
硫化鉄・スラッジ残滓が
固着し、空気の流出断面
積が徐々に縮小・閉塞
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前稿記載のとおり、2019.1曝気開始後（配

管設置後？）２年も経たないうちに曝気による

硫化水素の抑制効果【東北電力は上澄み液（液

相部）の硫化水素濃度で監視とのこと＜p.11-3

＞。ただしデータは非公表】が低下していたと

のこと＜2.16検査報告＞。空気注入量は「圧力

（差）×断面積」で決まるため、上記の固着

物成長による断面積減少【断面積の減少⊿Ｓ

は、固着物厚さの増加（半径の減少）⊿rの２

乗に比例（⊿Ｓ ∝ ⊿r２）するため、時間が

経つほど固着物が成長し、急速に断面積が減

少】によって空気注入量＝酸素供給量が減少

すると考えれば、合理的に説明可能です。 

 また、前述した空気注入量の差以外に、高圧

注入が逆流に寄与したとすれば、断面積を減少

させていた配管内側の固着物を一部剥離させた

り配管先端を閉塞させていた剥離脱落固着物を

吹き飛ばすことによって断面積を増加させ（特

に7.6の瞬間的高圧注入が貢献？）、その結果

空気注入量が12日には「２倍＋α」に増加し

て、7月5日（２倍）には排気し切れたのに、

12日には「＋α」分が排気し切れなかった、

ということなのかもしれません。なお、この

『仮説』は、配管１本を引き抜くなどして内部

の固着物等を調査すれば、検証可能です。 

 

＜スラッジは“固結”する？＞ 

 

いずれにしても、スラッジ内に硫化水素が

大量蓄積したり、高圧注入で新たな流路が形成

され蓄積されていた硫化水素が大量排出される

という『理論』は、スラッジが“固結” ＜

p.11-4＞することを前提とします。そうであれ

ば、再発防止策であるスラッジの「定期的な排

出」＜p.11-7＞や、今回の事故後の応急的スラ

ッジ排出（７４㎥から５０㎥以下へ：もしかし

て、直ちには実施せず、定期排出の繰り返しで

数年後に達成？）は、どのような方法で行なう

のでしょうか。筆者が思うに、タンク底部のス

ラッジ排出用配管から‘液状スラッジを自然流

下’させるよう設計しているのではないでしょ

うか【スラッジが液状・高含水率だからこそ、

取り出し後に「遠心脱水」固化＜図１⑤＞する

必要があるのでは】。まさか「年に一度」タン

クの蓋を開け、防毒マスク・酸素ボンベを装着

した作業員が固結スラッジを“掘り出す”とで

も言うのでしょうか（そうであれば『固結理

論』を認めます）。固結の有無は、事故後のス

ラッジ応急排出方法や、遠心脱水前スラッジの

含水率・密度などで検証可能と思われますの

で、東北電力は『理論』の正しさを証明するた

めデータを公表すべきです。 

さらに、事故時のスラッジ堆積量７４㎥で

は固結が生じていたものの、５０㎥以下では固

結しない、あるいは空気注入で固結部分がほぐ

れるという、『科学的根拠』はあるのでしょう

か。５０㎥以下では固結しない・すぐにほぐれ

るなら、『理論』に従えば、硫化水素の大量蓄

積は二度と生じず、排気量増加も隔離弁閉止も

不要なはずです。でも、それらは、２号機にＬ

Ｄ処理施設を新設せず「共用・接続配管」を放

置する“代わり”の、目くらましに必要かつ安

上がりな対策なので、講じられるのです。 

 

東北電力は、地元住民に対しても、『発電

所だより・2021.11月号』で『図５』同様の図

を掲載して「メカニズム」を科学的に解明した

かのように装っていますが、そのような欺瞞

（フェイクニュース）はもはや通用しないこと

を自覚・反省すべきです。 

 ＜2022.3.3 完＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 最近の気になる動き 96-3  

｢大きな論点｣に目をつぶる規制委と、便乗する東北電力 
 

＜『大きな論点はない』？ 3.3規制委審査＞ 

 

『気になる動き９６－１ 3.4追伸』記載の

とおり、東北電力は、女川２毒ガス申請につい

て3.3規制委1032審査会合で追加説明を行な

い、「規制委は『大きな論点はない』と大筋で

了承した」＜3.4河北＞とのこと。 

もはや、規制委自身が、7.12事故で明らか

となった毒ガスガイドの不備（固定源の定義や

毒ガス想定）を認識できず、あるいは（東北電

力の説明を鵜呑みにするだけで）同事故の教訓

を自ら導き出せず、ガイドに‘最新知見を反映

させられない’だけなのではないでしょうか。

また、ガイドを変更すれば、この間合格させた

他の原発にも「再度のバックフィット審査」が

必要になることから、“波風を立てない”よ
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う、現行の不十分な審査内容を正当化しようと

