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東電“第三者検証”の検証？ １ 『炉心溶融隠し』
東電「福島第一原子力発電所事故に係る通報・
報告に関する第三者検証委員会」（元仙台高裁長
官・田中康久委員長外２名）は、2016.6.16 に「検
証結果報告書」を公表。
発端は新潟県・原子力発電所の安全管理に関す
る技術委員会が事故後のより早い段階で炉心溶融
判断（公式には、１号機：5 月 15 日、２・３号機：
同 23 日）ができたのではないかと繰り返し指摘し
たことに対し、東電が「炉心溶融の定義がないた
め判断できなかった」との回答を繰り返したあげ
く、今年 2 月 24 日になって、判断基準を定めた社
内マニュアル（原子力災害対策マニュアル）の存
在を認め、それに基づけば３号機：3 月 14 日 5 時
前頃、１号機：同日 7 時過ぎ頃、２号機：翌 15
日 15 時 30 分頃、判断可能だったことが明らかに
なったことから＜2-3 頁＞、東電の虚偽報告・隠
ぺいの経緯等について調査がなされたものです。
報告書はいかにも司法関係者らしい“素人には
難解な文書（悪文）”でしたが、２点ほど気にな
りましたので、本稿ではまず「炉心溶融隠し問題」
を検討します。

指示をしており、その事実からすれば、官邸側か
ら、マスコミに公表する際には事前に官邸側の了
承を得るようにとの要請を受けたものと推認され
る」＜30 頁＞としていますが、この推認は妥当で
す（官邸側も否定していません）。
問題はその次で、中村審議官交替という“無言
の圧力”の下、「東電社内においては…交替の理
由が「炉心溶融」をマスコミに対して認めるかの
ような発言をしたことにあるものと受け止め、対
外的には「炉心溶融」を肯定するような発言を避
けるべきだとの認識が徐々に広まった」＜30 頁＞
こともあり、
「清水社長が、同月 14 日 20 時 40 分
頃からの記者会見に臨んでいた武藤副社長に対し、
東電の広報担当社員を通じて、『炉心溶融』など
と記載された手書きのメモを渡させ、「官邸から
の指示により、これとこの言葉は使わないように」
旨の内容の耳打ちをさせた経緯があり（その経緯
は記者会見のテレビ映像でも確認され、その広報
担当社員も、その指示を清水社長から直接受けた
と説明している。）、この事実からすれば、清水
社長が官邸側から、対外的に「炉心溶融」を認め
ることについては、慎重な対応をするようにとの
要請を受けたと理解していたものと推認される」
＜31 頁＞として、“タブー”の源が官邸側にある
と結論付けていることです。
さらに報告は、14 日「18 時 12 分頃からの社内
テレビ会議において、東電本店の緊急時対策本部
の社員が「本店の記者会見において、今、質問が
出ており、…14 日 8 時に CAMS により 160 Sv/h を
検知したが、その数値は被覆管が溶ければあり得
るのかという質問であり、燃料損傷に至っていれ
ばあり得るため、燃料損傷を認めるという形の回
答をしたいと思う。」旨の発言をしたのに対し、
清水社長が、「その件は、官邸とあれ（＊31 頁脚
注 19「保安院」）と、きちんと事前にしっかり、
あれしといて。」、「溶けるのあり得るの、とい
うことになるでしょうね。」旨発言しており、こ
の事実からしても、官邸側から、清水社長が、①
マスコミに発表する際には、官邸側に報告し、事
前の了承を得るようにとの要請及び②対外的に
「炉心溶融」を認めることについては、慎重な対
応をするようにとの要請を受けたものと受け止め
ていたことが推認される」＜31 頁＞と、官邸側か

皆様ご存知のように、2011.3.12 午後 2 時頃の
記者会見で「炉心溶融の可能性」を保安院中村審
議官が口にし、その後更迭されたのが、この“タ
ブー”の始まりです。「官邸側は、そのプレス発
表について事前連絡を受けていなかったこと、そ
れ以前から本件事故に関して官邸に届く情報が極
めて乏しく、官房長官らが広報に苦慮している状
況にあったこと等も相まって、
保安院職員に対し、
今後、保安院のプレス発表内容を官邸に事前連絡
するように要請」＜29 頁：下線筆者、以下同じ＞
したことが、この“タブー”と密接に関係するこ
とは確かだと思われます。その点は、「清水社長
の社内指示については、
社内事故調の平成 24 年 6
月 20 日付報告書に「清水社長は社内関係者に対
し、『今後広報する時は、まず官邸にお伺いをた
てて、官邸の許しが出るまでは、絶対に出しては
いけない』と指示した。」との記述がある」との
脚注 14＜28-29 頁＞でも分かります。
そして、13 日午後に官邸を訪れた清水社長が
「東電本店に戻ってから、東電の部長に対し、今
後、東電がプレス発表する際には、事前にプレス
文案や公表資料等について官邸の了解を得るよう
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らの要請があったとの推認を繰り返しています。
これらの文章からは、【官邸要請⇒社長指示
（直接）⇒広報担当社員指示⇒武藤会見以降
の隠ぺい】という第三者委の“推認ストーリー”
が浮かび上がってきます（アレッ、13 日午後に指
示を受けた「東電の部長」はどうしたのでしょう
か？）。

