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2011/01/06(木) 愛媛新聞3面 

浜岡原発 4号機でもひび割れ 蒸気乾燥器で3か所発見 

 中部電力は 5 日、定期点検中の浜岡原発 4 号機(静岡県御前崎市)で、原子炉圧力容器内にある蒸

気乾燥器の溶接部に長さ 15-21mm、深さ最大 15mm のひび割れが 3 か所見つかったと発表した。

昨年 12 月に同 3 号機で同様のひび割れが見つかったために点検していた。安全上の問題はないと

いう。 

 ひびが見つかった部分の厚さは約 240mm。「ひび割れは深さ 20mm 程度で止まるとみられし支

障はない」とし、経過を見ながら使用を続ける。金属に引っ張る力が加わることで生じ、溶接部に

起きやすい「応力腐食割れ」とみられる。 

 同乾燥器は圧力容器内の蒸気を除去してタービンの回転効率を上げる装置で、高さ約 5mの円筒

形。同様のひび割れは日本原電の東海第二原発(茨城県東海村)と敦賀原発1号機(福井県敦賀市)でも

見つかった。 

 

2011/01/13(木) 愛媛新聞3面 

川内原発3号機設置へ 運転開始19年目標 出力国内最大159万KW 

 九州電力は12日、鹿児島県薩摩川内市で計画中の川内原発3号機(改良型加圧水型)の原子炉設置

計画を経済産業省に申請した。 

 出力は国内最大の59万KWで、2014年3月に着工し、19年12月の営業運転開始を見ざす。今

後、経済産業省原子力安全・保安院と原子力安全委員会で安全審査が行われる。建設費は約 5400

億円。 

 申請後、九電の段上守副社長は「当社として大きな事業。安全な、信頼性の高い発電所をつくっ

ていきたい。情報公開も徹底したい」と述べた。 

 国内での原発新増設の申請は 09 年 12 月の中国電力上関原発(山口県、安全審査中)以来。九州で

は1997年に営業運転を開始した玄海4号機(佐賀県)以来の増設となる。 

 改良型加圧水型原子炉は機器を大型化して出力を向上させたほか、従来型より緊急炉心停止装置

が増え、安全性が向上しているとされる。国内では日本原子力発電の敦賀 3、4 号機(福井県各 153

万8千KW、安全審査中)に次ぎ3基目。 

 九電は2000年9月、地元に増設の前提となる環境調査の実施を、09年1月に正式の増設を申し

入れた。国による住民への公開ヒアリングなどを経て、10 年 11 月に鹿児島県知事が増設に同意し

ていた。 

福島第二原発連続運転計画 8月にも最長16か月 

 東京電力は12日、福島第二原発3号機(福島県富岡町)で、早ければ8月末から最長16カ月の連

続運転に入る計画を正式に表明、県や町に説明した。 

 東電によると、16か月連続運転を実施した場合、同原発の年間の設備利用率は約2ポイント上が

り、約84%になるという。 

 長期連続運転は、すでに東北電力が東通原発(青森)での実施を国に申請しており、国内 2 基目と

なる見通し。 

 この日は、東電の松井敏彦福島事務所長らが県庁を訪れ、小山吉弘県原子力安全対策課長に説明。

小山課長は「県民の安全、安心を確保し、今後もわかりやすい説明を求めます」と述べた。 

 日本の原発は従来、13カ月以内に原子炉を止め、定期検査に入ることが定められていたが、2009

年の新検査制度導入で、最長24カ月の運転が可能となった。 

 東電によると、安全上重要な機器の点検データなどを評価。技術的には 26 か月連続運転も可能

であるとしたが、燃料交換の間隔や運転実績の積み重ねなどを考慮して16か月とした。 



 5月に開始する次回の定期検査が8月末にも終了予定で、その後の営業運転から16か月連続運転

を実施する計画。 

原発より自然の力 山口・祝島：住民ら月内にも団体 

 山口県上関庁で中国電力が計画する上関原発の建設に反対する同町祝島の住民団体「上関原発を

建てさせない祝島島民の会」が、太陽光などの自然エネルギーで島の電力を自給することを目指す

プロジェクトを始めることが、12日分かった。 

 東京の NPO 法人「環境エネルギー政策研究所」などが協力し、計画を進める一般社団法人を月

内に発足させる予定。同研究所の飯田哲也所長は「デンマークの島などではこうした取り組みはあ

るが、国内では初めて。大規模集中型の原子力発電に頼らず、小規模分散型の自然エネルギーで自

立する先進地域としたい」と話している。 

 飯田所長によると、祝島の住宅の屋根に１戸当たり約 150 万円の太陽電池を順次設置。10 年間

で300戸に整備するなどして、島民の生活を賄う必要な出力計千KWの発電を目指す。 

 費用は企業や団体、個人の賛同者からの寄付を全国から募る。既にイラストレーターの黒田征太

郎さんや音楽家の坂本龍一さんが趣旨に賛同し、協力する意向という。 

 プロジェクトと並行し、島の豊かな自然を生かしたエコツーリズム事業なども進めたい考えだ。 

 上関原発は祝島の対岸で中国電力が 2 基の建設を計画し、2018 年の運転開始を目指している。

祝島の住民の多くが漁業への影響などから、長年反対している。 

 

2011/01/20(木) 愛媛新聞3面 

福島第一原発40年超運転へ 保安院：安全確保 

 経済産業省原子力安全・保安院は19日、ことし3月に営業運転開始から40年を迎える東京電力

福島第一原発 1 号機(福島県大熊町、46 万KW、沸騰水型)について、さらに 10 年間運転を続けて

も安全性は確保されるとの審査結果をまとめた。ちかく正式に認可する。 

 40年を超える原発の運転の認可は、日本原子力発電敦賀1号機、関西電力美浜1号機に次ぎ、国

内3基目となる。 

 東電は国の指針に基づき、1号機を60年間運転したとしても、検査や点検の強化などで重要な設

備の安全性を確保できると評価していた。 

 

2011/01/22(土) 愛媛新聞3面 

関電プルサーマル開始 高浜3号機営業運転 

 関西電力は21日、高浜原発3号機(福井県高浜町)でプルトニウムとウラン混合酸化物(MOX)燃料

を使い営業運転を開始した。関電初のプルサーマルで、国内では九州、四国、東京電力に続き4基

目。経済産業省原子力安全・保安院が最終検査し同日、合格証を交付した。 

 これに先立ち、反原発団体のメンバー十数人が 21 日、関電原子力事業本部(同県美浜町)を訪れ、

運転の中止を求める八木誠社長宛の抗議文を提出した。 

 高浜原発は国内初のプルサーマルを目指し 1999 年にも MOX 燃料が搬入されたが、製造元の英

国工場で燃料データねつ造が発覚、開始は延期された。保安院の石垣宏毅統括安全審査官は「一層

の緊張感を持ち適切な運転に努めてほしい」と述べた。関電は高浜 4 号機でも 2011 年度にプルサ

ーマルを実施予定。 

志賀2号機手動停止へ 温度調節機異変か 

 北陸電力は21日、営業運転中の志賀原発2号機(石川県志賀町)で、原子炉格納容器内の温度調節

機器にトラブルが生じた恐れがあるため、原子炉を手動停止して点検すると発表した。外部への影

響はないという。徐々に出力を下げ、22日に停止する。 

 北陸電によると、「ドライウェル冷却系冷却器」と呼ばれる機器。1 日約 50 リットルの水が排出



されるが、15日から排出量が徐々に減尐し、20日には約1リットルだったという。 

 インド調節機能は維持されているといい、北陸電は機器の配管に何かが詰まり、排水が格納容器

内に漏れ出ている可能性があるとみて詳しい状況を調べる。再開のめどは立っていない。 

 