したものと思われます。【更田規制委員長は

3.11訓示で「…不作為、何かをやらないでいた

ために事故のような大きな失敗を招いてしまう

ことを避けたいのです。」「行動への躊躇いを

除くためには、事故のような失敗を振り返り、

起こった過ちが繰り返されるのを防ぐために、

教訓を組織の「制度」に組み込む必要がありま

す。」などと述べていますので、是非とも真摯

に「ガイド変更・再バックフィット」を行なっ

て欲しいものです。】 

東北電力も、そのような規制委に“便乗”

し、7.12事故の教訓はなかったかのように説明

し（『理論』を捏造する一方、それから導かれ

る「硫化水素大量蓄積・放出」の危険性は無

視）、ほぼ従前通りの申請内容で押し通そうと

しているようです。 

でも、『小さな論点・教訓の

積み重ね』こそが、原発の地道

な安全性向上に不可欠なのでは

ないでしょうか。 

 

 さて、「3.3資料1-2」は“パ

ッと見”で「2.28面談資料２

（改６）」と同じと思われ、この間の規制委要

求（＝合格に向けた助言！）に応えるべく、

12.24資料３（改０）になかった「参考資料」

や「別紙12」が追加され、後者には最新改訂

部分に黄色マーカーが付されていましたので、

以下は「2.28資料２」を引用し

ます。なお、7.12事故に係る

「別紙11」の主な問題点は前２

稿で徹底解説しましたので、本

稿では追加部分から新たに判明

した事項を記載し、硫化水素問

題の最終稿としたいと思いま

す。 

 

Ａ：硫化水素発生が2018年に問題になったと

のことでしたが＜2.16規制検査報告＞、東北電

力曰く、１号機の設計建設当初からそれを予測

（？）していたかのように「換気空調系により

直接排気される設計となってい」たと、追記さ

れていました。 

それが本当なら、硫化水素検出のための上

澄み液の濃度測定も「運用開始後」から行なっ

ていたはずで、スラッジ受け入れ量と硫化水素

濃度の経時変化・相関関係等を分析した上で、

「過去実績を踏まえて設定した目安値」＜

p.11-7＞と明言したスラッジ５０㎥以下なら再

発防止できる（過去実績では硫化水素発生な

し？）ことや、週１回の空気注入作業頻度見直

しなどを、科学的に証明・説明して欲しいもの

です。 

 

Ｂ：スラッジの貯留可能容量７６㎥と事故時の

貯留量７４㎥を明記。そうであれば、タンク容

量（約１００㎥）も示すのが普通では。そのよ

うな定量的説明意識の欠如に、東北電力・担当

者の科学的基礎の貧弱さを感じるのは、筆者だ

けでしょうか。 

 

Ｃ：東北電力は、作業時（加圧時）の再発防止

対策に加え、通常（加圧なし）状態でも「２号

炉制御建屋に流出しない」と断言し、その理由

として３点を挙げています。 

その中で、換気空調系を備えた当該タンク

（ランドリドレンタンク・凝集沈殿槽も？）が

「常に換気されている」ことが、初めて明らか

にされました＜②：負圧防止のため曝気作業時

のみの排気という可能性もあり、筆者には謎で

したが、ようやく“俎上”に載せられます＞。 

そうであれば、タンク内が負圧とならない

ように“常に給気”もされているはずです。で

も、空気供給止め弁（ランドリ）は作業後に全

閉となり＜p.11-3＞曝気用空気は入ってきませ

んので、『図４～６』の「オー

バーフローライン」が唯一？の

給気経路と思われます。同ライ

ン（硫化水素逆流経路）は、本

来は手洗い水等の通り路で、通

常は空気で満たされているはず
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です（空気・異臭が逆流しないよう

ファンネル「封水」）。ここでは、

東北電力が隠し通している１号機制

御建屋と通じる経路については触れ

ませんが、『図』が正しければ、２

号機（手洗い槽や排水桝）が“唯一

の給気源”ということになります。

そして、そこから常に給気がなされ

ていれば、空気通過に伴い封水も絶

えず蒸発するため、硫化水素逆流を

許してしまった程の「封水」減少

（実際には「水が涸れ」ていた？）

が事故前に生じていたものと思わ

れ、だからこそ、労基署が「水が涸

れる前に補充」するよう「封水確認頻度の見直

し」を強く指導＜協定文書p.5、最終報告・別

紙４【上図】＞したのだと思います。本稿を作

成していて、その労基署指導の‘深い意味？’

が筆者にはようやく理解できました。 

そしてこの「封水涸れ」こそは、7.5には逆

流せず7.12に逆流した理由を、7.5以前には一

定の手洗い槽の利用があり（手洗い水による封

水補給があり）、その後から7.12前には手洗い

頻度が少なかった（封水減少）などの違いで、

簡単に説明できるのかもしれません（東北電力

も規制委も労基署も、もはや“真相を解明する

気＝教訓を導き出すつもり”は全くないと思い

ますが）。 

 