それゆえに「官邸の誰から具体的にどのような指
示ないし要請を受けたか」＜31 頁＞について「記
憶が薄れている」
＜31 頁脚注 18＞こととも整合す
るのではないでしょうか。
同様に気になったのは、清水社長からの直接指
示を証言した広報担当社員の説明＜28･31頁＞に
ついてで、社内の「炉心溶融」を避ける認識を共
有していた同社員が“気を利かせて・社長の意を
汲み取って＝独断で”武藤副社長へ隠ぺいメモ渡
し・耳打ちを行なった可能性はないのでしょうか。
普通に考えれば、会社組織・上下関係から、その
ような可能性は少ないことは確かです。でも、報
告をいくら読んでも、同社員が社長から「直接指
示」を受けた際の具体的な状況は分かりません。
報告では「清水社長が、記者会見中であるにもか
かわらず、武藤副社長に対し、敢えてそのような
念を押しておかざるを得なかった」＜29頁＞と
“認定”していることからすれば、会見直前また
は会見中に社長が同社員に「直接指示」を出した
ものと思われますが、どのタイミングで指示した
のか（Ａ：同社員が会見前に社長指示を受け、メ
モを作成し会見場で待機し、記者から溶融質問が
出たのですぐに武藤氏に駆け寄った。Ｂ：武藤氏
に質問がなされたので、社長が同社員に指示を出
し、すぐに同社員がメモ書きを作成し、武藤氏に
駆け寄った。）、どこで指示したのか（会見場内、
通路・廊下等、別室・社長室等）、他にも社長指
示を聞いた人はいるはずで、その人の証言は（社
長が同社員にだけこっそり耳打ち？⇔会見場内と
かならありえますが）など、同社員の説明を裏付
ける具体的な調査結果は、報告のどこにも書かれ
ていません（筆者の見逃し？）。このように具体
的な裏付けが無い状態で、【社長指示（直接）
⇒広報担当社員指示⇒武藤会見以降の隠ぺ
い】ストーリーが本当に解明されたのでしょうか。

でも、文章を“素直”に読めば、清水発言の「そ
の件は…」は①官邸の事前了承に対応することは
理解できますが、「溶けるの…」は、果たして第
三者委が推認するように②官邸からの炉心溶融隠
しの要請を裏付ける発言・事実なのでしょうか。
「溶けるのあり得るの？」
という問いに対しては、
①に従って官邸に炉心溶融が「あり得る」ことを
事前説明して了承を受けた上で、
その後記者に「あ
り得る」と回答すれば、それで何も問題は生じな
いのではないでしょうか。
上記２つの清水発言（事
実）から、特に「溶けるのあり得る」ことを認め
ないよう＝慎重に対応するよう‘官邸側から要請
【官邸要請⇒社長指示】’を「受けたと理解し
ていた・受けたものと受け止めていた」と推認で
きる人は、第三者委以外にいるのでしょうか。
また、官邸側からの要請があったとすれば、最
も考えられるのは、官邸に詰めていた保安院（平
岡次長？や幹部）が、「中村審議官更迭」と同様
の観点から、清水社長にも‘炉心溶融隠しの口裏
合わせ要請’を行なった可能性です（さらに穿っ
てみれば、炉心溶融を東電が認めれば、保安院の
事故対応責任も（能力は無いのに）重大になるこ
とを避けるため、積極的に溶融隠しをした可能性
もあるのでは）。その点について報告は、「もっ
とも、保安院関係者から、東電の役員・社員に対
して、「炉心溶融」の言葉を使わないようにとの
直接の指示がなされたものと認めるに足りる事実
を確認することはできなかった」＜30 頁：司法関
係者らしい、素人にはよく理解できない言い回
し！＞として
“保安院の無実”を認定しています。
でも、第三者委は、東電社内限定の調査しか行な
っていない＝保安院から事実確認はしていないは
ずですから、東電役員・社員の証言を“鵜呑み”
にしただけと思われ、説得力に欠けます。「官邸
＝民主党政権」からの指示については、当時の菅
首相・枝野官房長官が明確に否定していますが＜
6.17＋18＋22 朝日＞、菅首相の命令口調に鑑みれ
ば、「受けたと理解していた・受けたものと受け
止めていた」というレベルでは済まないはずで、
むしろ、保安院幹部による慎重対応の要請（ほの
めかし：役人お得意？）を清水社長が忖度＝「理
解した・受け止めた」
と推認する方が自然であり、

