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政府は９日、放射性物質トリチウムを含んだ汚染水の扱いを巡り、第６回意見聴取会を都内で開いた。

3.11事故で福島県民と同様、苦しんできた茨城県の大井川和彦知事が海洋放出に反対する意見を述べた。

国際原子力機関（IAEA）総会では韓国が海洋放出について懸念を示すなど情勢は変化している。

都内の会場では、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止のためウェブ会談形式で会議が開かれた。

出席者は茨城県大井川知事、千葉県滝川副知事、宮城県遠藤副知事、日本商工会議所の久貝常務理事。

座長は松本経産省副大臣であった。

大井川知事は発言の冒頭「本県は福島県と境を接しており原発事故前はお互いの海域に入り漁業を続

けてきた。事故から５年９ヶ月の間、規制が継続し、本県の水産物で基準を超えたものが市場に入った

ことは一度もなく、本県漁業の安全性に努力した結果である」と漁業関係者の努力に敬意をはらった。

「しかし、風評被害は根強く原発の事故を考え購入を控える人が全体の 10 ％いる。これを克服する

のに永い年月がかかった。海洋放出することは漁業関係者の、反対の強い決意と声は当然ではないかと

理解している」とも述べた。更に「風評被害には国がしっかりとした計画を立て、対応し、県市町村の

意見を十分尊重して欲しい。アルプス小委員会の報告では、私たちが何も聴いていない状況では“結論

ありき”のように思えてならない」と語った。千葉県、宮城県副知事も

同様の見解を示し沿岸３知事がそろって反対したことになる。

情けないのは内堀知事である。６月県議会でも「関係者の意見を聞き

慎重に検討を進めるよう求める」と他人事のおもむきである。

情勢の変化は世界にも及んでいる。

ウイーンで開かれた総会で、韓国政府代表が「東京電力福島第一原発

にたまる処理水について、海洋放出は日本だけの問題ではなく、世界の

海洋環境と隣国に広く影響しかねない問題である」と懸念を表明。また

「日本政府が処分方法を決定する前に、国際社会に明瞭に説明する必要

がある」とも述べたという。

第６回意見聴取会 茨城県 大井川知事 反対意見述べる！

ＩＡＥＡ総会で韓国 海洋放出に懸念を示す

（資料１）発言する大井川知事 ウエブ形式で行われた第６回意見聴取会

（資料２）韓国が海洋放出に懸念
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今夏、多くの都市で 40 ℃の気温が続き異常極まりない日本列島であった。日本南海域の表面温度が

史上最高の 30 ℃（資料３）を超え、台風が猛威をふるい、地球温暖化の傾向がより一層明らかになりつ

つある。

温暖化で気温上昇が激しく表れるのが北極と南

極だという。北極では毎

年夏期に北海道に匹敵す

る面積の海氷が減少して

いる。今後 50 年間に夏

期の北極圏から海氷が消

えてしまうと予測してい

る識者
（注１）

もいる。

温暖化を言えば「原子

力は温室効果ガス削減、

地球温暖化防止の切り

札！」と喜び勇む人物が

多い。しかし、（資料４）

を見れば「原発は二酸化

炭素放出が膨大になって

しまう」ことがが明

らかである。

原発を動かそうと

思えば「ウラン鉱山」

からウランを掘って

くる段階から始まる。

ここから莫大な資

材やｴﾈﾙｷﾞｰが投入さ

れ、残土だけでも 240

万㌧が発生する。

それは 1 立方㍍の

土の塊が 240 万個と

いうことである。こ

れ を 横 に 並 べ れ ば

2,400 ㎞ にもなるの

だ。

しかも、それは人類にとって有害この上ない代

物である。

それを「精錬」し、核分裂するウラン 235を「濃

縮」し、原子炉の中で燃えるように「加工」し、

ようやく「原子炉」で使えるようになる。

しかも、この原子炉を

建設するためには厖大な

資材とｴﾈﾙｷﾞｰが投入さ

れ、それを運転なするた

めには、たくさんの化石

燃料が使われる。

「再処理」と「廃物処

分」では使用済み燃料が

生み出される。

これを再処理しようと

六ヶ所再処理工場を建設

した。ところが当初計画

の４倍の３兆円をかけ、

27 年間費やしても完成

に至らず、各原発で

は「 ﾘﾗｯｷﾝｸﾞ」とい

う手法でｷﾞｭｳｷﾞｭｳ詰

めにしている。その

結果、 3.11 過酷事故

では首都圏を含めて

避難し、最悪の場合

は首都東京から東北

全体が人が住めない

事態さえ想定された。

これだけで終わら

ないのが原発たる所

以である。使用済み

燃料を再処理して「高

レベル放射性廃棄物」

という物が生まれる。

この中にはﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ 239 があり半減期が 24,000

年！これを管理することは絶望的である。

地球温暖化の原因が人類による二酸化炭素の放

出にあるのだとしても原発は最悪の選択である。

日本南海域 海面水温 史上最高

原発は温暖化する地球の“時限爆弾”