Ｄ：また、「２号炉制御建屋に流出しない」理

由に、「硫化水素は空気より比重が重く、当該

タンクより上層階に位置している」ことも挙げ

ています＜③＞。上述の通り、当該タンクが

「常に換気」され、２号機から空気が供給され

ていれば、その流れにより、硫化水素の比重と

は無関係に、逆流は妨げられます。一方、もし

も故障等で換気が停止すれば、スラッジから発

生した硫化水素（とタンク気相部に存在する空

気との混合気体）は行き場を失い、発生量（体

積）が大きければ（特に『理論』では大量発生

の可能性があるはず！）、

オーバーフローラインの配

管内を単純に『トコロテン

式』に逆流し、配管開口部

が上層階にあっても、比重

の大小にかかわらず、流出

します。 

しかも、硫化水素

（34）と空気（28.8）の比

重（密度）差による「気

体」の分離は極めて困難で

（気体は拡散速度が極めて大きい）、長期間静

的状態が保たれればタンク気相部の上下で濃度

差（混合比の大小）が生じる可能性はあります

が、常温では気体の拡散が速やかに生じるため

【おならは、そっと放出したつもりでも、比重

差にも関わらず比較的短時間で拡散し、周囲に

バレます：おっと失礼！】、「液体や固体」の

ように比重差により簡単に分離したり分離状態

が維持されることなどあり得ません。上記理由

を思いついた東北電力・担当者は、硫化水素が

２階から１階にまで“流下”した（と事故後に

報告した）ことを“逆手に取った・ヒントにし

た”ものと思いますが（筆者自身も事故当初は

安易にそう考えましたが）、それは完全に誤り

です。 

そもそも、逆流した硫化水素は、何度も繰

り返しますが、実際には硫化水素（34）と空

気（28.8）との「混合気体」で、仮に前稿記載

の「200～2000ppm」程度とすれば（最終的に

致死濃度以下に希釈された）、その混合気体の

比重（密度）は「28.801～28.810」と、空気

よりほんの僅か重いだけです。そのため、２階

流出口から出てきた混合気体は、僅かな比重差

によって１階へ“流下”したのではなく、単に

『トコロテン式（ハンドソープの泡状？）』に

周囲の空気を押し出して広がり、その過程でた

またま近くにあった階段を通じて１階にも拡散

『トコロテン式』に押

し出され、周辺に拡散 
拡散の過程で、近く

の階段から１階に 
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した（３階への階段が近くにあれば３階にも到

達したはず）、というのが“真相”だと思いま

す【前頁下図は図６の一部に「吹き出し」加

筆。もしも比重差が主要因なら、２階で「腰の

高さ」の手洗い槽から流出した硫化水素は、床

に流れ落ちて床を這うように移動し、階段から

１階に流れ下ることになりますが、その場合、

「腰の高さ」以上に「口・鼻」がある２階の作

業員が硫化水素を吸い込む可能性は低いことに

なり、実際とは矛盾します】。 

以上のように、硫化水素が比重大だから当

該タンク（地下２階）上層階に位置する２号炉

制御建屋（２階手洗い槽）に「流出しない」と

いう科学的理由はなく、気体・混合気体の性質

を正しく認識すれば、比重にかかわらず配管内

を『トコロテン式』に逆流し、２階手洗い槽周

辺から１・３階にも拡散する可能性が残ること

に鑑みれば、やはり「接続配管の撤去・共用の

解消」こそが再発防止対策であることは明らか

です。 

 なお、３階にある中央制御室は「他の換気空

調系とは独立」だから問題なしという点は、

前々稿96-1で指摘したように、硫化水素の排出

口である１号機排気筒から300ｍ以内にある

「外気取入口」【右図は別紙12・図２の一部

に「吹き出し」加筆】に到達するまでに安全濃

度に希釈されるかどうか、定量的に検証されな

ければならないと思います。 

 

Ｅ：「規制要求との関係について」では、設置

許可基準規則について「同規則においては、ガ

イドを参照し」＜p.11-12＞と述べ、ガイドを

杓子定規に解釈し（同規則・規制委に責任転

嫁？）、当該タンクは固定源には該当しないと

主張しています。 

その点に関して別紙10では、同規則二十六

条３項１号の「有毒ガスの発生源」とは「有毒

ガスの発生時において、運転員の対処能力が損

なわれるおそれがあるもの」で、「工場等内に

おける有毒ガスの発生」とは「有毒ガスの発生

源から有毒ガスが発生すること」との解釈条文

（26条６項）が紹介されています。 

しかしながら、前々稿96-1の繰り返しにな

りますが、同規則および解釈は‘必ずガイドを

参照せよ’とは言っておらず、あくまでもガイ

ドは一例でしかありません＜2.28面談資料４・

2頁で東北電力も認めています＞。貯蔵・輸送

される有毒化学物質からしか有毒ガスが発生し

ないと“誤解”し、不適切・抜け落ちがある現

行ガイドの諸定義には該当しないから、当該タ

ンクに貯蔵されたスラッジ内の無害な化学物質

から生物学的に発生する「硫化水素」およびそ

の発生源たる「当該タンク」を、無視・評価対

象外として構わないとする東北電力の考え方

は、同規則および解釈の求める真の意味での

“有効な有毒ガス防護対策”を満たしていない

ことは明らかです。 

なお、「別紙4-7 参考資料4 表１」によ

れば、柏崎刈羽原発では廃液処理に「硫酸アル

ミニウム（凝集剤）」を使用していないようで

すので、女川のような硫化水素発生の危険性は

ないのかもしれません。でも、仮に「硫酸アル

ミニウム」使用が女川１・２の特殊例だったと

しても、新たな知見が得られた限り、‘（全原

発に適用される）ガイドに反映させなくてもい

い’ということにはならないと思います。 

 ＜2022.3.12 完 

 仙台原子力問題研究グループＩ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１号機排気筒 
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「第 159 回女川原子力発電所環境調査測定技術会」傍聴記 