本稿作成中の 6.21、廣瀬現社長が隠ぺいを認め
る謝罪会見を行ないましたが、「官邸の誰が指示
をしたのか」という点を曖昧にしたまま（再調査
はしないと明言：6.22 朝日）幕引きを図ろうとす
る姿勢は、福島原発事故の真相究明が不十分なま
ま柏崎刈羽原発の再稼動準備を進めている東電を
象徴するものです。
＜2016.6.26 完＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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放射能汚染の考え方＋栗原市実験への疑問
5.27市町村長会議で村井宮城県知事が、「県
内の汚染廃棄物の実態を明らかにし、処理方針
を決める」ため、以前の測定で指定基準値
（8000Bq/kg）以下だった汚染稲わら・牧草を
再測定する方針を表明＜5.28朝日＞。記事には
「時間の経過で濃度が低くなっていることも見
込まれる」とありましたが、
（鳴り砂読者ならお
分かりと思いますが）放射能汚染では濃度は“確
実に”低くなり（だから様々な「年代測定」に
使われるのです）、前々号『鳴り砂別冊：気にな
る動き47』表のとおり（セシウム137:134の比
が1:1として）、測定が2011.4頃で8000Bq/kgだ
ったなら５年経過後の現在は５４％≒
4320Bq/kg、１年後測定8000なら４年経過の現
在は５９％≒4720Bq/kg、２年後測定8000なら
３年経過の現在は６５％≒5200Bq/kg、に減少
しているはずです。ただし、数年後測定で8000
Bq/kg以下だったとしても、事故・汚染直後は
8000Bq/kgを大きく超過していたことになりま
すので（逆算で、１年後測定で8000なら直後は
9520 Bq/kg、２年後8000なら10960 Bq/kg、３
年後8000なら12310 Bq/kg）、事故直後の汚染を
基準としない「測定時濃度による区分」に、そ
して現在の減衰値の「再測定」に、どのような
意味があるのでしょうか（本稿作成のため、
「平
成23 年3 月11 日に発生した東北地方太平洋沖
地震に伴う原子力発電所の事故により放出され
た放射性物質による環境の汚染への対処に関す
る特別措置法（平成23 年8 月30 日法律第110
号）」やその施行規則（環境省令）やガイドラ
インを見てみましたが、測定時点での値で判断
する規定となっており、汚染当初に遡って判断
するような規定は見つけられませんでした。←
間違いなら、どなたかお教え下さい）。稲わらな
どの表面汚染（付着・沈着）の場合は、測定を
「先送り」するほど減衰した値が得られますの
で、基準値超え廃棄物量を“少なくする”こと
が可能ですし、市町村が処分する際にも汚染濃
度が低いと宣伝することができるため、県は「再
測定」を行なおうとしているのかもしれません。
でも、本来は、あくまでも放射能放出・汚染時
点での責任を問う必要があるはずで、放射能が
減衰した後の測定時濃度で判断するなら、測定
の先延ばし・責任逃れという事態を招くことも
予想されますので、あくまでも‘2011.3-4換算
で8000 Bq/kg以上の放射能汚染’が判明したも

