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“コロナウイルス禍”の真っ最中の 11 日、政府は（資料１）のよう

に一般市民の参加を拒否し、第３回意見聴取会合を東京で開いた。

そこで日本ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ協会は、売上の８割超が食品だとして「放

出しても安全だということを国民に丁寧に説明してほしい。しっか

りした機関による担保も必要だ！」と訴えていた。

ここに来て 2018 年 10 月、規制委員会の更田委員長（資料２）が

「トリチウム以外の放射性物資が残留している」ことを受け…下の

発言をしている。その真意が、改めて問われる事態になっている。

Q：事業者である東電が「環境放出する場合は二次処理する」としているのに、それ
を監視・監督する規制委員長が「絶対に必要なものという認識はない！」と言うのは

どうにも解せません。背後に何があると思いますか？

A：結論から言うと「東電は二次処理できる人材不足・技術・能力・方法”が存在しない！」と見て
いるのではないか！それは第一原発を監視するための第 72 回特定原子力施設監視・評価検討会

（2019.6.17）の中に良く表れています。 以下は会議の中のやり取りを要約したものです。

原 子 力 規 制 庁（同委員会の事務局） 東 京 電 力

・我々が専属チームを結成し、本件調査（９核種確 ・原因は吸着剤の性能低下…出来る人間は非常に

認）が始まった。東電の測定は正しいのだろうか？ 限られていて…増やすしかない。JAEA（日本原子

と疑問持っている。５タンクなのに、凄く時間がか 力研究開発機構）に協力を得て人材育成計画、人材

っている。何か対応策を考えているのか？ 確保を行う。出来る事からやりたい！

Q：東電の、この問題に対する対応が、測定人物・人材が枯渇し、JAEA に応援を頼んでも、有効な対

策が出来なくなっている…これが全てではないでしょうか！既報 No218（2020.2.25）に掲載してますが、

第一原発の現場は余裕がなく、労働者から悲鳴が上がるような状況になっています。

A：大変な事態ですね！何が必要と思いますか。

Q：この問題は深刻です。政府と東電は“放射性物質トリチウム”を「害はない！」として、海洋投
棄させようと長い間、ウソを突き通して来たのです。これを直ちに改め「陸上保管が絶対条件」とすべ

きです。保管場所は７～ 8号機建設予定地だった場所。更には中間処理施設など十分にあります。

・告示濃度制限が守られる限り、二次処理（再処理してトリチウム以外の放射能７核種を

ゼロにすること）は絶対に必要なものという認識ではない。

（資料２）

更田委員長

（資料１）ウエブ方式の意見を聞く会
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第一原発は運転開始して 49 年… 3.11 過酷事故から９年…様々な劣化現象が続いている。その結果、