―― 原発は、秘密が多すぎる ―― 

 

2022 年 2 月 4 日に「第 159 回女川原子力発電

所環境調査測定技術会」を傍聴してきました。

簡単に気になった所だけを報告します。 

傍聴は、私と N さん、電力関係 1 名で、マス

コミはゼロでした。学識経験者の岩崎智彦さん、

有働さん、神宮さんが欠席でした。（残念） 

  

●千葉伸副会長が、挨拶の中で、特定重大事故

対処施設の変更許可について東北電力から事前

協議（宮城県、女川町、石巻市へ）の申し入れ

があったことを報告した。（資料-3 P4 参照） 

 

・会長の代理・千葉伸副会長（宮城県復興・危

機管理部危機管理監兼副部長）が議長で、いつ

もの通り「放射能測定結果」と「温排水調査結

果」が報告され評価し了承された。 

・当日の資料は、後日宮城県のＨＰへ掲載され

るはず。（但し、相変わらず遅いです。11/12 の

技術会の議事録は 2022.1/15 頃でした。） 

協議会・技術会・監視検討会 会議資料・議事

録  - 宮 城 県 公 式 ウ ェ ブ サ イ ト 

(pref.miyagi.jp) 

●前網局での線量率超過（2021.11.22）につい

て（参考資料-2）、いろいろ検討した結果大陸

方面からやってきた物質による上昇か？と言っ

たように聞こえた。（議事録を見たい） 

●東北電力は、使用済燃料プールへのボルト等

落下物の回収を１月から開始。水中カメラでの

調査も実施中。（資料-3 P7-8） 

●前回も問題になった３号機「中央制御室換気

空調系の是正処置の未実施」（資料-3 Ｐ9）に

ついて、深刻度ＳL Ⅳの評価に対して、定期的

に点検することで是正処置完了（2021.11.30）

との事。 

●モニタリングポスト計測値の伝送異常につい

て（資料-3 P2-3） 

 2021.12.7 モニタリングポスト（1～6）計測

値が伝送されなかった。（核物質防護のため、

図など詳細は制限） 原因は、中央制御室での

作業で誤って必要な回路プラグを取り外したこ

と。協力作業員から取り外し可否の確認を受け

た電力担当者が、取扱説明書に記載がなかった

ため、外す指示をしたとのこと。再発防止は、

部品の取り外しはメーカーに確認する、という

もの。（電力社員の間違った思い込みがトラブ

ルを発生させた。詳細が説明できない重要な機

器のようで、テロ対策上もなんか怖いです。） 

●有毒ガス防護の原子炉設置変更許可申請につ

いて（資料-3 P4） 

 2021.12.16 上記の件で原子力規制委員会へ

申請書提出。有毒ガス防護に係る記載の追加。

（硫化水素事故を踏まえての対応であるが、新

たな設備設置や変更はないとのこと。これで本

当に大丈夫なのかと思った） 

●新型コロナ感染症の感染が、電力社員 3 名、

協力企業員 62 名となった。ここ 2～3 週間で 26

名と多いとのこと。（防止に努めているが、な

かなか大変のようである。） 

●次回の技術会は、5/18（水）仙台にて。 

 

〇改めて感じたこと。 ちょっとした人為ミス

がモニタリングの伝送不能を起こし、もしも事

故があっても、対応できなくすることがあると

いう事。そして、その詳細内容が、テロも心配

なので、公表できないこと。毒ガス硫化水素の

発生対策も、中途半端で終わりそうなこと。コ

ロナ対策が相変わらず大変なこと。 

そして、この技術会をやっている間に、「女

川原発の原子力防災訓練」は住民参加がなくな

ったことが決定していたが、一言も報告がなか

った。（秘密が多すぎる。） 

たかが電気を起こすのに、テロをおそれ、防

災訓練もし、膨大なエネルギーを使用して様々

な会議もしなければならない。「原子力発電所」

とは、いったい何なんでしょうか。エネルギー

浪費施設？ 

（2022.2.5 記 兵藤則雄） 

 

 

●「川柳」「短歌」募集中 
 

原発の リスクが一層 はっきりと 

戦火がやまぬ ウクライナ 

 

事故をへて なんでそんなに 原発を 

維持してきたの ウクライナ 

 

戦争と テロの前には 意味が無い 

数千億の 安全対策 

 

（三陸亭のりお） 

 