2011/01/26(水) 愛媛新聞3面 

伊方原発定期検査：間隔延長反対を申し入れ 県民連絡会議 

 市民団体や労働組合でゾ指揮する「伊方等の原発の危険に反対する愛媛県民連絡会議」(和田宰代

表幹事)は25日、四国電力が伊方原発で検討している現行の13か月から16カ月への定期検査間隔

延長に反対を申し入れた。 

 メンバー11 人が松山市湊町 6 丁目の四国電力松山支店を訪れ、申し入れ書を提出。「伊方原発 1

号機は運転開始から 30 年超。古くなったら頻繁に検査するのが当たり前ではないか」と見解をた

だしたのに対し、四電担当者は「検討しているが、まだ具体的に決まったわけではない。安全をな

いがしろにすることはない」と述べ、申し入れ内容を本社に伝えるとした。 

東通原発を東電が着工 青森 

 東京電力が青森県東通村に計画中の東通原発1号機について、経済産業省原子力安全・保安院が

25 日、工事計画を認可、東電は同日着工した。東電の原発新規立地は 1978 年の柏崎刈羽(新潟県)

以来33年ぶり。 

 東電にとって柏崎刈羽戸福島第一、第二に続く 4 か所目のサイトで、原発は 18 基目。国内の原

発着工は、2008年5月の電源開発大間原発(青森県)以来となる。同村では、東北電力の東通原発1

号機が05年から運転中。 

浜岡原発5号機あすにも発電へ 中部電：運転再開 

 中部電力は25日、静岡県御前崎市で2009年8月に震度6弱を記録した地震で、基準を超える揺

れを観測し自動停止した浜岡原発5号機(同市)の原子炉を起動、運転を再開した。27日にも発電が

再開される見通し。 

 午後 1 時、中央制御室で職員がモードスイッチを切り替え、原子炉を起動。約 40 分後に核分裂

が連続して起きる臨界に達した。 

 5 号機は、一昨年の地震で１～4 号機を大幅に上回る揺れを観測。中部電は、北東側の軟らかい

地層で地震波が増幅されたのが原因と推定している。 

 

2011/02/08(火) 毎日新聞13面 

反原発の小さな島の挑戦 

 11年1月、瀬戸内海に浮かぶ山口県上関町の祝島が日本の離島では初めて、自然エネルギー100%

で自立すると宣言した。人口約500人の小さな島の大きな挑戦が始まった。 

 島は 08 年から 2 年かけて祝島とスウェーデンを舞台に「ミツバチの羽音と地球の回転」という

映画を製作した。全国で上映活動を続けていて、2月は東京の劇場でも公開される。 

 祝島では 1000 年以上も昔、暴風雤で遭難した神官を救ったことを機に大分県国東半島にある伊

美神社と一緒に五穀豊穣を祈願する神楽を奉納する、神舞という祭を4年ごとに開催している。平

均年齢 75 歳という高齢をものともせず、櫂伝馬船で海上をパレードし、山から切り出した竹で仮

神殿を建て、山の幸で神官や薬師たちをもてなして祭を支える。島の豊かな文化がこの祭りにぎゅ

っと集約している。 

 島民の多くが無農薬のびわを育て、ひじきを採り、半農半漁で自給自足的な生活を営んでいる。

この島の3.5km対岸に上関原発建設計画があり、足掛30年も島民は反対してきた。暮らしを支え

る海を次世代に残したいと願ってのことだ。 

 原発建設予定地・田の浦は環境破壊が進んだ瀬戸内海にあって「奇跡の海」と呼ばれ、希尐生物



がひしめく生物多様性の宝庫だ。破壊すれば取り返しがつかないと、日本生態学会が環境アセスメ

ントの見直しを求めている。スナメリ、ナメクジウオ、カンムリウミスズメなどがすむ絶妙な生態

系を破壊しない、タイの一本釣り漁法を祝島の漁師たちは誇りにしている。 

 経済成長期、日本中の地域がかけがえのない環境を開発の名のもとに破壊してきた。祝島が位置

する上関もまた原発を建てることが唯一の経済振興だと信じて誘致した。しかし、40年前に原発を

誘致した福島県双葉町は今や町長の給与も払えないほど困窮し、経済振興効果は霧散している。 

 世界では石油やウランなどの枯渇性エネルギーから、再生可能エネルギーへと雪崩をうってシフ

トしている。祝島は島おこしのために今回のプロジェクトをスタートさせた。「祝島自然エネルギー

100%プロジェクト」が島に若者の働く場を作りだし、託老所にエネルギーを供給し、島をより持

続可能な地域にしていくことが期待されている。それを支えようと全国の人々が何らかの 1%を寄

付する運動もまた同時に始まった。ここから日本のエネルギーシフトが始まる。 

 

2011/02/11(金) 愛媛新聞3面 

伊方3号機電磁弁異常原因：データ入力ミス 

 四国電力伊方原発3号機の管理区域外のタービン建屋で2010年10月に発生した二次系電磁弁が

閉まらない異常について、県と四電は10日、06年の保守システムデータ整備時に弁の仕様を正し

く入力していなかったのが原因と発表した。同一か所にあった弁では 05 年にも異常が発生してお

り、県は9日、四電に口頭注意し再発防止の徹底を求めた。 

 県と四電によると、06年のシステムデータ整備時、担当者が仕様記載欄に制限文字数を超えて入

力。10 年 1 月に交換した弁は、05 年の異常の際に設けた電圧に関する特殊仕様の部分の新データ

を反映できなかった。担当者は弁の型式を見て仕様を満たすと思ったという。 

 四電は対策として、データに特殊仕様を追記し、弁調達時に電圧確認するようマニュアルを改訂

した。 

 同様の原因でデータが不十分だった機器は補かに 70 あったが、性能に問題はなかったとしてい

る。 

 1 月に四電から県に通報があった C 区分異常(翌月発表)は 1 件。通常運転中の号機で、原子炉制

御系データを普段は使用していない系統から取ろうとした際に警報が発信した。 

伊方原発 別電源設備でも加熱変色を確認 

 伊方原発 3 号機で 8 日発生した電源設備の一部が焦げる異常に関し、県と四国電力は 10 日、別

の電源設備でも加熱で黒く変色した部分を確認したと発表した。 

 今回、変色した部品があったのは、放射能を帯びた可能性のある排水を処理する部屋に三つ設置

している換気扇に電源を供給する系統。8 日に遮断器のコイルが焦げた系統とは別系統を点検しよ

うと換気扇を停止したところ、異常信号が発信した。遮断機を操作する制御回路装置の「サージキ

ラー」という高電圧の衝撃を和らげる部品が熱で変色していた 

 8 日に異常があった換気扇の系統の制御回路でも同様の変色を新たに確認。四電は遮断器の部品

が焦げたことと因果関係があるとみて調べている。 

 四電は3台の換気扇それぞれの系統すべてのサージキラーを交換する。換気扇は現在、復旧した

8日に異常のあったものを含め2台は動いているため、空調に支障はないとしている。 

島根原発点検不備 1号機運転再開保安院が認める 

 経済産業省原子力安全・保安院は 10 日、多数の点検不備が見つかり運転を停止していた中国電

力島根原発1号機(松江市)について、「機器の再点検や管理体制を確認した結果、安全上の問題はな

い」として運転再開を認めた。 

 中国電力は地元の了解を得た上で、現在実施中の定期検査が終了すれば原子炉を起動する方針だ

が、「時期は未定」としている。 



 保安院は、1号機で不備があった349機器について再点検に立ち会うなどして健全性を確認し、

不備の原因となった点検計画表に基づく管理手法の見直しなど再発防止策の実施状況なども問題は

ないと判断した。 

 