のは「指定廃棄物」として国・東電（現：東京
電力ホールディングス㈱）が責任を持って処
理・処分すべきではないのでしょうか（県はそ
う主張すべきでは？）。放射能汚染については、
公害の主原因となった重金属等と同じように濃
度規制・随時測定で対処することは不適切で、
新たな“発想・規制基準”
（総量規制・汚染時濃
度規制など）が必要なのだと思います。
一方、上記の記事の下に、栗原市の「汚染牧
草の減容化実験」という見出しがあり＜5.28 朝
日＞、筆者は「減容化」の意義・効果に直観的
に疑問を感じ、記事を詳しく見てみました。ま
ず、牧草を堆肥化すると「重量換算で 10 分の１
程度になる」とのこと。これは、堆肥化の過程
で植物体の支持構造・組織が分解され柔軟化し
て体積（空隙部分）が大きく減少するため当然
で、機械的に圧縮するより省エネだと思います
が、逆に言えば、生じた堆肥（＋水分も含む）
の放射能は 10 倍濃縮されるため、単純に考えれ
ば、5.23 からの実験に使用された 3000 ﾍﾞｸﾚﾙ（ お
そらく Bq/kg のこと）の牧草 10 トン（堆肥化の
過程（微生物の呼吸）で二酸化炭素＋水蒸気放
出により少しは重量が減るでしょうが）は、堆
肥化後には指定廃棄物基準（ 8000）を超える
30000Bq/kg となり、その段階で「指定廃棄物化」
してしまうため、それで植物を栽培する＝土壌
中に意図的に散布・混入すること（栽培実験そ
のもの）は“法的に禁じられる”のではないで
しょうか。それとも、堆肥化後、測定を意図的
に行なわないことで「指定廃棄物化」を回避す
る“抜け道”を準備しているのでしょうか。
付言すれば、
「茨城県の東大付属牧場での同様
の実験では、減容化後、約 900 ﾍﾞｸﾚﾙになった堆
肥で栽培した大豆やナスの放射能濃度は 20 ﾍﾞｸ
ﾚﾙ未満と報告されている」とのこと。減容化前
の堆肥原料が 90 ﾍﾞｸﾚﾙ（Bq/kg）程度なら堆肥
化・栽培実験をしても問題はないのかもしれま
せ ん が 、栗 原 市の 「 3000 Bq/kg 牧 草 ⇒30000
Bq/kg 堆肥の実験」には違和感を覚えます。実
験目的が「減容化」なら、そんなことは堆肥作
りをしている‘地元農家’に聞けば十分で（経
験的に 10 分の１でも８分の 1 でも“大差”はあ
りません）、わざわざ「4000 万円」をかけて「東
京の会社に委託」して実験する必要はありませ
ん。
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実験目的が「堆肥として再利用する可能性を
探るため」なら、実験室レベルで様々な濃度の
「汚染堆肥」を作成し、栗原市の一般的な農地
土壌を用いて、栽培を想定している各種作物を
栽培し、
「放射性セシウムの移行係数」を測定す
れば済む話だと思います。そして、実験誤差（自
然相手のため、かなり大きいと思われますが）
を考えれば、
「4000 万円」の 10 分の１あるいは
100 分の１程度の低予算の「文献調査・既往研
究調査」で、かなりの事実は分かるはずです（た
だし、さすがに 30000Bq/kg 堆肥を使用した実験
結果はないと思われますが…）。そうすると、真
の（裏の？）実験目的は、農地への汚染牧草・

雑報

堆肥の散布処分（環境中への大量廃棄処分）で
しかないのではないでしょうか（バイオマスと
して有効利用したいのなら、アルコール発酵や
メタン発酵を行ない、残滓・汚泥は埋設処分（隔
離）する方が、環境中への放射能負荷は少ない
のではないでしょうか）。
4000 万円の実験費用等は「東京電力に請求」
ということですが、委託した「東京の会社」が、
福島での除染請負ゼネコン同様の“火事場泥棒
的ぼろ儲け”をすることのないよう、注視する
必要があると思います。
＜2016.5.31 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

前号トリチウム原稿訂正＆温排水について“頭の体操”
４

前号『鳴り砂別冊・気になる動き５１』のト
リチウム原稿中で、太陽での核融合を「Ｄ－Ｄ
反応」と記しましたが（５頁）、星や宇宙に興味
関心がある方などはお分かりのとおり、
「４Ｈ→
Ｈｅ反応」が正解です。人工核融合として「Ｄ
－Ｄ反応」が考案され、それが困難なため「Ｄ
－Ｔ反応」に変更された（それすら未だに実現
していない）と聞いたようなことが頭にあり、
間違えました。いずれにしても、人体に有害な
トリチウムを使う核融合発電などは諦め（太陽
の中だから放射能・放射線が問題にならないの
です）、トリチウム濃縮・回収に関わった研究
者・学会は、福島原発汚染水にとどまらず全て
の原発・再処理工場からのトリチウム放出をゼ
ロにする努力をするのが“スジ”ではないでし
ょうか。

ｋＷ＝４６０万ｋＷとなります。女川１号機
の電気出力は５２．４万ｋＷ、２・３号機は８
２．５万ｋＷ、計２１７．４万ｋＷですから、
上記の値＝「７℃差」温排水を生じさせる発熱
量は約２倍です。すなわち、原発は、核分裂で
発生する熱の「３分の１」が電気となる一方、
その２倍の「残り３分の２」は温排水として環
境中に捨て去る（＝大量の海水を７℃温める）
‘効率の悪い（３３％）発電方式’だというこ
と、小出裕章さんがよく言われる「海あたため
装置」でしかないことを示すものです。
ちなみに、日本有数の大河・北上川（登米）
の 2010 年の年平均流量は３３０ｍ ３ /s≒３３０
t/s、最小流量は１１０ｍ ３ /s（t/s）ですから
【2015 理科年表】、約１６０ｔの水を（たった
１秒の間に）７℃も上昇させることの“凄さ”、
しかもそれが間断なく１年程度（最長１３ヶ月）
も続くことの“凄まじさ”が、多少は想像でき
るのではないでしょうか。
‘ピンと来ない’方に
は、阿武隈川（阿久津）の流量は 2012 年平均で
４９ｍ ３ /s、最小１１ｍ ３ /s なので【同】、平均
流量時で２０℃、最小流量時には１００℃も上
昇させる＝真冬に川全体を“沸騰させ続ける”
ことができるのです！
そのような想像をさせないように、ＰＲ館で
の展示を止めたのでしょうか。
＜2016.6.7 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