 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/o-kyogikaigijyutukaikentokai.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/o-kyogikaigijyutukaikentokai.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/o-kyogikaigijyutukaikentokai.html


9 

 

【女川原発アラカルト】 
【１月】 

15 日（土） 東北電力、9 時 45 分頃、女川原発

構内（屋外）の電源設備に関わる安全対策工

事に従事していた協力会社従業員１名が、工

事車両（クレーン装置付きトラック）と接触

し負傷者が発生、入院したと発表。 

19 日（水） 東北電力、昨年 12 月の女川原発

の放射線監視装置（モニタリングポスト）全

６台で計測値が一時伝送できなくなった事故

原因は、中央制御室で作業中、回路のプラグ

を誤って外すよう指示した担当者の指示ミス

だったと発表。作業内容は「核物質防護に関

わる」として非公開。 

20 日（木） 原子力規制委員会、女川原発 2

号機の「特定重大事故等対処施設」の新規制

基準適合性審査の初会合。東北電力、設計方

針を説明。詳しくは今後の非公開の会合で説

明。 

  南三陸ワシタカ研究会、齋藤正美石巻市長

に、風力発電所建設計画見直しを訴え、事業

者に市有地を譲渡しないことなどを求める要

望書を提出。 

21 日（金） 脱原発スタンディングの会、『脱原

発金曜昼スタンディング』、仙台市フォーラス

前、8 名参加。 

25 日（火） 内閣府、女川町小屋取地区に新設

する放射線防護施設の設計費として、原子力

災害対策事業費補助金から宮城県に 3700 万

円配分すると発表。 

26日（水） 「福島原発被害南相馬訴訟」控訴

審第２回裁判、仙台高裁。 

27 日（木） 経済産業省資源エネルギー庁と原

子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）、高レベル

放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国

説明会、ハーネル仙台 3 階大会場蔵王。11 人

参加。今回で 140 回目、県内開催は 3 回目。 

28 日（金） 『脱原発金曜昼スタンディング』、

仙台市フォーラス前、6 名参加。 

29 日（土） Hope＆Action、女川原発再稼働と

選挙ＷＥＢ講演 Vol.13、六ケ所再処理工場の

重大事故―国・事業者の危険な姿勢―講師：

永田文夫さん（三陸の海を放射能から守る岩

手の会世話人）。 

30 日（日） 福島を考える会、『再生の意味、福

島を語る』佐藤昌明氏（飯舘村出身フリーラ

イター）、仙台市市民活動サポートセンター研

修室）。 

31 日（月） 女川町議会原発対策特別委員会、

「特定重大事故等対処施設」設置費用が 1377

億円かかると電力が説明。内容については重

要施設なので明らかにできないと回答。 

  東北電力、2022 年 3 月期の通期連結業績予

想を下方修正し、純損益が 230 億円の黒字か

ら 450 億円の赤字になると発表。燃料価格高

騰を理由にしているが、11 年間も稼働しない

原発に過度の設備投資等を行ない、経営耐力

がないため。赤字は震災以来 9 期ぶり。 

【２月】 

3 日（木） 三菱重工業、女川原発 2 号機の「特

定重大事故等対処施設」の減圧機器などの設

置工事を受注したと発表。東北電力が原発施

設の主要部分の工事を三菱重工業に発注する

のは今回が初めて。 

4 日（金） 「第 159 回女川原子力発電所環境

調査測定技術会」、TKP ガーデンシティ仙台勾

当台ホール 1。市民 2名＋電力関係 1名傍聴。 

  舟形山のブナを守る会、林野庁長官宛の、

大規模風力発電事業による国有林の伐採禁止

を求める要望書を、宮城県北部森林管理署（大

崎市）に提出。 

『脱原発金曜昼スタンディング』、仙台市フ

ォーラス前、6 名参加。 

7 日（月） 脱原発をめざす宮城県議の会、原子

力総合防災訓練の再延期を求める要請書を県

に提出。村井知事、記者会見で、「メインは国

から自治体への情報伝達」、新型コロナ感染拡

大で住民不参加でも訓練を強行すると言及。 

9 日（水） 県、大崎市産の野生タラノメの出荷

制限（2014 年 4 月に国から指示）が解除され

たと発表。政府、原子力災害対策特別措置法

に基づき、登米市産の野生キノコの出荷制限

を指示。 

10 日（木） 国と宮城県、女川原発で初めての

原子力総合防災訓練。～12 日。住民は不参加、

自治体職員が住民役。PCR 検査などで新型コ

ロナの陰性を確認した東北電力、自衛隊など

120 機関の約 2200 人が参加。村井知事なども

参加したが、車両の検査場混雑で遅れ発生。 

12 日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原

ネットワーク『学習交流会』70、栗原市市民

活動支援センター多目的室。① 宮城県内の放

射能汚染廃棄物処理の現状は ② 女川第一

原発再稼働に向けての動きと避難計画は ③ 

原発ゼロ・脱炭素社会を自然エネルギーを軸

としたシステム転換で。15 名参加。 

14 日（月） みやぎアクション等 42 団体、原

子力規制委員会へ『東北電力女川原発２号機

の有毒ガス防護に係る原子炉設置変更許可申

請に対して、硫化水素漏洩事故を踏まえた審

査を行うことを求めます』共同申し入れ、参
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議院議員会館内 B101 会議室。紹介議員石垣