2011/02/15(火) 愛媛新聞3面 

福島第一原発 放射性物質含む排水あふれる 

 東京電力は14日、定期検査中の福島第一原発4号機(福島県大熊町)の原子炉建屋で、放射性物質

を含む水約2リットルが床に漏れたと発表した。放射能量はわずかで、外部への影響はないとして

いる。 

 東電によると 10 日午後、原子炉を停止した後に燃料を冷やす系統から水を抜いていたところ、

排水があふれているのを発見した。 

伊方3号機の電源設備復旧 

 四国電力伊方原発3号機の電源設備部品に過熱による焦げや変色があった問題で、県と四電は14

日、部品をすべて交換し通常状態に復旧したと発表した。 

 交換したのは、放射能を帯びた可能性がある排水を処理する部屋の換気扇電源設備のうち「サー

ジキラー」と呼ばれる高電圧の衝撃を和らげる部品。同部屋には三つの換気扇を設置しており、そ

れぞれ独立した電源設備がある。8 日に焦げを確認した電源設備はすでに部品を交換していたが、

残る二つも14日までに交換した。 

 四電によると、サージキラーは 1、2 号機などでも多く使用。焦げや変色の原因が同部品による

ものか調べ、必要に応じて点検、交換する。 

 

2011/02/22(火) 愛媛新聞3面 

上関原発埋め立て再開 中国電：1年3か月ぶり 

 中国電力は21日、山口県上関町の上関原発予定地で、市民団体の抗議活動により 2009 年11月

に入ってから中断していた海面約14万㎡の埋め立て工事を約1年3か月ぶりに再開した。 

 同社によると、この日は海底に岩石を投下し、埋め立てに向け海底地盤の整備を進めた。22日以

降も作業を続ける方針。 

 中国電力は延べ 14 隻の作業船と約 600 人の作業員らを動員したが、漁船による抗議活動で予定

していた一部工事を断念。陸上でも座り込んだ反対派住民らと一時もみ合いになり、作業を中断し

た。 

 陸地部分を含めた約33万㎡の予定地全体の造成には約5年かかる見通し。同原発は12年に1号

機の着工を予定しており、18年の営業運転開始を目指している。 

 また山口地裁は 21 日、埋め立て区域内の陸上部分での反対派の妨害行為禁止を求めた中国電力

の申し立てを認める決定をした。同社が明らかにした。 

 同原発を巡っては、建設に反対する市民団体が漁業への影響を訴え、現場海域に抗議船を出すな

どしたため、中国電力は工事にいったん着手したものの中断していた。 

 市民団体は「今後も抗議を続ける方針に変わりはない」としている。 

 

2011/02/28(月) 愛媛新聞3面 

もんじゅ装置落下 文科副大臣器具製造元へ賠償請求を検討 

 高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)原子炉容器内で燃料交換用装置が落下した事故で、原

因として装置をつり上げる器具の設計に問題があったと指摘されてことをめぐり、文部科学省の笹

木竜三副大臣は 27 日、器具の製造元に対し賠償請求を検討するとの考えを示した。敦賀市で記者

団に話した。 



 昨年8月の事故で、重さ3.8tの円筒形装置が原子炉容器の外に搬出する途中で落下。つり上げに

使われた器具は東芝製で、装置の回収法などを検討する外部有識者委員会が「つり上げ器具の設計

に問題があった」と指摘している。 

 日本原子力研究開発機構によると、事故後の調査や復旧工事などで計約17億5000万円が必要と

なる。 

 笹木副大臣は「税金が使われ、金額も大きい。(運転の)スケジュールも遅れた」と指摘。「調査の

区切りがつく段階で責任の所在を明確化し、当然、賠償請求も検討することになる」と述べた。 

 

2011/03/01(火) 愛媛新聞3面 

東電3原発429機器点検漏れ 新潟・福島 

 原発機器の点検状況を調べていた東京電力は28日、新潟県と福島県の3原発の計17基で計429

機器の点検漏れがあったとする最終報告書を経済産業省原子力安全・保安院に提出した。東電は「機

器の健全性は確認しており、安全上の問題はない」としている。 

 点検漏れがあったのは柏崎刈羽原発で 375 機器、福島第一原発で 33 機器、福島第二原発で 21

機器で、非常用ディーゼル発電機の空気圧縮機や廃棄物処理系のポンプなど。 

 東電は点検計画表への記載ミスなどが原因とし、「1基当たり数万ある機器の管理を人に頼ったこ

とが無理だった。システム化して再発防止を図る」と釈明。柏崎刈羽で特に多いのは「中越沖地震

の復旧に追われて管理が不十分だったことと、過去の点検漏れも調べたため」としている。 

 保安院は昨年4月、中国電力島根原発の点検漏れを受け、電力各社に調査を指示し、順次、各原

発への保安検査で状況を調べている。今回の点検漏れも柏崎刈羽の保安検査で保安院が発見、福島

第一、第二原発でも調べるよう指示していた。 

志賀原発1号機：装置の機能低下原子炉手動停止 

 北陸電力は28日、志賀原発1号機(石川県志賀町)の原子炉圧力容器近くの装置で機能が低下する

トラブルがあり、原子炉を手動停止すると発表した。同日から出力を下げるとともに、部品を交換

して点検する。 

 北陸電によると、トラブルがあったのは原子炉内の冷却水を循環させるポンプから、冷却水が漏

れるのを防ぐ装置。26日夜に機能が低下したが、その後、改善の傾向が認められなかったとしてい

る。 

 昨年12月に同様のトラブルがあり、同じ装置を交換したばかりだった。12月のトラブルでは、

装置内の部品に傷が見つかっていた。 

        毎日新聞27面 

上関原発 工事再開から1週間  住民「30年反対、つらい」 

 山口県上関町の上関原発予定地で中国電力が進める海の埋め立て工事は、28日で再開から1週間。

作業は建設に反対する住民らの抗議で09年11月から中断。再開後はもみ合いでけが人も出た。立

地計画が浮上して約 30 年。反対派住民からは「反対し続けるのもつらい」との声も漏れる。町は

建設是非に揺れてきた。 

 上関町は瀬戸内海に張り出した室津半島の先端部と近くの島々からなり、予定地は半島と橋でつ

ながる長島の海沿いにある。漁業への影響から埋め立てに反対する住民は対岸の祝島に多い。 

 25日午前7時。予定地沖合で祝島の漁船約10隻が、作業船が入ってこないよう列をなした。周

囲を中国電力や海上保安部、地元推進派の船が取り囲む。 

 反対派は予定地の砂浜にテントを張って寝泊まりし、警備員約100人と対峙。工事を始めようと

すると「けが人が出ているのに作業をやるのか」と怒声が飛んだ。 

 7 時半過ぎには、祝島の女性らが船で砂浜に渡った。年配の女性は「生活を守るための抗議」一

帯は好漁場で、橋本典子さん(51)は「自然があれば生きていける。豊かな海を中国電力に奪われた



くない」と話す。 

 だが、反対する人たちは町で尐数派になった。町に目立った産業はなく、男性(87)は「雇用や財

政を考えると原発は必要」と言い切る。国の交付金や中国電力の寄付金は温泉施設建設や子供の医

療費助成に回った。 

 親族でも原発への賛否は割れたという。橋本さんは「一番情けないのは町が二つに割れたこと。

決着点は計画の白紙撤回しかない」とするが、「和気あいあいとした昔に戻りたい」とも思う。 

 「30 年反対し続けるのもつらい」。反対派女性の視線の先に、魚をとるための船が「抗議船」に

姿を変えて浮かぶ。話を聞こうとすると、女性は「なにも話したくない」と口を閉ざした。原発に

翻弄される小さな町のやるせなさが垣間見えた。 

 