前号『別冊・気になる動き５３』で言及した
「技術会」の温排水資料（毎回）には、女川原
発からの温排水量の記載があり、１号機３９t/s
（トン毎秒）、２号機と３号機は各６０t/s、３
機合計で１５９t/s です。そこで、“頭の体操”
的に、前号『今、女川では』にあった温排水「７℃
差」ということの意味を考えてみます。
水１g を１℃上昇させるには約１cal（カロリ
ー）の熱が、単位を変えると約４．２Ｊ（ジュ
ール）の熱が必要です。すると、１５９t≒１．
６×１０ ２ t＝１．６×１０ ５ kg＝１．６×１０ ８
g の水を７℃上昇させるには，１．６×１０ ８
×７×４．２≒４．６×１０ ９ Ｊの熱が必要で、
すると１秒当たりで考えれば、流量（t/s）から
発熱量（J/s＝Ｗ：ワット）が求められ、４．６
×１０ ９ Ｗ＝４．６×１０６ ｋＷ＝４６０×１０
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5 日（日） さようなら原発 in いしのまき 2016
が石巻中央公民館大ホールで開催。午前に音
楽の時間・食べたり遊んだり、午後『小さき
声のカノン－選択する人々』上映会＆鎌仲ひ
とみ監督のお話、市内アピール行進。主催実
行委員会。延べ 170 名参加。
7 日（火） 県、出荷自粛をしていた大崎市三
本木産の野生タケノコについて、国が出荷制
限を指示したと発表。5 月 11 日の出荷前検査
で 220 ㏃/㎏の放射性セシウムを検出。
8 日（水） 県と女川町・石巻市、女川原発の
健全性点検記録不備問題で原子力安全協定に
基づく立ち入り調査。30 ㌔圏内の登米市・東
松島市・涌谷町・美里町・南三陸町の担当者、
初めて県の立ち入り調査に同行。
県、丸森町（旧耕野村、旧丸森町、旧小斎
村以外の区域）で 5 月 2、6 日に採取された野
生タケノコ 6 検体から 110～240 ㏃/㎏の放射
性セシウムを検出したと発表。
10 日（金） 小出裕章講演会「あれから５年 私
たちの選択～福島原発の今をみつめて～」、岩
沼市民会館中ホール。篠原弘典さんによる「原
発の町女川」リポート。主催小出裕章講演会
いわぬま実行委員会。340 名参加。
脱原発仙台市民会議、
「 東北電力株主総会に
おける仙台市の議決権行使に対する要請書」
を、大株主の仙台市（約１％所有）に提出。
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 5 月分の女川原発の点検状況報告。
11 日（土）
放射能から子どもたちを守る栗
原ネットワーク、吉田由布子さん（「チェルノ
ブイリ被害調査・救援」女性ネットワーク事
務局長）講演会「チェルノブイリ 30 年、福島
5 年、放射能汚染が未来世代に及ぼすもの」、
栗原市市民活動支援センター。
女川原発の再稼働に反対する東松島市民の
会、第 2 回原発問題学習会「福島原発は今…
福島原発作業員が見た真実」、講師池田実さ
ん（『福島原発作業員の記』著者）、東松島
市コミュニティセンター集会室。
13 日（月） 「福島第一原発の現実～そこで働
いて思うこと～」講師池田実さん、仙台市市
民活動サポートセンター研修室 5。主催宮城
全労協・郵政合同労組。約 40 名参加。
原子力規制委員会、適合性審査の一環とし
て地震・津波分野の現地調査。2 号機制御建
屋などを南北に通る「ＴＦ－１」
（長さ約 1400
㍍）、東西方向に交差する「ＳＦ－２」
（ 約 1350
㍍）主要敷地内断層 2 本の地質構造を確認。
石渡明委員は、活動性を否定する東北電力の

