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（資料１）のように宇宙から見た地球は青く輝いている。その表面は10分の７が水でおおわれている。

地球が「水の惑星」と呼ばれるゆえんがそれだ。海ができたことから、太陽系唯一の生き物が住む星に

なった。それをおびやかす“放射性汚染水放出”などとんでもないことである！

北極圏を含むロシアのシベリアで今年１～６月

に記録的な高温となり、地球変動温暖化が影響し

ていることは間違いな

いとの分析結果を 18 日
までにまとめたという。

併せて「今回のよう

な異常気象が頻発する」

と警告している。

「地球温暖化」を言

えば、すぐ喜ぶ人たち

がいる。しかしグレゴリ

ー・ヤッコ元米国原子力

規制委員会委員長は「私

たちは今、重要な選択

を迫られている。地球

を救うのか、死に絶え

つつある原子力産業を

救うのか。私は、地球

の方に一票を投じる」と発言している。

改めて言う！

東電と政府はトリチウム汚染水約 119 万 m3、タ

ンク数 979基、トリチウム総量約 860兆ﾍﾞｸﾚﾙ、

を海水で 500倍に薄めて、海岸部の放水口から 40
年に渡り放出しようとしている。（注１）

しかし、これは「海洋投棄規制条約・ロンドン

条約」（1975 年８月末 15 カ国による発効）違反であ

る。わが国は 1980年 11月 14日に正式加盟した。

その時、日本は関係国の懸念を無視したり、強

行実施することは「地球環境を犯す海洋投棄は実

施しない」として 1993
年 11 月２日、「原子力

委員会」もその内容で

条約に加盟したのであ

る。この「放射性廃棄

物その他の廃棄物海洋

投棄全面禁止」（1993 同

ロンドン条約付属書１第

６項改正）を無視し続け

ることは出来ないのは

当然である。（注２）

更に、追い風は県内

21 市町村議会が「海洋

放出反対、何らかの対

策を求める」の意見書

を次々と可決している。

加えて、宮城県議会、同県漁業協同組合、福島

県漁業協同組合、全国漁業協同組合連合会、茨城

県（知事「海洋放出容認できない」茨城沿海地区漁業

協同組合連合会も反対）など、その声は次第に高ま

っている。東京・小金井市議会も陸上保管などの

意見書を可決している。13 日、郡山市で若者 50
人が反対のデモをしている。9 月予定の石巻市で

開かれる「第 40回全国豊かな海づくり大会」は、

残念ながらコロナ禍で中止になった。

しかし「豊かな海づくり」は追い風でもある。

地球は水の惑星
汚染水 海洋放出など とんでもない！

（資料１） 地球は水の惑星
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忘れもしない！（資料２）は９年前…第一原発の水素爆発の映像である。ここに来て大手週刊誌（注３）