（資料３） 8月 31日の日本海周辺の海面温度

30℃の海域が本州付近まで広がっている

（資料４） 100万㌔㍗の原発を巡る一連の流れ
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これだけではない。

表題の「原発は温暖化する地球の時限爆弾」と

千葉商科大名誉教授鮎川ゆかり氏 はいう。（注２）

右資料が 2018 年

の原発稼働状況の

具体例である。

氏は次のように

いう。CO ２削減の

切り札と主張して

きた原発だが、実

際は温暖化に対し

て、もろくて弱い

性質をもっている

ことが明らかにな

った。

世 界 気 象 機 関

（WMO）は 2018 年

の気候に関する声

明で４年間で産業

革命前に比べて１

℃上昇した。

世界的各地で冷却水の温度上昇のために出力を

下げるか停止せざるを得なかった報道が相次い

だ。冷却水の温度が高いと熱効率が悪くなり、ひ

いては発電効率の悪化、電気料金の高騰つながる

からだ。軒並み川の温度

上昇で停止が相次ぎ、海

水利用の国でも 25 ℃を

超えると原発停止や出力

低下をしている。

日本ではどうか？

「水温上昇と日本の原

発では、気象庁の同年７

月では九州を囲む海域で

は 25 ～ 28 ℃、８月には

30 ℃になり、日本海側

でも 25 ～ 28 ℃になっ

ている。 水質汚濁防

止法では排水温度の基準指針はない。 原子力百

科事典
（注３）

では唯一、20 ℃程度で取水したの

が７℃程度昇温して排出されるとして取水と放出

の差が７℃とあるのみである。

これが日本の現状である。

温暖化による海水上昇のリスクというと（資料

５）の米国東海岸原発の 2015 年の現状である。

赤い○は気温上昇が産業革命前に比べ２℃、オ

レンジは４℃の場

合。

○の大きさは原

発の基数で小さい

順から 1基、２基、

３基。

青い部分は高潮

が届く部分でブル

ーは気温上昇が２

℃の場合、紺色は

４℃の場合でさら

に内陸へ と広が

る。

これが米国西海

岸の現状である。

更に、現存する

世界の原発は、気

候変動の影響を前

提に造られていない。

特に、日本は海面上昇を最も受けやすい島国で

ある。すべての原発は海岸沿いにある。

にもかかわらず日本は原発を温暖化対策と位置

づけるばかりで、温暖

化の影響をまったく考

えていない。

特に、心配なのはメ

ルトダウンした第一原発

の廃炉である。

廃炉期間は 40 年と目

されているが困難は目

に見えている。この最

中に海面上昇と巨大化

した台風、暴風雨、竜

巻などのリスクに襲わ

れかねない懸念があ

る。

原発ばかりではない。辺野古基地建設も沿岸部

に建設する時代ではない。海面上昇で自然災害を

被るリスクが高まっていることを忘れてはならな

い。

（資料５）海面上昇のリスクに晒される米国東海岸の原発

2018年 夏の世界各国の原発稼働状況

・ﾌﾗﾝｽ 主にﾗｲﾝ川とﾛｰﾇ川沿岸に立地。37 ～ 40 ℃の続い
たため４基が停止。水量や温排水は上限が設けら

れ 17基が出力を下げた。
・ﾄﾞｲﾂ 河川沿いに立地。夏は 40 ℃ほどの熱波。17 基の

出力を下げた。

・ｽｲｽ 河川水の温度が 20.5 ℃を超えると出力低下する
規制がある。川の生態系を保護するだけでなく原

発の安全性確保のため。

・ｲｷﾞﾘｽ 海水を冷却水として利用している。同年は報告は

なく、同国は夏よりも冬の海面上昇が脅威として

いる。

・スウエーデン 海水を冷却水として利用、海水温度の上限は 25
℃。同８月 25日、25℃を超えたﾘﾝｶﾞﾙ原発停止。
ﾌォﾙｽﾏｰｸ原発３基出力を下げた。

・ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ冷却水用の海水温度 25℃、同 7月 15日ﾛﾋﾞｰｻ原
発出力低下。