いつ倒壊しても不思議ではない状態にある。その実態を見てみる。

４月 27 日、廃炉を監視する第 80 回特定原子力

施設監視・評価検討会が開かれた。

東電は、そこに「第

一原発構内設備等の

長期補修管理策定に

ついて」という報告

書を提出した。

そこには次のよう

に書かれている。

「2019年１月…３/

４号機排気筒で足場

材落下事象のような

点検、未反映箇所において経年劣化によるリスク

が顕在化している。…震災後の環境劣化を踏まえ、

廃炉・汚染水対策を進める上で、特に注視すべき

リスクを抽出し、該当する（機器）に対して経年

劣化ﾓｰﾄﾞに応じた対応が必要である。→長期保

守管理計画を策定し、今後、同計画に基づき対応

を実施していく、構内の全設備、機器約 31 万９

千から作業を開始する」…。同「まとめ」では「◆

構内全設備・機器、及び建築構造物（約 580 件）に

ついて、長期保守計画の機器をﾘｽﾄｱｯﾌﾟし、優先

度の振り分けを行った」…とある。（字句飾り東電）

驚くことに「点検すべき、経年劣化や危険箇所が

約 31 万 9,000 件あ

る」と報告がされ

たのだ。

（資料３）は第一

原発の遠望である。

120 ㍍の排気筒

３本、それを大幅

に超える大型ｸﾚｰﾝ

が林立。

第一原発は 3.11

当時、震度９に襲われ建屋内にいた労働者が「ﾌﾞ

ﾁﾌﾞﾁという凄い音と共に建屋内が真っ白になっ

た！」と証言している。

その後、ﾒﾙﾄﾀﾞｳﾝ、水素爆発、雨、浜風、塩害

に晒され続けていることである。

第一原発で働いていた人物は「ﾒﾝﾃﾅﾝｽしなけれ

ば塩害、腐食、劣化でﾎﾞﾛﾎﾞﾛになる」と語る。

更に、富岡町の海から 50 ㍍、50 年以上住み続

けて来た友人は「あらゆる金属の中でも鉄は最も

塩害に弱い、３年でダメになる」と語っている。

（資料３） 双葉町郡山海岸から第一原発を遠望

（資料４） １～４号機周辺 放射性物質の所在状況
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（資料４）は「１～４号機周辺放射性物質の所

在状況」である。（既報前号でも掲載）これを見る

と□黄色四角柱５本

は原子炉建屋で「放

射能大」、10 京ﾍﾞｸﾚﾙ

×建屋５つだから…

50 京以上あることを

示している。□赤色

の四角柱は建屋内に

あるｱﾙﾌﾟｽで処理でき

ない液体放射性物質

（ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ・ｾｼｳﾑ等）が

安定度が低い状態で３万立方㍍あるのだ。

以上、至るとこに膨大な放射能があり、それが

極めて不安定な状態のまま存在することである。

（資料５）は４基の原子炉が過酷事故を起こし

た直後の写真である。水素爆発を免れた２号機以

外は骨組みだけの惨状にあった。

（資料６）は３号機の今である。

これを事故直後、煙が上がる

現状と比較して欲しい。今は、

使用済み燃料を運び出すため鉄

骨と同部材で覆われ、ｸﾚｰﾝを収

めるﾄﾞｰﾑが上辺だけ、造られているのだ。

今後、地震・津波に襲われた時、最も

注視すべきは「使用済み核燃料」である。

3.11直後、４号機は定期検査中だった。

燃料の全ては最上階のﾌﾟｰﾙに 1,535体（新

燃料 202体）が収められていた。

そこに“ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾞﾗｯｸｱｳﾄ”（全交流電源喪失）

プールが冷却不能となった。「余震でﾌﾟｰﾙ

の底が抜ければ使用済み核燃料が深刻な状態にな

る」これは諸外国、特に、米国 NRC の強い（注１）

懸念であった。

（資料７）その時、発出された原子力委員会・

近藤俊介委員長の「福島第一原子力発電所の不測

事態ｼﾅﾘｵの素描」である。「４号機の燃料ﾌﾟｰﾙが

崩壊し 170km 離れた首都圏も強制移住」という

「最悪シナリオ」が HPにアップされたのだ！

当時、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰで海水を汲み上げ、建屋上空か

ら海水を落とす…あの緊迫した事態を記憶してい

る人も多いであろう！（これは効果がなかった）

そのため４号機の使用済み燃料の運び出しは

2012 年３月に始まり 2014 年 11 月に終了してい

る。しかし、今も尚…１号機に 392 体（新燃料 100

体以下省略）、２号機

615体、３号機 531体、

５号機 1,542 体、６号

機 1,654体、合計 4,734

体も建屋ﾌﾟｰﾙに置か

れたままである。そ

ればかりではない。

□橙色の四角柱「共

用ﾌﾟｰﾙ」には 6,081 体

もの使用済み燃料が

置かれたままである。

更に、建屋近傍の

□赤色の四角柱には

「高温焼却炉建屋」「プ

ロセス主建屋」があ

る。ここは事故直後か

ら超高濃度汚染水を水瓶

代わりに使ってきた場所

だ。４ｼｰﾍﾞﾙﾄ/毎時（4,000㍉）

人が浴びると即・死亡す

る線量がある場所なのだ。

（資料８）は今、造り続

けている 11 ㍍の防波堤で

ある。津波の高さを思え

ば役に立つ代物ではない。

今だ「原子力緊急事

態宣言」が解除されない

訳を知って欲しい。

このように、第一原発は

決して目を離せない場所であることである。

「中長期ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ」など画餅に過ぎないのだ！

（資料５）3.11過酷事故直後の
１～４号機

（資料８） 今、建設中の第一原発防潮堤

（資料６） 現在の３号機

（資料７）不測事態のｼﾅﾘｵの素描
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既報 No220 で「第一原発 汚染水問題 自然を甘く見すぎ