が「３号機は水素爆発ではなく核爆発だった」の報道がなされた。この問題を取り上げてみた。

私は 2011 年３月

14 日、避難してい

て、第一原発から 20

㌔離れた川内村にい

た。 11 時１分、も

の凄い爆発音を聞い

た。すでに３月 12

日 15 時 36 分、１号

機の水素爆発音も聞

いているので、それ

であることはすぐ分かった。

しかし、９年間…「水素爆発と

言うけれど１号機と３号機は爆

発噴煙が余りに違いすぎる」と

考え続けてきた。

ここに来て「核爆発だ！」と

主張、発表する人物がいた。三

菱重工業・原発設計技術者で藤

原節男氏という。

（資料３）は福島中央テレビ定

点カメラの映像である。これは

証拠として現存しているもので

あり、これで振り返ってみる。

①上から２番目、2011 年３月

14 日、11 時 1 分、第一原発３号

機大爆発。ピカッと明るいオレ

ンジ色が光っている。この光は

建屋中央部ではなく、建屋南部、

使用済み燃料プールから発生し

たものだという。

これが核爆発の特徴でピカド

ンと内包するエネルギーが膨大

で熱線と共にガンマー線が発生す

るという。

温度も 10,000 ℃以上

に上昇する。そのた

め、ピカッと明るい

オレンジ色に光る。

ちなみに水素爆発は

超高温にならないた

めオレンジ色は発生し

ないという。

②上から３番目は

「きのこ雲」が上昇

し 600 ㍍に達した。これは小型

原爆実験での映像と酷似してい

る。特に、「きのこ雲」は黒煙

である。核爆発は高温になり、

燃料ペレットの金属成分まで蒸

発してしまう。金属製品が蒸発

すると黒く見える。水蒸気爆発

だと酸素と水素が化学反応で結

合した後に、水蒸気の断熱膨張

となる。そのため爆発後は内部

温度が下がってくるため水蒸気

は水滴となり、１号機と同様、

白煙となる。

③更に「きのこ雲」は拡大上

昇し、巨大な瓦礫２～３個持ち
が れ き

上げ、落下するのが見える。距

離からすれば相当巨大なもので

あろう。その瓦礫がタービン建

屋に直経 14 ㍍と４㍍の穴を開

けたと記録されている。この穴

は 2011 年７月 18 日､雨水対策で

３号機タービン建屋に入った作

業員が、その穴を確認し 12 ㍉

Sv 被曝していると記録されている。上昇気流は

巨大な瓦礫まで持ち上げてしまったことになる。

９年前 ３号機 水素爆発は 核爆発だった！

（資料２） ３月 12日 15時 36分 ３月14 日 11時 1分
１号機 水素爆発 3号機 核爆発か？

（資料３) きのこ雲が600㍍上昇…
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④（資料４)は１・３・４号機の爆破後の映像で

ある。これを見

ると３号機から

噴 煙 を 出 し 続

け、使用済み燃

料集合体での局

所的な核爆発と

考えられる。単

位体積あたりの

発生熱量が大き

いため局所的に

10,000 ℃以上の

高熱が発生した。そこ

からの熱線、ガンマー線

にさらされ屋根フレーム

や鉄骨は瞬間的に熱を

吸収し（資料５)の飴細

工のように曲がる。こ

れは広島の原爆ドームの

鉄骨と同様である。

⑤最後に（資料６) に

あるようにプルトニウムが

飯舘村など７カ所、米国

まで飛散したという記事

である。これは核爆発に

より使用済み燃料プール

燃料ペレット中の金属成

分が蒸発したものだとい

う。もし、水素爆発なら

プルトニウムの発生源は、

格納容器内の炉心溶融物

に限定される。しかも、

炉心溶融物のプルトニウム

は二酸化物のままの状態

となっており「蒸発飛散」

はしないというのが通例

であるという。

以上が、藤原氏の「３

号機は核爆発」とする論

拠を示したものである。

資料６の新聞と既報 No135（2011.10.28）には次の

ように書かれて

いる。「福島第

一原発：45 ㌔離

れた飯舘でプル

トニウムとストロ

ンチウムを検出」

とある。更に「文

科省は第一原発

から約 45 ㌔離

れた飯舘村を含

む７カ所の土壌

から毒性の強いプルトニウ

ムが検出されたと発表し

た。原発 80 ㌔圏内の広範

囲でストロンチウムも検出

され、事故の影響が広範囲

に及ぶことを裏付けた。調

査は６～７月、同圏内 100

カ所の土壌で実施。同村と

７地点から今回の影響と見

られるプルトニウム 238

が検出された。多くの地

点でも同 239・240 も検出

された。同省によると、

過去の大気圏核実験によ

って日本に降ったとみら

れるプルトニウム 238 は

検出されていなかったた

め、今回検出された核種

は同原発で出来たものと

分析した」とある。９年

経って「緩やかな死」そ

のものの恐怖が甦る。

放射線の専門家（注４）が

「プルトニウム、32 億ﾍﾞｸﾚ

ﾙが大気中に放出」とある。

そもそもプルサーマルＭ

ＯＸ燃料を３号機に導入

した遠因（注５）は内堀知事

（当時副知事）にあることを忘れてはならない！

（資料４) 水爆・核爆発直後の１～４号機建屋

（資料５) ３号機の破壊され 残った飴細工のよう…

（資料６) プルトニウム、ストロンチウム沈着状況
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７月８日、13 時 00 分から事故再開後 54 回目の東電交渉が開かれた。冒頭、下記の「ﾄﾘﾁｳﾑ陸上保管