2011/03/13(日) 毎日新聞 

東日本大震災：福島原発炉心溶融 

建屋爆発、格納容器無事 国内初 海水注入、廃炉も 

 国内観測史上最大のM8.8 の東日本大震災に見舞われた東京電力福島第一原発 1 号機の原子炉建

屋で、12日午後3時36分ごろ、爆発音とともに白煙が上がった。東京電力の社員ら4人が負傷し、

敶地では通常と異なる放射線量が検出された。それに先立つ同日午前には、1 号機から放射性物質

の漏えいが確認され、さらに国内初の炉心溶融が発覚した。巨大地震に遭った原発で、未曾有の事

態が次々と発生した。地震大国でもっとも恐れられていた「原発震災」。炉心溶融を食い止めるため、

海水が炉心に注入されたが、純水の代わりに塩分を含んだ海水を使うため、原発施設への打撃は大

きく、廃炉の可能性も浮上してくる。 

 今回の事態を踏まえ、避難を指示された福島第一原発の半径 20km、福島第二原発の半径 10km

の範囲には広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、田村市、单相馬市、葛尾村、川内村が含まれる。福

島県のホームページなどによると、約2万5000世帯の約7万人が住んでいるとみられる。 

 福島第一原発1号機では、原子炉を覆う鋼鉄製の格納容器は、鉄筋コンクリートでできた原子炉

建屋内にある。爆発の原因について、枝野幸男官房長官によると、炉心で水素が発生。その後、格

納容器から漏れ出て、建屋内の酸素と反応し、水素爆発を起こした。その結果、建屋が爆発したが、

格納容器は損傷していないという。 

 放射性物質は大量には漏れ出ていない。乗車性物質量を測定するモニタリングの結果も確認。あ

る地点で、爆発前の放射性物質の濃度は 1015 マイクロシーベルトだった。これは、1 年間に一般

人が浴びる許容量を超える値だった値だったという。 

 だが爆発後は、午後3時40分で860マイクロシーベルト、同6時58分で70.5マイクロシーベ

ルトと減尐した。現時点で、放射性物質の外部への放出には大きな変化はないため、枝野官房長官

は「格納容器は破損していない。ぜひ冷静に対応してほしい」と呼びかけている。 

 一方、炉心溶融を防ぐため東電は1号機の原子炉を海水で満たすよう、海江田万里経済産業相が

指示。午後 8 時 20 分に着手した。万一、再臨界をもたらさないように、中性子を吸収して核分裂

反応を抑えるホウ酸を用いるため、廃炉になる可能性も出てくる。 

 一方、東電の小森明正常務(原子力・立地副本部長)は12日夜の記者会見で「通常とは異なる過程

で原子炉建屋の上方が解放された。言葉として爆発だった」と認めたが、原因については「会社と

して水素爆発だったと言えるだけの議論は未だしていない。官房長官は、そういう可能性もあると

いうことでおっしゃったのではないか」と述べるにとどめた。 

 近くで復旧作業をして負傷した4人は、東電の社員2人と協力企業の社員2人。いずれも県立大

野病院(福島県大熊町)に搬送されたが、みな意識はあり、命に別条はないという。被災によって、

冷却水を徐々に失っていく原子炉内の温度が上がるのを防ぐため、外部から冷却水の注入を試みる

作業に当たっていた。近くにいた作業員によると、爆発音は原子炉建屋の方向から聞こえたという。 



禁じ手で事態収拾 識者「耐震性の備え役立たず」 

 巨大地震に見舞われ、復旧に手間取っていた福島第一原発1号機について東京電力は、原子炉内

の圧力を抑えるため、弁を開いて放射性物質を大気中へ放出したほか、炉心溶融を止めるために原

子炉内に海水を注入して冷却するという「禁じ手」を重ね、自体の収拾を図ることになった。 

 長沢啓行・大阪府立大名誉教授(生産管理システム学)は「今回のトラブルは、原発の耐震性への

備えがすべて役立たず、かなり深刻な状態だったといえるだろう。海水を炉内に入れるのは、炉を

二度と使わない覚悟が必要だ。もし燃料棒が溶融していれば、使えなくなる可能性が高くなる。1

号機は運転開始から 40 年超えた。とうとう役割を終える時期がきたということではないか」と話

す。 

 京都大原子炉実験所の小出裕章助教(原子核工学)によると、ホウ酸は、ウランが吸収しようとす

る中性子をより多く吸収してしまうため、ホウ酸入りの海水で炉心を冷やすことは効果的だという。

しかし、「海水を入れるためのポンプを動かす電源が確保できないということで、今までやらなかっ

たのではないのか。できるならすぐ実行すべきだった。なぜ今までやらなかったか分らない」と対

応の遅さを指摘する。また、今回は地震の規模が想定以上で、発電施設に不具合が生じたことにつ

いて、「日本は世界一の地震国で、原子力発電をやるなら『想定していない地震』なんてそもそもあ

ったはならない」と指摘した。 

炉内で水素爆発 限界量超え空気と反応 

 一瞬で分厚いコンクリートと鉄筋の頑丈な建屋を吹き飛ばした水素爆発は、どんな仕組みで起き

たのか。 

 吉川栄和・京都大名誉教授(原子炉安全工学)によると、燃料棒に使用するジルコニウムは、高温

になるほど水と反応しやすく、1100度を超えるとより反応性が高まる。原子炉内でまず、加熱され

たジルコニウムと水が反応して水素が発生。水素は配管などを通じて格納容器の外に漏れ出し、建

屋内に溜まっていったとみられる。 

 水素は、空間内の体積の14%以上を占めると、酸素と反応し、爆発する性質がある。これが水素

爆発だ。12日午後3時36分に起きた激しい爆発は、建屋内にたまった水素が限界量を超え、空気

中の酸素と一気に反応したと考えられる。 

 吉川名誉教授は「そもそも地震後に非常用電源が作動して冷却水が十分に循環していれば、炉心

溶融やその後の水素爆発には至らなかった。電源確保ができなかったことがすべての始まりだ」と

指摘する。 

《福島原発ドキュメント》 

11日14:46 東日本大震災が発生し、宮城県栗原市で震度7を観測 

      運転中の福島第一原発1～3号機と第二原発1～4号機が緊急停止。 

      その他女川1～3号機(宮城)、日本原子力発電東海第二(茨城)も揺れを感知して停止 

   15:42 福島第一原発1～3号機で停電が発生し、東電が国などに通報 

   15:45 オイルタンクが津波で流失 

   16:36 第一原発1、2号機で緊急炉心冷却装置の注水が不能になり、東電は原子力緊急事態

が発生したと判断 

   16:54 管直人首相が記者会見で「一部の原発が自動停止したが、これまでのところ、外部

への放射性物質等の影響は確認されていない」と説明 

   17:35 第二原発で原子炉冷却材漏えい 

   17:50 第二原発1号機について、国に通報 

   18:33 津波で海水ポンプの起動が確認できず、第二原発で原子炉除熱機能喪失。国に通報 

   19:03 放射能漏れの恐れがあるとして、管首相が原子力緊急事態を宣言 

   19:46 枝野官房長官が会見で「原子炉に今は問題ない」と発表 



   20:00 第二原発で外部電源確保 

   20:50 福島県が半径2km内の住民1864人に避難指示 

   21:23 国が半径3km内の住民に避難、半径10km内の住民に屋内退避を指示 

   21:50 枝野長官が会見で避難命令を発表。冒頭に「全体を聞いて、落ち着いて対応して頂

きたい」と切り出す 

   23:00 第一原発1号機のタービン建屋内で放射線量が上昇 

12日  0:15 住民避難開始(1時45分までに3km内の避難完了) 