のりこ参議院議員。コロナ感染拡大状況に鑑

み、東京へは篠原さんと多々良さんが参加、

ＺＯＯＭで 20 名参加。原子力規制庁原子力

規制部検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ実用炉監視部門管理官補佐

水野大氏、審査ｸﾞﾙｰﾌﾟ実用炉審査部門係長佐

藤裕史氏。 

子ども脱被ばく裁判の会、「子ども脱被

ばく裁判」控訴審第２回口頭弁論、仙台高

裁。勾当台公園市民広場集合、市内デモ、裁

判前集会（仙都会館 8F 会議室）、傍聴券配

布・抽選。14 時 30 分開廷。15 時 45 分記者

会見・報告集会、仙都会館 8F 会議室。リア

ル 60 名＋ＺＯＯＭ55 名参加。 

 東北電力、県・女川町・石巻市ならびに登

米市・東松島市・涌谷町・美里町・南三陸町

に 1 月分の女川原発 2・3 号機の「定期事業者

検査」の状況報告。昨年 2、3、5 月の地震で

3 号機の原子炉建屋の点検用足場から脱落し

た部品 89 個のうち、使用済み燃料プール内に

落ちたボルト等 5 個を回収したと発表。見つ

かっていない部品は残り 60 個。 

15 日（火） 山口壮原子力防災担当相、記者会

見で、原子力総合防災訓練について、「避難計

画の実効性確認」「国として住民参加型の訓練

をやり直す必要はない」「検査場の混雑は細部

にわたること」等と発言。 

16 日（水） 女川原発再稼働差止訴訟、仙台地

裁、原告側が申立てた県への「調査嘱託」の

一部を採用することを決定。 

第 3 回再稼働阻止全国ネットワークＺＯＯ

Ｍ会議、テーマ「実効性なき避難計画」、大石

光伸さん（東海第二原告団）講演『「避難計画」

とはいったい何なのか？』、女川から日野さん

が報告。38 名参加。 

  原子力規制庁、2021 年度第 3 四半期の原子

力規制検査評価結果を原子力規制委員会に報

告。女川原発の硫化水素漏洩労災事故に関し、

「指摘事項」の深刻度は 4 段階のうち最も低

いレベル「SL Ⅳ（通知なし）」と評価。原子

力安全に係る「指摘事項」とはしないが、労

働安全に係る事案と評価､『保安規定違反』と

判断。 

鳴子温泉郷のくらしとこれからを考える

会、７つの大規模風力発電計画に反対する

3095 人分の署名を県に提出。 
17 日（木） 女川原発ＵＰＺ住民の会、女川原

発を視察。 

  原子力規制庁、2021 年度第 3 四半期の原子

力規制検査評価結果（核物質防護関係）を規

制委員会に報告。昨年 10 月 12 日、女川原発

で、協力会社作業員が自身のＩＤカードと他

人のＩＤカードを取り違えて使用し、警備員

による確認でも気付かず、「周辺防護区域」

まで入域する事案が発生（「防護区域」に入

域する前に判明）。東北電力、1 月に生体認証

装置を導入。「指摘事項」の重要度「緑」、

深刻度「SL Ⅳ」と評価。2020 年 4 月からの

原子力規制検査制度で、指摘事項は 3 例目。 

18 日（金）～23 日（水・祝） 実行委、飛田晋

秀写真展『浪江町津島の記憶』、仙台市福祉プ

ラザ 2 階展示ロビー。23 日、講演会『ふるさ

と浪江町津島への想い』お話：津島原発訴訟

原告団長今野秀則さんら 4 人、仙台市福祉プ

ラザふれあいホール。コロナ禍中に 80 名余り

の参加。 

「第 159 回女川原子力発電所環境保全監視

協議会」「令和 3 年度環境放射能監視検討

会」、TKP ガーデンシティ仙台勾当台ホー

ル。市民 1 名＋電力関係 3 名＋記者 1 名傍

聴。東北電力、これまで、電力社員 3 名、協

力企業従業員 98 名が新型コロナに感染した

と公表。 

東北電力、2022 年度から 2024 年度までの

3 年間における「プルトニウム利用計画」を

公表。プルトニウム所有量：約 0.7 トンＰｕ

ｔ（2021 年度末予想）、利用場所：女川原

発 3 号機、利用量：2022 年度から 2024 年度

は予定なし、年間利用目安量：約 0.4 トンＰ

ｕｔ／年（3 号機に装荷するＭＯＸ燃料に含

まれるプルトニウムの１年当たりに換算した

量）、現在貯蔵する使用済燃料の量（参考）

約 680 トンＵ（2020 年度末実績）（女川原