を求める要請書」提出した。その後、２月 12日の質問した項目の回答と再質問を求めた。

（諸団体）２月 12 日の東電への質問項目「タン

ク貯蔵汚染水の海洋放出及び今後の対応につい

て」説明して欲しい。（既報 No220掲載）

（東電）（資料７)の「多核種除去設備処理水の取

扱に関する小委員会報告書を受けた当社の検討素

案について」で説明したい。（約 40 分この報告書に

基づき素案を説明した）

（諸団体）「海

洋放出」と「水

蒸気放出」の２

つを「現実的な

選択肢」として、

漁業者や多くの

県民の声を無視

して提案してい

る。これをどう

考えるのか…提

案者として、ど

う評価するのか

聞きたい？

（東電）それは

（反対していることは）承知している。私共として

は国の方針、方向性を見守りたいと思っている。

大変申し訳ないが…これ以外の対応は持ち合わせ

ていない。

（諸団体）「海洋放出」となれば風評被害、否、
いや

実害が生まれる。私の子どもは東京で生活してい

る。ｽｰﾊﾟｰに行っても福島のお米は一番下の奧に

入っている。店員に聞くと「福島の米は売れない

から一番下に置いてある」という。これが現実の

問題なのだ！お祭りやｲﾍﾞﾝﾄの時だけ買うが、そ

れ以外は拒否するのが現実である。また、汚染水

を海洋放出したら 40 年以上もかかるという！ 40

年は世代が替わる可能性が高い。代替わりになり

「面倒だから全部流してしまう」と事さえ考えら

れる。40 年以上、これを誰が保障するのか？教

えて欲しい！それをキチンと保証出来るかどうか

だ！これは多くの人が心配していることなのだ。

（東電）そのような情報があるのなら教えて欲し

い。「検討素案」の中に 11 頁～ 16 頁まで「風評

被害対策」を記してある。私共は「3.11 を忘れな

い」ということで新入社員にも教育している。

東電交渉 再開 54回目

トリチウム汚染水 海洋放出反対 再要請！

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上放出に

反対し陸上保管を求める要請書

東電福島第一原発事故は今だ、原子力緊急事態宣

言が解除されず住民避難が続いている。

タンク貯蔵汚染水は、東電が発生責任者のもと厳重

管理処分しなければならないことは当然である。

下記の通り要請し、速やかな回答を求める。

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７) …検討素案
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（東電）また、マスメデアやＳＮＳ等、様々な対

策行ってきたつもりだ。

（諸団体）福島県の海・農・畜・林産物は低く抑

えられて来たのが現実だ。東電としての価格対策

補償を教えて欲しい。

（東電）価格対策は「賠償」の課題となるが、本

日はその人物が来ていない。更に、手持ち資料も

ないので、後にして欲しい。15 頁に海・農・畜

・林産物対策は記してある。

（諸団体）上記の産物で、価格は今なお低下し回

復していないことを知っているのか？

（東電）価格低下しているのは知っている。正確

な数字ではないが、持ち直しているかは…良く分

かっていないので差し控える。ただし風評被害は

あると思う。

（諸団体）常磐物・農・畜・林産物の価格が回復
もの

しているか否か、資料がないので話せないと言う

ことか？次回に回答して欲しい。改めて言うが価

格は全く回復していないから、一致して反対して

いるのだ！旅館業も実害があるから補償を万全に

行えと訴えている。

（東電）誤解を招くような表現があったかも知れ

ない。「風評被害が全くないとは言えない」と申

し上げたので誤解のないように願いたい。

（諸団体）とにかく「風評被害、実害で９年間、

価格が全く回復していない！」更に、汚染水を海

洋放出すれば 40 年以上続くことになる。これで

は福島県の一次産業は壊滅状態になる。

（東電）風評被害のみならず大変ご迷惑をお掛け

している。これは上層部にもキチンと伝えたいと

思っている。

（諸団体）質問項目にある（３）イ「今後の東電

としての対応について」だが… 16 頁に「適切に

賠償対応する」とあるが「これを信じろ！」と言

う意味か？法律で担保された原発ＡＤＲ（原子力

損害賠償紛争解決センター）さえ拒否しているではな

いか！信じられないのは当然だろう！この「素案」

は東電のそのものの方針であるはずだ。それを隠

そうとする意味は何なのか？

（東電）何も決まっていないから言えないのだ。

（諸団体）それなら聞くがアルプス小委員会では

「福島の海に放出する」と書いてあるのか?