       0:49 第一原発1号機で原子炉格納容器内の圧力が高まったと東電が国に報告 

       1:57 第一原発1号機タービン建屋内で放射能レベル上昇 

   3時頃 第一原発1号機で国が格納容器の圧力を下げるため放射性物質を含む可能性がある蒸

気を弁から放出すると発表 

       5:22 第二原発1号機で圧力抑制機能喪失 

       5:32 第二原発2号機で圧力抑制機能喪失 

       5:44 首相が半径10km内の約5万人に避難指示 

       6:01 第二原発1,2,4号機で原子力緊急事態が発生したと通報 

       6:07 第二原発 4 号機で圧力抑制機能喪失。除熱できず、圧力抑制室の温度が 100 度を超

える 

       6:25 第一原発の正門近くで、通常の8倍以上の放射線量を検出したことが判明 

       6:38 第一原発1号機の中央制御室の放射線量が通常の1000倍になったことが判明 

       7:11 管首相がヘリで第一原発を訪れ現地を視察。東電副社長の武藤栄原子力・立地本部長

に「住民のことを第一に考えて、しっかりと早めの対応をお願いしたい」と要請 

       7:40 第二原発の1,2,4号機が冷却機能を失い、東電が国に緊急事態を通報したことが判明 

12 日 07:45 第二原発にも原子力緊急事態宣言を拡大。半径 3km 以内の住民に避難、10km 内に

屋内退避を指示 

       8:03 東電が第二原発の炉4基すべてで蒸気を放出する準備に入ったことが判明 

  9時過ぎ 第一原発1,2号機の格納容器内の蒸気を放出する作業を開始。第二原発1,2号機でも

作業開始 

       9:10 第一原発の正門近くの放射線量が通常の70倍以上に上昇 

       9:15 2回目の原子力対策本部 

      11:20 第一原発1号機で、炉心水位が低下し燃料が最大90cm露出したことを示す数値。燃

料破損の恐れ 

      11:36 3回目の原子力災害対策本部。視察から戻った管首相は「国民の健康をきちんと守る

態勢を取っていきたい」 

   14時過ぎ 第一原発1号機の周辺で放射性物質のセシウムが検出されたことが判明。炉心の一部

溶融を確認 

      15:30 第一原発1号機の格納容器から蒸気を外部に放出するのに成功したと発表 

      15:36 第一原発1号機建屋で爆発音がして白煙が上がった。東電社員ら4人が怪我 

      17:46 枝野長官が「何らかの爆発的現象があった」とし、「万全の対応を期す」と繰り返す 

東電「想定外」繰り返す  

 東日本大震災で被災した福島第一原発 1 号機は、発生から 1 日で炉心溶融という事態に至った。

原子炉内の圧力を、弁を開いて放射性物質とともに外へ逃がすという「禁じ手」を使ったものの、

事前に幾重にも用意されていた安全対策はことごとく機能しなかった。「想定外の事態」を繰り返す

東電に、専門家からは批判の声が上がる。 

 原発の安全対策の至上命令は「止める」(緊急停止）「冷やす」(炉心の過熱を抑える)「閉じ込める」

(放射性物質が漏れ出さないようにする)の三つ。今回、1 号機が実行できたのは、最初の「止める」



だけだった。 

 元原子炉設計技術者で、福島第一原発4号機の設計にも携わったライターの田中三彦さんは、地

震や津波の影響で非常用電源が動かせなくなったため、炉心に冷却水が注入できなくなり、その結

果、圧力容器内の水位が低下し、炉心にある核燃料の集合体が水中から露出し始めたとみる。 

 この状態が続いた結果、水による冷却ができず、燃料集合体の温度が急上昇。核燃料を覆うジル

コニウム合金が溶け始めた。いわゆる「炉心溶融」だ。1979年に米国で起きたスリーマイル島原発

事故では、この状態が続いた。 

 非常用電源が故障したのは、想定外の津波が原因とみられる。さらに炉内では、燃料棒を冷やす

はずの水の水位が予想に反して下がり続けた。 

 経済産業省原子力安全・保安院は12日の会見で「炉心溶融が発生したとみられる」と認めた。 

田中さんは「原子炉圧力容器が最後の砦だが、1号機の場合は営業運転開始(71年)から40年がた

っており、耐久性が落ちている可能性もある」と懸念する。 

海水利用 決断の遅れ  電源なく弁開放も手間取る 

 原子炉の損傷という最悪の事態を切り抜けるため、福島第一原発号機の復旧チームが選んだ対策

は、弁を開けて内部の圧力を逃がすことと、海水で炉心を冷やすことだった。 

 「燃料棒を冠水(先端まで水に浸す）させることが重要。海水でもいいので水位を回復させすさま

ざまな取り組みを検討している)経済産業相原子力安全・保安院の担当者は厳しい表情で語った。 

 通常炉心の冷却に使う純水の代わりに海水を入れることは、金属製の原子炉を錆びやすくするだ

けでなく、炉内に不純物が混入する可能性もあるため、事実上「廃炉」を意味する。報道陣からは

「なぜもっと早く海水利用の決断をしなかったのか」との質問が飛んだが、担当者は「事業者(東電)