発、東通原発および日本原燃に貯蔵している

使用済燃料の量）。 

『脱原発金曜昼スタンディング』、仙台市フ

ォーラス前、7 名参加。 

20 日（日） みやぎアクション、オンライン会

議。17 名参加。 

21日（月） 女川原発再稼働差止訴訟原告団、

女川原発再稼働差止訴訟進行協議（非公開）

仙台地裁308号法廷、終了後､仙台弁護士会館

3Fで､記者レク。 

  県議会「みやぎ県民の声」など野党4会

派、汚染水海洋放出の安全性を強調するチラ

シを国が学校に直接送った問題で、児童生徒

に配布しないよう伊藤教育長に要請。 

  厚生労働大臣、風の会 S の昨年 11 月の女

川原発硫化水素労災事故「指導票」不開示

決定審査請求に対し、総務省情報公開・個

人情報保護審査会に諮問した旨の通知。3 月

14 日、総務省事務局、「理由説明書の送付
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及び意見書又は資料提出について（通

知）」（4 月 4 日提出期限）。 

台湾衛生福利部、福島原発事故後に課して

きた日本産食品の輸入禁止措置を原則解禁す

ると公告。 

25 日（金） 『脱原発金曜昼スタンディング』、

仙台市フォーラス前、5 名参加。 

26 日（土） Hope＆Action、女川原発再稼働と

選挙ＷＥＢ講演 Vol.14「ふくしまの人の声を

聴く」渡辺一枝さん（作家・写真家）。 

  日本雁を保護する会や鳴子温泉郷のくらし

とこれからを考える会、鳴子温泉で渡り鳥の

観察会、ガンの群れが風力発電計画地上空を

通過するのを確認。 

27日（日） 宮城県保険医協会公害環境対策部

公開講演会「今、福島から・分断と対立を乗

り越えて」講師：伊東達也氏（原発問題住民

運動全国連絡センター筆頭代表委員・いわき

市民訴訟原告団長）、ＷＥＢ配信（ZOOMウェ

ビナー使用）。 

28 日（月） 「ふるさとを返せ」福島原発避難

者山木屋訴訟控訴審第１回裁判、仙台高裁。 

【３月】 

3 日（木） 規制委、女川原発２号機の有毒ガス

防護に関する新規制基準適合性審査の初会合。

東北電力、防護方針を説明。「大きな論点はな

い」と大筋で了承？！ 

  国土交通省、女川原発の避難道路となる国

道 398 号石巻バイパスの未整備区間の整備を、

国直轄工事に移行するための「新規事業採択

時評価」の手続きに入ったと発表。10 日、「社

会資本整備審議会道路分科会東北地方小委員

会」で了承、15 日、事業評価部会が妥当と結

論。 

4 日（金） 『脱原発金曜昼スタンディング』、

仙台市フォーラス前、8 名参加。 

東北電力、女川原発 3 号機の第２回定期安

全レビューの実施結果を、県、女川町、石巻

市ならびに登米市、東松島市、涌谷町、美里

町、南三陸町に報告。 

  色麻町、再生可能エネルギー発電事業の開

発に際して自然環境との調和を求める条例案

を、町議会 3 月議会に提出。 

10 日（木） 福島原発被害南相馬訴訟控訴審、

現地進行協議、仙台高裁。 

東北電力、県・女川町・石巻市ならびに登

米市・東松島市・涌谷町・美里町・南三陸町

に 2 月分の女川原発 2・3 号機の「定期事業者

検査」の状況報告。昨年 2、3、5 月の地震で

3 号機の原子炉建屋の点検用足場から脱落し

た部品 89 個のうち、使用済み燃料プール内を

水中カメラで調査し落ちたボルト等 2 個を、

さらに原子炉建屋オペレーティングフロアで

1 個を回収したと発表。3 月 1 日、使用済燃料

プール内の落下物の調査・回収作業は終了。

見つかっていない部品は残り 57 個。 

11 日（金） 『脱原発金曜昼スタンディング』、

仙台市フォーラス前、3 名参加。 

12 日（土） 第９回いのちの光 3.15 フクシマ

～フクシマが背負ってきたもの伝えつづける

もの講演会、「福島の真実」講師：飛田晋秀氏

（写真家・三春町在住）、会場の仙台市カトリ

ック元寺小路教会大聖堂がコロナ禍で使用不

可になり、中止。 

16 日（水） 原発問題住民運動宮城県連絡セン

ター、『アルプス処理水海洋放出に反対する署

名』街頭署名行動、平和ビル前。 

（空） 

 