・米国 原子力規制委員会はﾐﾙｽﾄｰﾝ原発を許可する際、海

水温が 23.9 ℃あったら出力低下させ 24 時間以内
に運転停止を求めている。
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17 日、再開後 55 回目の東電交渉が行われた。今回は７月８日提出した「要請書」の回答４項目を求

めるものとなった。

１．について

（東電）2020 年初頭に取りまとめられた処理水

の報告書など、国から基本的方針が示され、それ

を的確に踏まえ対処して参りたい。

（諸団体）味も素っ気もない回答だ。海洋放出を

実施しないことを何度も求めている。

（東電）皆様から大変厳しい意見が出ているが、

国から結論が出ているわけではないので…。

（諸団体）大臣会見や規制委員長は事務方と違っ

て“東電の考えを示すように”話している。

（東電）その件は上層部に伝えたい。

（諸団体）県漁連が提出した要望書に対し、東電

は「…関係者の理解なしにはいかなる処分も行わ

ず…」とある。この関係者とは誰なのか？固有名

詞を出して欲しい。何を指すのか教えて欲しい？

（東電）持ち帰って、この次に回答したい。

（諸団体）二次処理を行う中で性能確認試験が９

月から始まったという。分析評価対象核種は除去

対象核種（62 核種）、放射性炭素（C14）トリチウム

（H3）とある。特定原子力施設評価検討会のなか

ではテクネチウム（Tc99）も存在するという。

（東電）しっかり検査することになっている。

（諸団体）ここに第一原発の「はいろみち・

HairoMichi・No21」の３～ 4 頁に、科学分析業務

の記載があり（資料６）「分析業務の流れ」が示さ

れている。この防護服は本当なのか？トリチウム

を扱う人物は“水はね”

を避けるため（資料７）の

防護服が絶対条件といわ

れている。その上に QR

読み取り用カメラ、マイク、

デスプレイを装着するとし

ている。東電では「トリ

チウムは害はない！」を

強調しているから防護服

は装着していないのではな

いのか？

（東電）調査して次回に回

答したい。

（諸団体）「化学分析業務」

はトリチウムの分析だと思

うが、実際は東京パワーテ

クノロジー（株）と言う下

請け企業が担い、年間５万

件、試料数は８万件となっ

ている。東電本体ではなく

下請け企業がそれを担っているのか？

（東電）これも次回に回答したい。

２．について

（東電）決まっていないことを理解願いたい。

３．について

（東電）大型タンクもリスクが存在する。

４．について

（東電）雨水対策も全力をあげている。

紙面の都合で割愛をする。

東電交渉 再開55回目

最大の加害者である東電の主体性 後退し続ける！

東電ＨＤ（株）

代表執行役社長 小早川 智明様

2020年 7月 8日

県内 10市民団体

トリチウム等タンク貯蔵汚染水海洋放出に

反対し陸上保管を求める要請書

記

１．東電福島第一原発のﾄﾘﾁｳﾑ等ﾀﾝｸ貯蔵汚染水の海

洋放出などは実施しないこと。

２．ﾄﾘﾁｳﾑなどﾀﾝｸ貯蔵汚染水の処分について、市民

説明会を実施すること。

３．ﾄﾘﾁｳﾑ分離技術の開発実用化、ﾀﾝｸ貯蔵汚染水の

大型ﾀﾝｸ保管やﾓﾙﾀﾙ固化保管など陸上保管について

更なる検討を行うこと。

４．凍土遮水壁の間から侵入する地下水と破損した

建屋開口部からの雨水浸水を防止すること。以上
（資料６）試験確認中

（資料７）第一の防護服
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前号で紹介したセシウムボール、しかしこのボールの中にはウラン原子を含むものも発見されていた。