から経緯を聞いていない」と言葉を濁した。 

 今回の事故対策をめぐり、東電と保安院に技術面から助言している原子力安全基盤機構の小林正

英・技術情報統括室基準制度グループ長によると、同原発で炉心を冷やすには、蒸気を熱交換器で

水に変え、炉心に戻す「アイソレーション・コンデンサー」という装置を使用する。この方法は水

位を変えずに熱を抑えられる利点があるが、今回はこれを超える速度で水位が低下した。 

 苦肉の策として考案したのが二刀流の方式。格納容器の外で、普段は「炉心スプレー系」と呼ば

れる緊急炉心冷却装置(ECCS)に消防車のポンプをつなぎ、注水する方法と併用する。これで、熱

を持った燃料棒にシャワーのように散水できるため、より高い冷却効果が期待できるという。 

 一方、弁の開放は通常の2倍まで高まった格納容器内の圧力を下げるための策だ。 

 圧力が上がり過ぎると、最悪の場合、格納容器が破裂する恐れがある。東電は手順書に従って12

日朝、弁を通じて蒸気を建屋外に放出する方針を決めたが、実行までには時間がかかった。地震で

電源が失われ、弁を作業員が手動で開ける必要があったためだ。 

 同日午前、作業に着手。二つの弁のうち一つは開けられたが、もう一つは格納容器に近かったた

め、放射能レベルが高くて作業員が近寄ると被ばくの恐れがあった。近寄らず操作できる方法を探

すなど難航の末、圧力が下がり始めたのは、同日午後時ごろだった。 

原発安全神話崩壊 国内初「炉心溶融」 

 政府と電力各社は「二酸化炭素を排出しない原発はクリーン」で、「原発の活用なくして地球温暖

化への対応は不可能」として、原発を推進してきた。地震についても「考えられる最大の地震を考

慮しており、原子炉は安全に停止する」(東京電力)と、安全性を強調してきた。しかし、現実に原

発の「安全神話」が崩壊したことで、日本のエネルギー政策の見直しが迫られるのは必至だ。 

 1979年のスリーマイル島原発事故や86年のチェルノブイリ原発事故後も、日本の電力各社は「厳

しい安全管理をしている日本では同様の事故は起こらない」と为張してきた。しかし、地震国日本

では、95年の阪神大震災などを教訓に原発の耐震指針の見直しが進み、06年に「より厳しい基準」

に改訂された。電力各社は新指針に基づき、原発の耐震工事を進めたが、想定を超える最悪の事態



が現実に起きることが今回の東日本大震災で実証された。 

 東電は 12 日夕、東京都内で担当者が会見したが、安全に関する質問には「データを評価しない

と分らない」の一点張り。「原発はいくつもの安全装置で原子炉を守る多重防衛の考え方を徹底して

いる」という従来の東電の説明は破綻したとも言え、国民の不安と不信は募るばかりだ。 

 国内には現在54基の原発があり、発電電力量の約1/3を占めている。政府は温暖化対策のため、

この比率を「2020 年に 40%程度に高める」としている。しかし、原発依存を高めることは、今回

のような大地震で大事故が起きるリスクを否定できない。原発依存を高めれば高めるほど、事故で

原発がストップした場合、電力の供給不足に陥るリスクも高まることになる。 

 今回の深刻な原発事故と供給不足は東電に限らず、同じく原発を抱える関西電力、中国電力、北

陸電力、四国電力などにとっても、決して人ごとではない。原発が 17 基ある東電に対して、関電

は 11 基と尐ないが、発電電力量に占める割合は 48%と、原発依存度が国内でトップクラスに位置

する。関電は「今回の事故で原発の設置基準などの議論が起きるのは必至」、中国電力と四国電力は

「今後は国からの指示に基づき対応したい」と述べるにとどまっている。 

 今後の日本のエネルギー政策について、環境エネルギー政策研究所の飯田哲也所長は「原発に依

存したエネルギー政策のかじ取りを変え、自然エネルギーの利用に全力を尽くすべきだ」と、再考

を求める。今後のエネルギー政策が電力会社のコストや効率性よりも、市民の安全や地球環境を優

先すべきことは言うまでもない。 

政府 状況把握できず 

 政府が原子力対策特別措置法の 00 年施行後初めて原子力緊急事態宣言に踏み切ったのは、東日

本大震災発生から約 4 時間が経過した 11 日夜。この時点で東京電力福島第一原発の冷却装置を復

旧させるのに必要な電源車の調達が間に合う確証はなかったという。炉心溶融という最悪の事態も

想定される中、避難指示の対象を「半径 3km 圏内」から始め、12 日朝に「10km」に拡大。福島

第二原発には 12 日朝、宣言を出したうえで同日夜までに段階的に対象地域を広げることでパニッ

クを避ける対応をとった。 

 しかし、第一原発で爆発が発生する事態に至った 12 日夕、住民に広がる不安を抑えるため、枝

野幸男官房長官は現地の状況を把握できないまま記者会見に臨まざるを得なかった。放射能漏れが

起きている可能性を前提に「万が一の場合に備えたヨード等の準備もしっかりしている。周辺の皆

さんにとっては不安は多いかと思うが、落ち着いて対応をしていただくようお願いする」と呼びか

けた。 

防衛省は原子力事故の発生に備えた初動対応をとった。福島第一原発の緊急事態応急対策拠点施

設「オフサイトセンター」には 12 日昼過ぎまでに、陸上自衛隊中央即応集団の中央特殊武器防護

隊(大宮)から40人が到着したほか、除染車6台、化学防護車4台も現地入りした。 

 防護隊は(核・生物・化学)兵器に対処する自衛隊の専門部隊で、放射能漏れの有無を調べ,漏れ

ている場合は除染作業を行う。前審は 95 年の地下鉄サリン事件、99 年の核燃料加工会社 JCO 臨

界事故で出動した「第101化学防護隊」だ。陸自のポンプ車2台が第一原発で冷却水を入れる作業

に当たっていたが、爆発後は中止。同省は「けが人はないと聞いているので、爆発時は作業をして

いなかったのではないか」としている。 

このほか、航空自衛隊が冷却用の水タンク車を陸路で輸送。原子力安全・保安院と中央特殊防護

隊が放射能をモニタリング中で、安全性を確認した上で実際に作業させるかどうかを判断する。 

また、陸上自衛隊ヘリ19機が第一原発の半径10km以内の老人ホームにいる住民195人をピス

トン輸送している。 

石橋克彦 神戸大名誉教授(地震学)：全原子炉総点検を 

 東日本大震災を引き起こしたM8.8の地震で、東京電力福島第一原発が重大事故を起こした。 

 外部電源が止まり、1,2 号機の原子炉を冷やすための非常用発電機も 4 台すべてが故障して、原



子力災害特別措置法におる「原子力緊急事態」が11日夕方、管直人首相から宣言された。 

 1号機は運転歴40年の老朽炉だが、炉心溶融が生じて爆発、建屋が大きく壊れて放射能が環境に

放出された。周辺住民が避難させられたが、一連の事態は絶対起こしてはいけないことだった。起

こらないともされていた。2号機と福島第二原発にも深刻なトラブルがあるらしい。 

 私は、地震による原発事故と通常の震災が複合する「原発震災」の恐れを 97 年から警告し、05

年の衆議院予算委員会でも公述した。07年の新潟県中越沖地震による東京電力柏崎刈羽原発被災の

後は、その危険がさらに明白になったことを強調してきたが、今回はまさに原発震災。最悪になら

ないことを祈るばかりだ。 

 福島第一原発は原子力安全・保安院と原子力安全委員会が最新の耐震設計指針に照らしても安全

だと 09 年に評価したばかりである。今回の地震は想定外だというかもしれないが、全国の原発で