●脱原発みやぎ金曜デモ 
 

【１月】 

23 日（日） 第 421 回「日曜デモ」、寒い中、仙

台市中心部の一番町アーケードで「女川原発

廃炉にしよう！」とアピール、元鍛冶丁公園

から 25 名の市民が参加。 

【２月】 

〈2 月 9 日、宮城県、過去最多、934 人が新型

コロナウイルスに感染。累計感染者 2 万

7594 人。県内での新型コロナ感染症の感染

者が高止まりしているため、2 月のデモは中

止に。3 月 1 日、639 人で累計感染者 4 万

1024 人。死者は 143 人に。〉 

【３月】 

4日（金） 第422回「金曜デモ」、ロシア軍に

よるウクライナ侵攻を受け、原発事故と核戦

争の危機が迫る中、急遽、脱原発みやぎ金曜

デモ開催、戦争をやめろ！ウクライナに平和

を！そして全世界の原発を廃炉にしよう！

と、勾当台公園市民広場から60名の市民が参

加。 

11日（金） 第423回「金曜デモ」、勾当台公園

市民広場から45名の市民が参加。【反戦】脱

原発のみをシングルイシューとしてきた脱原

発みやぎ金曜デモですが、今、ウクライナで

は、大事故を起こしたチェルノブイリ原発

と、それ以外に稼働中のものも含め15基の原

発が存在する地域での史上初めての近代戦が

行われていています。3月9日、ザポロジエ原

発では戦闘により火災が起きました。2月24

日にロシア軍に制圧されたチェルノブイリ原
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発は、外部電源が喪失し、南ウクライナ原発

近郊でも戦闘が行われています。原発災害の

危機が迫っています。ウクライナに対する戦

争を直ちに停止せよ、と今回のデモでは訴え

ました。 

 

【参考】 ウクライナ原発の現状 

−15基中９基運転中 
 

◎ ウクライナには原発が 4 カ所、15 基ありま

す。それぞれの稼働状況を、ウクライナの電力

会社エネルゴアトムのサイトで紹介しています。

日本時間 2 月 28 日午前零時現在、運転中は 9 基

です。 

 

１．ロシア軍の侵攻の最前線に一番近いと思わ

れるザポロジエ原発（ＰＷＲ型） 

 https://www.npp.zp.ua/   〈運転開始〉 

 １号機 停止中（100.0 万ｋＷ）1985.12.25 

 ２号機 運転中 97.9 万ｋＷ  1986.2.15 

 ３号機 運転中 77.7 万ｋＷ  1986.12.4 

 ４号機 運転中 98.2 万ｋＷ  1987.12.15 

 ５号機 停止中（100.0 万ｋＷ）1989.10.27 

 ６号機 停止中（100.0 万ｋＷ）1996.9.16 

      合 計 273.8 万ｋＷ 

２．リウネ（ロブノ）原発（ＰＷＲ型） 

 https://www.rnpp.rv.ua/?lang=ua 

 １号機 停止中（40.2 万ｋＷ） 1981.9.21 

 ２号機 運転中 38.4 万ｋＷ  1982.7.30 

 ３号機 運転中 95.0 万ｋＷ  1987.5.16 

 ４号機 運転中 95.0 万ｋＷ  2006.1.21 

     合 計 228.4 万ｋＷ 

３．フメルニツキ原発（ＰＷＲ型） 

https://xaec.org.ua/store/pages/eng/techek

params 

１号機 運転中 84.1 万ｋＷ  1988.8.13 

２号機 停止中（100.0 万ｋＷ）2005.9.7 

     合 計  84.1 万ｋＷ 

４．南ウクライナ（ＰＷＲ型） 

https://www.sunpp.mk.ua/uk/activities/un

its 

 １号機 運転中 74.9 万ｋＷ  1982.12.22 

 ２号機 運転中 74.6 万ｋＷ  1985.1.6 

 ３号機 停止中（100.0 万ｋＷ）1989.9.20 

     合 計  149.5 万ｋＷ  

 

※たんぽぽ舎「地震と原発事故情報」、『原子力

市民年鑑』参照。 

 

●汚染廃棄物「焼却」を 

めぐる動き 
 

【１月】 

26 日（水） 涌谷町、町役場で汚染牧草のすき

込み処理に関する町民説明会。6 人参加。 

【２月】 

4 日（金） ちくりん舎オンライン学習懇談

会、―「大崎市放射能ごみ焼却排ガス調査結

果についてなど」。大崎市で行われている放

射能ごみ焼却によるセシウム粉じん漏れの実

態や、周辺住民の内部被ばく状況など大変重

要な報告。大崎市住民訴訟関係者も含め約

40 名程がオンライン参加。【第 1 部】大崎

市放射能ごみ焼却 排ガス調査結果について

【第 2 部】大崎市玉造ＣＣ周辺住民の尿検査

結果について。 

16日（水） 放射能汚染廃棄物の焼却差止大崎

住民訴訟第15回口頭弁論、仙台地裁101号法

廷。報告集会、仙台弁護士会館4階会議室。

弁護団4名、原告・支援40名傍聴。記者3名、

被告弁護士4名＋4名。 

24 日（木） 大崎耕土を放射能汚染させない連

絡会総会、福島の運動や女川･石巻(裁判)と

の交流･課題共有を目指す。また､土壌測定で

放射能被害の可視化を図る。 

 【３月】 

3 日（木） 放射能汚染廃棄物「一斉焼却」に反

対する宮城県民連絡会、村井県知事宛に「焼

却対象廃棄物から 8000Bq/㎏以上超えるもの

が検出された件について」申入れ書を送付。 

（空） 
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