（東電）それは書いていない。

（諸団体）ところが３月 24 日の記者会見を見る

と本店の松本氏は 2,069兆ﾍﾞｸﾚﾙ（タンク内 860兆ﾍﾞ

ｸﾚﾙ、建屋内残留水 1,209 兆ﾍﾞｸﾚﾙ）全部放出する可

能性がある！と言っている。

（東電）東電としては基本的に廃止措置が終わる

30 ～ 40 年かけて処理をして行きたいと思ってい

る。放出するのは確かだが…まだ具体的方針（放

出場所も）については決まっていない。シュﾐﾚｰｼｮ

ﾝとしては示しているが、具体的には決まってい

ないのが現状だ。

（諸団体）（資料８)には「海洋放出：ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ 2/2

・東北南部～関東北部」と書いてある。関東北部

とは地名は何処なのか？

（東電）ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝとして示しただけで、何も決ま

っていない。

（諸団体）そんなはずはない。実際に書いてある

ではないか？

（諸団体）最後に質問する。ここに「第一被曝線

量月別集計票」があり東

電 社 員 は 2019 年 11 月

1,047 人で 2020 年 5 月に

は 782 人と減っている。

これは何故か？第 40 回原

子力規制委員会で現地検

査官・小林所長が「第一

は事故が多すぎる。カイゼ

ンで社員がプレッシャーを

感じている」と話してい

る。そして東電はその指摘を受け「90 名増員す

る」と新聞発表している。それは嘘なのか？

（東電）次回に回答したい。 以上

（資料８) … 東電 検討素案 21頁

日時 社員数

2019.11 1,047

12 980

2020. 1 992

2 933

3 917

4 525

5 782

（資料９）

東電社員数
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東電交渉（４～５頁）を行っていると…戸惑うことがある。それは「東電組織が質量的に劣化している！」

と感じることである。東電それ自体が国家管理と評されるから“仕方ない”と思う人もいるだろう。このま

までは福島県がとんでもない事態になる可能性がある。この問題を取り上げてみた。

その良い例が（資料10)の「第一原発作業員外部被

曝線量の月別集計」である。これは第一原発廃炉現

場に入り被曝作業

に従事した人の数

である。

９年間でのピー

ク時(東電社員と協力

企業従事者合計）は2

015年３月で12,31

5人。2020年５月

は6,125人と半分

になっている。

更に、その指揮

命令の中心になる

べき東電社員のピーク時は2011年３月の1,696人を別

にすれば、2016年11月の1,196人である。それが202

0年５月には782人と414人に減っている。過酷事故

時の比較では914人の半分強と激減していると言わ

ねばならない。

第一原発廃炉現場を知らない人々は「落ち着いて

来たか！」と見る向きもあるだろう。しかし「原子

力緊急事態宣言」は今なお解除されていない。

更に「経年劣化によりリスクが顕在化した構内全

施設・計器など 31 万９千カ所…」と報告されてい

る。かいつまんで報告すると、運転開始から 49 年

の劣化、過酷事故メルトダウン、水素・核爆発、浜風

・塩害劣化・津波破壊などで至るところ劣化が激し

いのだ。（既報 No221）

いつ倒壊しても不思議でない現場なのだ！

加えて、至る所に 50 京ﾍﾞｸﾚﾙ（5017）以上と言わ

れる凄い放射能がある。当然の事ながら被曝も激し

い…安倍首相が 10 分間程度現場に入り平服・マスク

なしで訪れるパフォーマンスなど聞いて呆れるほかな

いのだ！（既報 No210）

この点について交渉で「従業員が減っている原因

は何か？東電社員が 2019 年度、依願退職した人物

は何人か？」と質

問しても「答える

必要のない質問」

と拒否するのが続

いている。

見るところ、ト

ヨタ方式の「カイ

ゼン」が異常に進

み、労働現場は「悲

鳴が挙がってい

る」のが実態では

ないか。そのため

社員の依願退職が続発し歯止めが利かなくなってい

るとみられる。こんな話もある。

2013 年春以降、東電が事故で避難した社員に対

し、支払った賠償金を返上返還するよう要求するケ

ースが多発しているという。それを訴えた ADR の

和解案を拒否するケースも出ているというのだ。そ

のため廃炉に関わる社員の退職が相次いでいるとい

う。このままでは「廃炉作業への悪影響が懸念され

る状況」と語る。更に、「帰還困難区域」から逃れ

た社員に対して「賠償を打ち切る独自の基準を定め

ている」との報告もある。これらの事態の先行きは、

極めて暗いと見るべきである。

「福島第一廃炉推進カンパニー」は東電本体の下部組織

社員が辞めている 実態は？

（資料10) 第一原発作業員 外部被曝線量の月別集計

（2011年3月-2020年5月）
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