た！歴史そのもの…」で地下水を遮ることが出来ない現状

を述べた。本号は日本の国土と地下水の現状を考えてみた。

（資料９）は赤色立体地図である。地形の立体表現手法の

一つで、詳細に立体表現できるのが特徴である。

千島海溝から根室沖、十勝沖、そして福島県沖へ、巨大

地震があった場所へと続く。ここは海底8,000㍍以上…想

像だが、そこへ降りて、日本列島を見上げればエベレスト

よりも高い峰嶺が連なり、地滑りの痕跡がそこかしこにあ

るであろう。まさに急峻な地形、故に雨も多く降り、流れ

落ちる川も一気に海に注ぎ込む。そんな日本列島…それだ

けに極めて風光明媚なのだ！

（資料10）日本列島は「地下水流…列島を走る血液…」と表現さ

れる。水は豊富であり、地表を流れる川とは、別の流れがある。

それが地下水の流れだ。山や平野に降る雨の一部は地層にｽﾎﾟﾝｼﾞ

のように深く浸透し、川に比べてゆっくりと…１日 10 ㌢しか動か

ない場所もある。海まで“旅”した水は、海岸線付近に染み出し

たり、海底で泉のように湧き出すという。（注２）右上にある第一原

発もこの影響からは免れない。

（資料11）は地下水を防ぎきれない東電が「第一原発の地下水の

道筋を解明した地図」である。「河川」は４つあり第一原発周辺に

流れている。特に、「赤点３つ」は原子炉建屋に流れ込んでいる場

所を指すものである。 緑色の「分水界」は，降水がそこを境にし

てどちらに流下するかということである。第一原発は旧軍飛行場

跡地で一見した

ところ乾いてい

るように見える。

しかし、40 ㍍

掘削すれば「地

下水が集中する

場所」だったこ

とが分かる。こ

のことは建設時、

土木工事に携わ

った佐伯正治土

木課長が上層部

に報告している

はずである。

（資料９） 東日本の赤色立体地図

（資料10）地下水の流れを描写した地図

（資料11） 第一原発に流れ込む地下水を描写した地図
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コロナウイルス感染症との戦いのさなか着々とアルプス汚染水（ﾄﾘﾁｳﾑ汚染水）の海洋放出にむけて関係