地震を甘くみているから想定外が増えるのだ。 

 爆発に余震の揺れが絡んだような情報もあるが、私は余震の重大性を指針検討分科会で力説した

のに無視された。原子力行政と、それを支える工学・地震学専門家の責任は重大だ。 

 日本国民は、地震列島の海岸線に 54 基もの原子炉を林立させて愚を今こそ悟るべきである。3

基が建設中だが、いずれも地震の危険が高い場所だから直ちに中止すべきだ。運転中の全原子炉も

いったん停止して、総点検する必要がある。 

東電、計画停電明日以降実施へ 

 東京電力は 12 日、東日本大震災で発電所の停止が相次ぎ電力需給のひっ迫が予想されることか

ら、週明けの 14 日以降、供給区域で 3 時間ずつ順番に電力供給を止める「輪番停電」を実施する

方向で検討していることを明らかにした。 

 東電の藤本孝副社長は会見で「輪番停電は最低でも一週間続く」との見通しを示した。14日はす

でに稼働停止した発電所に加え、揚水式と呼ばれる水力発電所からの電力供給が見込めなくなり、

供給力が13日に比べ500万KW尐ない3100万KWに減尐。これに対し、予想される需要は、週

明けで企業活動による大型需要が見込まれるため、最大4100万KWと1000万KWの供給不足と

なる見通しという。 

国際社会に衝撃 「日本最悪の日」 

 東日本大震災から 1 夜明けた 12 日、大津波による惨状が次第に明らかになり、さらに被災した

福島では原発の放射能漏れを伴う事故が発生、各国メディアは「日本最悪の日」などと、驚きを持

って大々的に報じた。各国政府は日本への震災支援に動く一方、旧ソ連の「チェルノブイリ原発」

を想起させるような事故に、重大な関心を持って成り行きを注視している。 

ロシア「世界が学ぶべき教訓」 

 12日付のロシア大衆紙「コムソモリスカヤ・プラウダ」は、東日本大震災で福島第一原発が被災

したことについて「日本のチェルノブイリはロシアを脅かすか」と1面トップで報じた。ロシアや

ウクライナなどでは25年前に起きたチェルノブイリ原発事故の記憶が鮮明に残っている。 

 ロシア当局は、日本に近い極東のサハリン州、ハバロフスク地方、カムチャッカ地方などで放射

能の検知体制を強化するなど、万一の事態に備えている。 

 チェルノブイリ原発の元技師で、現在は被災者の救援活動に携わっているウクライナ在住のニコ

ライ・イサエフさんは毎日新聞の取材に対し、「もし原子炉から漏れた放射能が雲の高さに達し、風

で急速に広がればチェルノブイリと類似した事態となる」と警告した。 

 ロシアの核関連企業「ロスエネルゴアトム」のアスモロフ第一副社長はタス通信に対し、「今回の

出来事は全世界の原子力発電所が学ぶべき教訓だ」と指摘した。 

 ウクライナ北部にあるチェルノブイリ原発から半径約30km以内は、今も放射能汚染で立ち入り

が制限されている。爆発直後に4号炉を覆う形で造られたコンクリート製の「石棺」は老朽化が進

み、新たな鋼鉄製のシェルターを建設する計画が進んでいるが、資金不足で目標とする 15 年まで



の完成は疑問視されている。 

 ウクライナは今年から原発周辺への観光客受け入れを始めたが、地元では「まだ危険は残ってい

る」と観光地化に反対する声が根強い。 

米国原発建設再開に冷や水 

 米国は 1979 年、ペンシルベニア州で原発の燃料棒が溶けて放射能が漏れ出る「スリーマイル島

原発事故」が発生したことを受け、国内での原発建設を全面的に停止。「クリーンエネルギー政策」

を掲げるオバマ政権になり、原発建設を約30年ぶりに再開させたばかりだった。 

 今回の放射能漏れが米国の原発政策にも影響を及ぼすのは必至で、米ニューヨーク・タイムズ紙

(電子版)は福島第一原発の炉心の冷却システムが故障したことや、周辺住民に避難指示が出たこと

などを早くから詳報した。 

 米ワシントン・ポスト紙(電子版)は「(今回の)地震が放射性物質の放出に敏感だった日本の原子力

発電に対する信頼性を揺るがせたのは間違いない」と報道。その上で「日本での危機を警告のサイ

ンだと、原発反対派が指摘している米国でも、その信頼性を揺るがせた」と指摘した。 

中国「増設計画変更ない」 

 中国環境保護省の張力軍次官は 12 日、北京で記者会見し、東日本大震災により福島原発で放射

性物質が漏れたことについて「沿海都市の核安全観測装置を起動し、中国に影響を及ぼさないか重

視している」と明らかにした。一方で、電力需要お急増に対応するために進めている原発増設計画

に関しては変更がないことを強調した。 

 張次官は「(中国)国家核安全局は日本の原子力安全・保安院と連絡を取り、状況を把握している」

と説明、「現在のところ影響はなく、中国で稼働している 13 基の原発も正常だ」と述べた。また、

張次官は「影響や事態の進展を注視しており、今後の計画に教訓として活かしたい」と強調しつつ

「原発を増設する計画が変わることはない」と語った。 

韓国大気の監視強める 

 福島第一原発号機で発生した爆発事故は、韓国でも速報された。国内で約 20 基の原発が稼働し

て震災対策に関心があることに加え、自国への放射能の拡散を懸念している。聯合ニュースによる

と、韓国教育科学技術省や原子力安全技術院などは、福島原発にトラブルが発生した 11 日から対

策チームを発足させ、大気の監視を強めてきた。 

 聯合ニュースは 12 日、「国内原発は地震に対し安全か」との記事を配信。韓国の原発は M６.5

の地震が直下で発生しても耐えられるように設計され、さらに冷却装置が停止しても対処可能なシ

ステムを備えていると伝えた。 

 12日付の韓国为要紙は東日本大震災について、1面を埋める異例の扱いで報じた。津波に押し流

された家屋や船、炎上する民家の写真を掲載し、「日本最悪の日」(朝鮮日報)「日本沈没」(中央日報)

などと衝撃的な被害の様子を伝えた。朝鮮日報は 1 面から 14 面まで同地震関連の記事で埋め、日

本の観測史上最大のM8.8 の地震であり「広島型原発の 5 万倍に相当する」エネルギーだったと指

摘した。 

 各紙とも、福島第一原発で炉の一つが冷却できない状態となり、日本政府が初の原子力緊急事態

宣言を出したことも大きく伝えた。 

伊方、運転中止を 市民団体 

 東日本大震災は、福島第一原発 1 号機で、国内初の炉心溶融という最悪の事故を引き起こした。

伊方原発を運転する四国電力は戸惑いを隠せず、県内の市民団体は 12 日、同原発の運転中止の措

置を県に申し入れた。 

 「詳細な状況は分からないが、事態を重大に受け止めている」。四国電力は、福島での原発被害を

深刻に受け止めた。伊方原発が想定している最大規模の地震は最大加速度が570ガルだが、今回は

2000ガルを超えているとみられ、想定をはるかに超える地震が起こる可能性が浮き彫りになった。 

 今回、福島第一原発 1 号機で、緊急得炉心冷却装置(ECCS)のバックアップ電源となる発電機も



含めたすべての電源が喪失。原子炉の冷却ができなくなった。伊方は福島と同じ軽水炉でも、沸騰

水型の福島とは違う加圧水型で構造が違うが、同様の事態となれば電源車など外部電源を調達して

きて、原子炉に水を注入して冷やす同じ措置をとるしかないという。 

 原発に反対する原発さよなら四国ネットワークなど県内の市民団体ら5団体は同日、県に伊方原

発運転の停止措置と耐震性の安全性見直しを申し入れた。 

 