【女川原発アラカルト】
【５月】
25日（水） 「第137回女川原子力発電所環境保
全監視協議会」（パレス宮城野2階はぎの間）。
4名＋2名傍聴。
26日（木） 第9回県安全性に関する検討会。ハ
ーネル仙台。8名傍聴。マスコミ3名。東北電
力、女川原発の施設の健全性点検記録不備問
題を説明。
29 日（日)
脱原発をめざす宮城県議の会＆市
民による女川原発の安全性を問うシンポジウ
ム実行委員会、
「 事故が起きたら逃げられるの
か？」市民による女川原発の安全性を問うシ
ンポジウム part2、仙台国際センター・大ホ
ール。
「福島原発事故そのとき浪江町民は」馬
場有氏（福島県浪江町長）と「原発避難計画
の実効性を問う」上岡直見氏（環境経済研究
所代表）が基調講演。中嶋廉県議「女川原発
事故時の放射能拡散シミュレーション」報告。
パネリストに、鈴木絹江さん（福島県 NPO 法
人ケアステーションゆうとぴあ理事長）
・二上
洋介さん（石巻市総務部次長原子力・防災担
当）。約 630 名参加。
30 日（月） 経済産業省、高レベル放射性廃棄
物の最終処分地選定に関する県内自治体向け
説明会を仙台市内で開催。15 人が出席。報道
機関に公開。
【６月】
1 日（水） 県、丸森町（旧耕野村、旧丸森町、
旧小斎村以外の区域）で 4 月 28 日に採取され
た野生タケノコ 6 検体から 110～230 ㏃/㎏の
放射性セシウムを検出したと発表。
2 日（木） 丸森町、町独自の甲状腺検査結果
を町議会全員協議会に報告。昨年 7 月から今
年 4 月にかけて 1564 人が超音波検査を受検。
精密検査を受けた 11 人のうち、１人ががん、
１人ががんの疑いと診断。
3 日（金） 原子力規制委員会、女川原発２号
機の新規制基準の適合性審査 75 回目会合を
原子力規制庁で開催。東北電力は、
「海洋プレ
ート内地震」による地震動の震源断層の位置
を従来想定より敷地に近づけ追加評価した結
果、10 のうち３つ（386～450 ガル）で比較的
長い周期の揺れが、基準地震動（最大加速度
1000 ガル）を上回ったと説明。さらに、「震
源を特定せず策定する地震動」で北海道留萌
支庁南部地震（04 年）を検討モデルに選んだ
ことを報告したが、規制委は鳥取県西部地震
（00 年）も加えるよう求めた。
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分析について「おおむね正しいと思う」との
認識を示した。
15 日（水） 県、大崎市で 4 月 26 日～5 月 5
日に採取した野生コシアブラ 2 検体と野生ゼ
ンマイ 2 検体から 110～720 ㏃/㎏、大崎市岩
出山下野目と大和町吉田湯名沢で 5 月 14～29
日に捕獲されたツキノワグマ 3 検体から 120
～320 ㏃/㎏の放射性セシウムを検出したと
発表。
16 日（木） 「県議の会」第 3 回学習会、「県
安全性検討会の内容と課題」講師篠原弘典氏、
県議会棟第一応接室。17 名の県議（20 名中）
参加。
東北電力、２号機の原子炉建屋にある試験
稼働中の非常用ディーゼル発電機の配管接続
部分から潤滑油約 0.3 ㍑が漏出したと発表。
20日（月） 女性ネットみやぎ、一番町仙台フ
ォーラス前で街頭宣伝と「女川原発再稼働
STOP署名」行動。
22 日（水） 県、丸森町（旧耕野村、旧丸森町、
旧小斎村以外の区域）で 5 月 15 日に採取され
た野生タケノコから 130 ㏃/㎏、大崎市で 6
月 4 日に採取した野生クサソテツから 130 ㏃/
㎏の放射性セシウムを検出したと発表。
24 日（金） 女川原発ＵＰＺ住民の会、「原発
は本当に安全なの？その時安全に避難はでき
るのか？」講師早川俊哉氏（河北新報論説委
員）、佐藤清吾氏（前十三浜漁協組合長）、南
三陸ポータルセンター）。
25 日（土） 女川原発 30 ㌔圏の登米市が避難
計画をまとめたと「河北新報」が報道。
26日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第
29回甲状腺エコー検査」、協力放射能から子ど
もたちを守る栗原ネットワーク、栗原市市民
活動支援センター。検診医寺澤政彦医師（て
らさわ小児科）。24家族42人の子どもが受診。
第12回シンポジウム実行委会議、エルパー
ク仙台創作室アトリエ。19名参加。
28 日（火） 東北電力㈱第 92 回定時株主総会、
電力ビル７階電力ホール。2 時間 52 分。
29 日（水） 規制委員会、女川原発 3 号機でケ
ーブルの施設に火災対策上不備があった問題
で、品質保証計画の実施が不十分として保安
規定違反と認定。
県、丸森町（旧耕野村、旧丸森町、旧小斎
村以外の区域）で 5 月 23 日に採取された野生
タケノコと、大崎市で 6 月 13 日に採取した野
生ワラビから 130～330 ㏃/㎏の放射性セシウ
ムを検出したと発表。
【７月】
1 日（金） 東北電力、6 月に２号機の原子炉建