団体、地元自治体などへの意見聴取などを進める安倍政権。今あらためて放射線防護を捨てた核・原発

推進の国際団体の動きと、科学的研究の結果から低レベル放射能の脅威を訴えた上記著書を読み返した。

奇しくもこの著書は福島

第一原発事故が起きた 2011

年の 6 月に初版が発行され

た。カナダ原子力公社研究

所のアブラハム・ペトカウ

博士が低線量被ばくの生体

レベル、細胞レベル、分子

レベルでの影響を研究し発

見した「ペトカウ効果」を

紹介し、今日までの政府当

局による放射線防護基準の

欠陥を膨大な資料をもとに

記しているものだ。

ペトカウ効果とは放射線

によっても生じる活性酸

素は低線量で効率よく細

胞膜に達しその影響が急

激に高まる。というもの。

この研究結果は各国の

研究者による様々な研究

によって裏付けられてい

る。

（資料 12）は日本の子

供のガン死亡率である。

世界の核実験による放射

能の蓄積にに伴って死亡

率が増加しているのが一

目瞭然である。このよう

な統計学的証拠が各国の

研究者らの努力によって発表され、影響を無視し

てきた ICRP や UNSCER などの放射線防護組織・

政府・核／原発業界の主張を退け 1963 年 6 月の

大気圏内核実験禁止条約の締結にいたるのだ。

（資料 13）は 1979 年 3 月のスリーマイル島事故に

よって引き起こされた各地の新生児死亡率の増加

である。原子炉の至近距離

にあるハリスバーグでは＋

600 ％にもなったのだが、事

故後の政府と発電所の事業

者は「いかなる障害もなか

った」と被害を全面否定し

た。低線量被ばくはその影

響の直接的因果関係を証明

することは困難だ。長年に

わたる科学者、医師の疫学

調査の積み重ねの上に初め

て証明されてきたのである。

ペトカウ博士はペトカウ効

果の発見により 20 年以上務

めた研究所を廃止さ

れ後年は開業医とし

て過ごしたという。

ノーベル賞級の発見

だといわれながら。

原子爆弾の開発に

参加したローレンス

・リバモア研究所生

物医学部初代部長の

ジョン・ゴフマン博

士は「…原子力の生

物医学的な面で訓練

を受けた…科学者た

ちは…人道に反する

罪で、ニュールン

ベルグのような裁判にかけられる候補者である。

今や我々は、低線量放射線のリスクを知っている。

我々の罪は実験レベルではなく、殺人そのものな

のである。」と 1979 年に述べている。原子力にか

かわるすべての人の肝に銘じておくべき重い言葉

である。

斉藤 章一

（資料12） 核実験によって子どものガン死亡率上昇

（資料13） 事故の影響は疫学調査で明らかだ
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（資料14）は青森県六ヶ所村にある核燃料再処理

工場である。

このたび稼働の条件である原子力規制委員会の

審査を事実上通過したのだ。

（資料15）の核燃料ｻｲｸﾙ概念図を見て欲しい。

日本の政策は、上の施設が効率よく回ることに

よって、成り立つ「核燃料サイクル」だった。

このほとんどが破綻している…にも関わらず、

再処理工場を「新基準に適合した」とは、何事で

あろうか？建設費は当初計画の４倍の約３兆円。

完成延期は 24 回。着工して 27 年でも未完成のま

まだ！この核燃料ｻｲｸﾙ、約 14 兆円と巨費が投じ

られてきた。既報３頁に掲載しているが、福島第

一原発にある使用済み核燃料の多くは六ヶ所再処

理工場に送られ再処理されるはずだった。

ところが、いつまで経っても未完成だったため、

「リラッキング」と称して、燃料ﾌﾟｰﾙのﾗｯｸを満

杯にし、更に「共用プール」まで造って、原発を

稼働させ 3.11 で未曾有の「燃料ﾌﾟｰﾙ崩壊」の危

機に陥れたのだ。いわく付きの施設である。

9 日午前 5 時 31 分ごろ、鹿児島市の桜島・南

岳山頂火口で爆発的噴火があった。

（資料16）は噴煙の高さが火口から 4,200 ㍍に達

した。鹿児島地方気象台によると、桜島で 4,000

㍍以上の噴煙が上がったのは昨年 11 月 8 日以来

という。被害は確認されていないが、大きな噴石

が 7 合目まで飛散したという。今後も引き続き噴

火や小規模な火砕流の発生の恐れがあるとして、

警戒を呼び掛けている。日本には 111の活火山（気

象庁は１万年前以降に噴火した火山を活火山と定義し

ている）がある。

関東周辺でも地震が相次いでいる。

４日～ 11 日までの地震の回数は 27 回。そのう

ち震度３以上は 7回だった。

更に、18 日、東北地方で震度４の地震があっ

た。また、19 日、午後 0 時 30 分に長野県中部や

岐阜県飛驒地方を震源とする地震が 4 月下旬から

多発上高地付近で震度 4の地震があった。

とにかく、油断してはならない！

（資料14） 青森県六ヶ所村にある再処理工場

（資料15） 核燃料サイクルの概念図

（資料16） 桜島・南岳山頂火口で爆発的噴火
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放射能の脅威・（資料 14）毎日新聞 2020.5.11・（資料 15）日本原子力

文化財団 HP・（資料 16）気象庁 2020.5.9（注１）米国原子力規制委員

会 Nuclear Regulatory Commission、原子力安全に関する監督業務規

制を一手に担当する。（注２）東大大学院・登坂博行教授・地層環境ﾃ

ｸﾉﾛｼﾞｰ見えない地下水を地形や地層をもとにビュアル化したもの。

署名用紙：http://fukushima-kenmin311.jp/ オンライン署名：https://www.change.org/fukushimaken