これら放射性粒子による健康被害について内部被ばくの研究者によって細胞レベルでの、従来の計算

（ICRP モデル）と桁違いの高い吸収線量が提示され更なる研究と新たなリスク評価が求められている。

（資料８）は東京理科大学

の中井教授らがセシウムボー

ルのＸ線分析を行った結果ウ

ランの存在を示す「Ｕ-Lβ 2」

とセシウム、バリウムを表す

放射線を検出した。このよう

な粒子はタイプ A と呼ばれ、

2,3 号機から放出されたもの

と考えられている。 2 号機

ではメルトダウンにより溶け

た燃料などから気化

した元素を含むガス

が凝結して粒径が小

さく放射線量が高い

粒子が生成された。

（資料９）はこの粒

子の発生日時と放射

性プルームの流れを

示したものである。

①は 1 号機の水素爆

発によって放出さの

（ﾀｲﾌﾟ B）。②が 2-3 号

機からでたセシウム

ボール（ﾀｲﾌﾟ A）の流

れである。

3 月 15 日、原発から南下

したプルームは筑波を通り東

京、関東方面まで広く拡散さ

れたことがわかる。

内部被ばくを過小評価する

ICRP や政府は「健康には影響

のないレベル」というが、長

崎大学の原爆後障害医療研究

所の七條助教・高辻教授らの

研究グループは 2018 年に「70

年前の長崎原爆被爆者の病理

標本上にプルトニウム 239 由

来のアルファ粒子の飛跡を撮影

することに成功」し（資料 10）、

内部被ばくの科学的証拠を初め

て示した。（2018 年にｵｰﾌﾟﾝｱｸｾｽｼﾞｬｰ

ﾅﾙに掲載された）プルトニウム濃

度と放出されるアルファ粒子の

エネルギーから吸収線量を求め

たところ、内部被ばく線量が特

に高かった女性（爆心地から 500 ｍ

の屋外で被爆、 68 日後に死亡）で

0.104mGy、その後

も生存したと仮定

して 50 年間被ば

くすると 20.2mGy

という低い値を得

た。（外部被ばく線

量は推定 83Gy)この

内部被ばく線量は

人体に大きく影響

する値ではないと

考えられた。

しかし今回、内

部被ばくに特異的

な局所的に高い吸

収線量による細胞

レベルの生物効果に着目し細

胞核の線量を算出した結果、

肝細胞の核で 1.29Gy、血管内

皮細胞核では 3.35Gy と高吸

収線量を示した。「これは細

胞局所への影響の重要性を示

す」と研究者は指摘する。

セシウムボールやトリチウ

ムの研究が、広島・長崎原爆

の間接的被曝隠しから始まっ

た核科学の闇を少しずつでも

取り払ってほしいものだ。

斉藤 章一

（資料 10）死亡した被爆者の病理標本から 70 年後

の今も放出続けるα線を撮影（写真は腎臓のもの）

（資料９）１５日セシウムボールは広範に拡散された

（資料８）セシウムボールにウランの核種が
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福島県がが双葉町中野地区に造ったアーカイブ（記録庫）拠点施設「東日本大震災・原子力災害伝承

館」が 20日開館した。その設備を紹介したい。

（資料 11）が

正面から太平洋

が見渡せる２㌶

の敷地に地上３

階、延べ床面積

約 5,256 ㎡、総

事業費（資料収

集費含め）約 53

億円の施設であ

る。

このような施設ではオー

プニング・セレモニーが定番

であるがテープカットなど

何もなかった。

（資料 12）施設の南東方

向に造られた「双葉町産

業交流センター」（資料 13）

である。10 月始めにオープ

ンするということなので、中を見て

みたら当然の事ながら何もなく、が

らんどうな施設であった。

伝承館の施設にはいると入場券大

人 600円の販売機がある。

プロローグ７面の円形スクリーンに

「震災前の地域の生活、地震・津波・原発事故を

経て復興に向かう歩み」を約５分間で写し出す。

そこから①災害のはじまり②事故直後の対応③

県民の想い④長期化する複合災害の影響⑤復興へ

の挑戦へと続く。

見終わって想ったのは「伝承館」と言えば「東

日本大震災によってもたらされた死者・行方不明

者が全国で 22,000 人超。その複合災害である原

発過酷事故によって震災関連死だけでも 2,314

人。避難者は 20 万人超という現実が伝わってこ

ない。

未曾有の災害が何故起きたのか！それをくい止

める対策が何故

出来なかったの

か？を検証し後

世に伝えること

こそ使命で、二

度とあってはな

らないことを伝

承しなければな

らない施設では

ないかと強く思っ

た。

それが伝わってこない！

新聞報道では「語り部」

が東電や国を批判すること

さえ禁じているという。

館長は高村昇氏（長崎大原

発後障害医療研究所教授・山下

俊一氏の教え子）が中心に造

り上げたという。三春町の「コ

ミュタン福島・県環境創造センター」

や「東電廃炉資料館」と何ら変わら

ない施設である。うがった見方かな

ー！と思ったけれど第一原発が遠望

できる南東方向近傍に４階建ての双

葉町産業交流センターを造った訳は、それを遮る

思惑があったのではないかと推測したくなった。

大震災・原子力災害 伝承館 オープン

中身はコミュタン福島・東電資料館と変わらず！
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