屋の非常用ディーゼル発電機から潤滑油が漏
出した原因は、1995 年 7 月の運転開始以来交
換したことがない、ゴム製パッキンが劣化変
形したためと発表。
東北電力新仙台火力発電所 3 号系列 2 号機
（49 万㎾）が、営業運転開始。液化天然ガス
を燃料に、コンバインドサイクル発電方式を
採用、熱効率は世界最高水準の 60％超。
4 日（月） 脱原発仙台市民会議、議決権行使
に関する 6 月 29 日付回答書について、仙台市
財政課と交渉。7 名＋相沢和紀県議参加。
6 日（水） 県、丸森町（旧耕野村、旧丸森町、
旧小斎村以外の区域）で 6 月 9 日に採取され
た野生タケノコから 240 ㏃/㎏の放射性セシ
ウムを検出したと発表。
8 日（金） 規制委適合性審査 76 回目会合。東
北電力は、東日本大震災型地震の津波想定を
説明。規制委側は石渡明委員が「おおむね理
解した」と述べた上で、データの拡充を要請。
9日（土） 放射能問題支援対策室いずみ「第30
回甲状腺エコー検査in名取」、協力日本キリ
スト教団名取教会。44家族66人の子どもが受
診。検診医寺澤政彦医師（てらさわ小児科）。
放射能から子どもたちを守る栗原ネットワ
ーク月例会、栗原市市民活動支援センター。
12 日（火） 規制委適合性審査 77 回目会合。
東北電力は、重大事故時に炉心損傷を防ぐ対
策を説明。
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 6 月分の女川原発の点検状況報告。
13日（水） 放射能問題支援対策室いずみ「山
崎先生のお話会と健康相談at名取教会」、協力
日本キリスト教団名取教会。9人が参加。
女性ネットみやぎ、一番町仙台フォーラス
前で街頭宣伝と「女川原発再稼働STOP署名」
行動。（空）
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15日（金） 第188回「金曜デモ」、元鍛冶丁公
園から55名の市民が参加。

●脱原発みやぎ金曜デモ
女川原発再稼働するな！子供を守れ！
汚染はいらない！みやぎ金曜デモ In 仙台
https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
主催□みやぎ金曜デモの会（代表 西）
e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com
【５月】
27 日（金） 第 181 回「金曜デモ」は、緑深ま
る仙台で力強く脱原発を訴え、肴町公園から
50 名の市民が参加。熊本の地震は今後どうな
るか誰にもわかりません。震源が東進すれば
伊方原発、南西に進めば稼働中の川内原発が。
川内原発を直ちに止めよう。
【６月】
3 日（金） 第 182 回「金曜デモ」、すっかり日
が長くなり明るさの残る仙台の街を元気に、
肴町公園から 45 名の市民が参加。原発なくて
もいいじゃないか！
10 日（金） 第 183 回「金曜デモ」、すっかり
日も長くなり初夏のような気候の中、錦町公
園から 40 名の市民が参加。
17 日（金） 第 184 回「金曜デモ」、勾当台公
園野外音楽堂から 45 名の市民が参加。大津地
裁が、関電の申し立てを却下したことが報告
され、これにより高浜原発 3、4 号機の運転の
差し止め仮処分が継続。これからも原発廃炉
の声を上げていきましょう。
26 日（日） 第 185 回「日曜デモ」、錦町公園
から 40 名の市民が参加。人数は少ないですが、
脱原発コントもあってにぎやかに、濃緑のけ
やき並木の中、伊方原発再稼働するな！と訴
えて歩きました。
【７月】
1 日（金） 第 186 回「金曜デモ」、歩くと少し
汗ばむ初夏の仙台で、伊方原発再稼働するな
と訴え、勾当台公園野外音楽堂から 40 名の市
民が参加。フリートークでは、伊達な節電所
の紹介、東北電力株主総会の報告などがあり、
また、丸森町の甲状腺検査の結果 1580 名中 1
名が癌、もう 1 名が癌の疑いという報告が。
●脱原発大崎 demo 金曜行動が、１日で 200
回目に。これまでの参加者はのべ約 4400 人。
「メモリアル行動」と名付けたこの日の集会
には約 60 人が参加、30 分間ほど行進。
8日（金） 第187回「金曜デモ」、元鍛冶丁公園
から45名の市民が参加。参議院選挙直前、
「原
発も選挙の争点！」と訴えながら、仙台市の
繁華街を歩きました。
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◆（塩釜地域）塩釜脱原発デモ・毎週金曜17時
半集合・下馬駅裏宮城民医連事業協前17時45分
デモ出発
◆（旧古川地域）脱原発大崎demo金曜行動・毎
週金曜17時半集合・あさひ中央公園
◆（仙台長町地域）第3水曜日12時半～13時半
原発も戦争も NO！たいはくアクション：仙台・
長町・蛸薬師境内集合後デモ行進17時半
◆（岩沼市）原発ゼロ岩沼歩き隊 毎月第 3 金曜

●指定廃棄物最終処分場を
めぐる動き
【５月】
22 日（日） 最終処分場を考える会、加美町を
考える会、「放射能から子どもたちを守りた
い」鳴瀬、放射能と暮らしを考える風花ネッ
トワーク、「燃やしていいの？放射能ゴミ～
8000 ベクレル以下の放射能ゴミの処理を考
える」講師和田央子さん（放射能ゴミ焼却を
考えるふくしま連絡会）、なかにいだ公民館で
開催。
【６月】
6 日（月） 村井知事、丸川珠代環境相、井上
環境副大臣と環境省で会談し、秋までに放射
性セシウム濃度が 8000 ㏃/㎏以下の廃棄物の
放射性濃度を測定し、処理方針を決めると報
告。
9 日（木） 布施孝尚登米市長、市議会の一般
質問への回答で、市内に一時保管する汚染稲
わら 2235 ㌧について、指定廃棄物が 3 分の 1
以下に減ったという環境省の再測定結果に対
し「減衰断定できない」と、
「指定廃棄物とし
て扱うことに変わりはない」と指定解除の考
えがないことを強調。
12 日（日） 丸川環境相、村井知事・布施登米
市長と汚染稲わら 409 ㌧が一時保管されてい
る石越浄化センターを視察。
24 日（金） 環境省、伊藤康志大崎市長立ち会
いで、未指定廃棄物の汚染稲わらの放射能濃
度測定調査のため、大崎市内の保管庫でサン
プル採取。
27 日（月） 県、23 市町約 800 ヶ所で一時保管
されている 4 万㌧の 8000 ㏃/㎏以下の廃棄物
の放射性濃度の測定を開始。
【７月】
（空）

検討会は人格・人間性溢れる「新しい倫理規範」で！
天体物理学者であり科学・技術・社会論の著
書も多数ある池内了氏は、近著『科学者と戦争』
（岩波新書 2016.6.21）において、次のように
述べています（下線筆者）。
「科学者は、自分の専門に関わることなら、
細かな点まで異常なくらい正確さにこだわるが、
…いったん専門から外れると幼児と同じ程度の
知識しかないにもかかわらず、そのことに気づ
かず、何事も知悉していると思い込み、自分の
意見を押し通そうとする。…日頃、法則や数式
に厳密に考えられた実験ばかり扱っているため
か、科学者には形式論者が多い。…たとえば、
公害や薬害の認定審査において、定められた認
定基準を一つでも満たしていなければ簡単に申
請を却下してしまう。人体は“複雑系”であっ
て、基準通りの症状を示すとは限らないのに、
あるいは認定基準が万全であるとは限らないの
に、基準を楯に取って容赦なく切り捨てるので
ある。」＜p.157-158＞、
「現代のような過剰なま
でに科学に依存する文明においては、科学の使
い方を少しでも間違えれば、…害が子孫にまで
及んだり、取り返しがつかない変化をもたらし
たりする可能性が高い。」＜p.189＞、 「コス
トばかりを担わされる少数の人間とベネフィッ
トばかりを得る多数の人間が分離していた場合、
単純な多数決の手続きで決定してよいのかどう
かについて疑問が生じている。ましてやベネフ
ィットが短期的で、コストが長期にわたるもの
である場合、単純なコストベネフィット論は通
用しないはずである。」＜p.190-191＞
そして、同書の最後は、
『鳴り砂』読者にはお
馴染みと思われますが、小出裕章さんがしばし
ば引用されるガンジーの言葉（７つの社会的
罪：『原発と戦争を推し進める愚かな国、日本』
p.46、毎日新聞出版 2015.9.15）で締めくくら
れています。
「人格なき学問、人間性が欠けた学術にどん
な意味があろうか」＜p.193＞
去る 5 月 26 日に第９回「検討会」が開催され
ましたが、“継続審議”の 3.11 地震後の設備健
全性確認の記録不備問題のほか、昨年 9 月の 2
度の連続停電、建設時からのケーブル不適切敷
設、シュラウドの応力計算ミスなど、いずれも
同社の原発運転管理体制の初歩的な不備・不適
切さの検証に終始したようです（7.1 公表の議
事録）。
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今年 10 月で“お役御免”予定だった「検討会」
が継続されることは確実で、地震後の点検問題
（前段）だけでこれほどの時間をかけて議論し
ているのですから、検討会委員の科学者には、
今後議題に上がってくる再稼動申請の内容（本
論）や、住民・県民の重大な関心事項である原
子力防災・避難計画（もう一つの本論）などに
ついても、
「 古典的な個人のモラルには閉じない、
新しい倫理規範」＜池内 p.190＞に従って、
‘期
限にとらわれずに’真摯かつ徹底的に行なうこ
とを期待したいと思います。
そして、科学者ならぬ私たちは、
「社会的弱者
を犠牲にするという、そういう差別を生む原子
力、原子力的なものは捨てるということが必要
…。電気が足りようと足りなかろうと、経済が
発展できようとできなかろうと、原子力などや
ってはいけない…」＜小出 p.224-225＞という
市民的“倫理規範”で、検討会を注視したいと
思います。
＜2016.7.10 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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