2011/03/14(月) 毎日新聞 

住民22人原発被ばく 福島第一・1号機建屋爆発 

 気象庁は13日、地震の規模をM8.8から9.0に変更した。 

 東北電力は 13 日、女川原子力発電所の敶地内の放射線監視装置で、原子力災害特別措置法で定

められた通報義務のある基準値の約4倍に達する放射線量(1時間当たり21マイクロシーベルト)を

検出。経済産業省原子力安全・保安院は、東京電力福島第一原発 1 号機で 12 日に発生した爆発事

故で漏れた放射性物質が单風で約 120km 離れた女川原発周辺に運ばれたとみている。福島第一原

発3号機でも水素爆発の危険性が浮上した。福島県内で被ばくが判明したのは計22人になった。 

 女川原発1～3号機は11日の東日本大震災発生時に自動停止後、燃料の核分裂が生じない、低い

温度が保たれる安全な状態となっている。このため保安院は福島第一原発の爆発で放出された放射

性物質だとみている。 

 保安院は、女川原発で 21 マイクロシーベルトの放射線量が検出されたことについて「健康に影

響はない。その後、数値も下がっている」と住民の健康上、心配ないとの見方を強調した。また、

放射性物質の影響が広範囲に広がっている点について、避難区域の拡大などは必要ないとする。一

方、政府の原子力委員会の元専門員、吉岡斉・九州大副学長(科学技術史)は「調べれば被爆者はも

っと増えるだろう。一般市民が広範に被ばくするという、日本では前代未聞の事態だ。原子力発電

に対する評価を大きく下げる事故だ」と指摘する。 

3号機も爆発恐れ 

 枝野官房長官は 13 日、東電福島第一原発 3 号機で、原子炉建屋内に水素がたまり、爆発する可

能性があると発表した。同原発では1号機が12日に水素爆発を起こし建屋が損傷したが、3号機も

同様の爆発をする恐れが出てきた。そのため東電は午後 1 時 12 分、原子炉圧力容器に海水を入れ

始めた。 

 枝野長官によると、同3号機で、格納容器内の圧力が上昇したため、13日午前9時過ぎに格納容

器の弁を開いて圧力を下げ、燃料棒のある原子炉圧力容器に真水の注入を始めた。その後、海水に

切り替えた。しかし注水が不安定な状況になり、原子炉内の水位が大きく低下。燃料棒が十分に冷

却できない状態となり、大量の水素が発生。格納容器から漏れだし、原子炉建屋の上部に溜まって

いる可能性がある。 

 原子力安全・保安院は「水面から出た燃料棒が損傷している」と話している。東電によると、同

原発3号機は、同午前11時、燃料棒の頭頂部が水面から1.3m出ていたが、真水の注入により一旦

は水につかった。その後、再び水位が下がり、2mほど露出している 

見えぬ汚染に不安 拡大の過程つかめず 

 東北電力女川原発で確認された基準を漉す放射線量は、東電福島第一原発から飛来したとみられ

る。両原発の距離は直線で120km。この地域に暮らす住民が被ばくした可能性もある。情報伝達も

遅れ、99 年に 666 人が被ばくした茨城県東海村の核燃料製造会社「JCO」の臨界事故の教訓は生

かされなかった。 

 福島県によると、これまでに福島第一原発近くの住民 22 人の被ばくが衣服の計測により確認さ

れた。直ちに健康被害が起きるレベルではないというが、市民団体「三陸の海を放射能から守る岩

手の会」の永田文夫世話人は「服についていたなら、鼻からも吸い込んだはず。放射性ヨウ素の体



内被曝について国や電力会社は何も説明せず、安易に安全だと言うのはおかしい」と憤る。放射性

ヨウ素の被ばくは。X 線診断や旅客機乗った場合の宇宙線被ばくなどと違い、体内で蓄積されて長

期間続く。 

 これに対し、放射線医学総合研究所の明石真言・緊急被ばく医療研究センター長は「厳密に言え

ば『被ばく』だが、専門家の立場でいう事故の被ばくは、がんのリスクが高まるなど身体に影響が

及ぶ200ミリシーベルト以上とみるのが常識的。今回確認された数値は十分低く、今はけがや急病

などの震災対応を現地の医療機関が優先すべき状況だ」と説明する。 

 一方、福島第一原発から女川原発でまで放射能汚染が広がったとする政府の説明に、早野竜五・

東京大教授(原子核物理学)は「よほど大量に、かつ上空に向けて放射能が振りまかれたのでない限

り、女川まで到達することは考えにくい」と疑問を呈する。原子炉から放出される为な放射性物質

は、キセノンやクリプトンなどの希ガスやヨウ素、セシウムだが、いずれも大気より重く、気象条

件が良くないと長距離を飛ぶのは難しいとの指摘だ。 

 両原発の間には、福島、宮城県が設置した計測装置(モニタリングスポット)が複数あるが、文部

科学省によるといずれも地震によるトラブルで計測不能といい、放射能汚染が広がった過程を知る

ことは不可能な状況だ。早野教授は「放射線は目に見えないだけに、なるべく早く測定を復旧、公

表することが被災者の安全につながる。海外の不安にも応えることができる」と訴える。 

甘かった津波対策 首相：憂慮すべき状態 

 東電福島第一原発で、1 号機に続いて 3 号機でも炉心溶融が発生した。さらに大量の水素が発生

し1号機のように原子炉建屋が爆発する恐れが高まった。国の耐震基準をクリアし、「世界一安全」

と関係者が胸を張った原発だが、相次ぐ重大トラブルに、管首相も「憂慮すべき状態が続く」と述

べた。前代未聞の状況をどう脱却するのか解決の糸口は見えない。 

 原発の燃料棒が溶ける「炉心溶融」は、スリーマイル島原発事故、チェルノブイリ原発事故でし

か起きていない。それが日本で相次いで発生したことになる。原子炉の燃料棒は通常は水中にあり、

核分裂による熱が除かれる。だが、今回は原発の電源が落ちて水の循環が止まり、冷却できなくな

った。その結果、水が沸騰して水位が低下、燃料棒が水面から露出した。 

 東電によると、福島第一原発3号機は13日午後1～3時にかけて、4mある燃料棒のうち2mも

露出したという。露出して温度約 700～800 度に上がると、燃料棒を覆う管(被覆管)ノジルコニウ

ムが水蒸気と反応して水素が発生し始める。この水素が、配管などから原子炉建屋に漏れ出した可

能性があるとみられる。炉心溶融は約 2800 度で起きることから、炉内の温度はかなり高かったと

考えられる。吉川栄和・京都大名誉教授(原子炉安全工学)は「高温になるほど反応が強い。長期間、

長い燃料棒が水面から露出すると、大量の水素が発生することになり爆発の危険性が高まる」と話

す。 

 政府によると、3 号機はいったん真水を注水する作業が始まったが、給水ポンプにトラブルが発

生。1 号機に続き、設備を傷めて廃炉にもつながる海水の注入に切り替えた。被災地の原発では、

他に福島第一の 2 号機も水位が下がった。福島第二原発でも 1 号機、2 号機、4 号機で異常が確認

されるなど、計6基がトラブルを起こしている。吉川名誉教授は「地震で被害を受けた他の原発も

似た状況になる可能性は否定できない。非常に深刻な状態だ」と話す。 

冷却難しいMOX燃料 

 福島第一原発 1,3 号機で発生した「炉心溶融」は原子炉圧力容器内にある核燃料集合体の冷却が

できず、溶けだす現象だ。同原発 3 号機は昨年 9 月からウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)

燃料を使うプルサーマル発電中だった。MOX 燃料は全核燃料棒 548 体のうち 32 体で使われてい

るが、従来のウラン燃料に比べて融点が低いうえ、除熱しにくいといわれており、小林圭二・元京

都大原子炉実験所講師は「炉心溶融をより進める可能性がある」と懸念する。 

想定外のポンプ冠水 



 原発は、想定以上の地震に見舞われても、原子炉を安全に停止させ、放射性物質の漏出を防ぐた

めに「多重防護」が巡らされている。しかし、今回は「尐なくとも 10m の高さがあった」(東電)

という津波で電源機能が失われ防護システムが焼失した。炉内の冷却や放射性物質の封じ込めに失

敗するもろさを露呈した。 

 原発の設計の基本思想は、ある部分が壊れても別の仕組みでカバーし、致命的な事故を防ぐ「フ

ェールセーフ」という考え方だ。例えば、核燃料は合金製の被覆管や頑丈な原子炉圧力容器など「五

つの壁」で、外部への放射性物質の拡散を防ぐ。 

 大地震発生時には、核分裂を抑える制御棒が自動的に挿入され、核分裂が継続する臨界状態から

脱する。さらに緊急炉心冷却装置(ECCS)が働き、炉内に大量の水を注入して冷やす。 

 東日本大震災に見舞われた福島第一、第二原発では地震の揺れに対しては、10基すべてが想定通

り停止した。しかし、直後の津波は、各原子炉に2系列ずつある非常用発電機を動かすためのポン

プなどの設備を冠水させ、炉心に水を注ぐために必要な電源が失われた。 

 このため、ECCSに2系列ある注水システムが使えなかっただけでなく、消火用配管からの注水

も手間取った。冷却手段を失った結果、炉内の温度や圧力が上昇し、福島第一原発1号機では原子

炉建屋内にたまった水素が酸素と反応して爆発。建屋上部の壁を吹き飛ばし、放射性物質を拡散さ

せる重大な事態を招いた。 

 東電によると、非常用発電機は原子炉やタービンと同じ重要度で、もう尐し標高の高い場所にあ

るが、ポンプなどは重要度がやや落ち、津波に冠水した。東電の小森常務(原子力・立地副本部長)

は「あまりに想定外の高さだった。原発はかなりのタフネスさを持っていると思っていたが、電源

の重要性を再度、しっかり考えなければならない。重い、厳しい、教訓だと、率直に受け止めてい

る」と唇をかむ。 

 

2011/03/15(火) 毎日新聞 

2号機一時空だき 3号機は爆発11人けが 

 東京電力は14日、東日本大震災で被災した福島第一原発2号機で原子炉の水位が急速に低下し、

長さが約4mある燃料棒が一時水面から完全に露出する「空だき状態」になったと発表した。その

後、燃料棒は半分まで水中に入ったが、破損した可能性がある。経済産業相原子力安全・保安院に

よると、冷却機能が喪失した上、注水に使う消防車5台のポンプが同日午前に3号機で発生した水

素爆発などで故障、2台しか稼働していないことが響いた恐れがある。 

 東電によると、水位が測定不能となった空だき状態になったのは午後 6 時 22 分。午後 8 時ごろ

に注水が始った。 

 燃料棒が長時間、完全に露出すると、燃料が損傷し炉内で固まって再臨界し圧力容器を破損。放

射性物質が外部に漏れる。保安院によると、同日午後 1 時 25 分、同発電所 2 号機で原子炉内の圧

力を利用して水を循環させて利内の温度青下げる機能がすべて失われた。東電は、原子力災害特別

措置法に基づき国に原子力緊急事態宣言を求めた。原子炉隔離時冷却系(RCIC)と呼ばれる機能が停

止し、原子炉内に注水できなくなったのが原因という。 

 東電は同日午後 4 時 34 分、海水の注入準備に入った。注水には消防車のポンプを使うが、数不

足に加え、職員が目を離したすきに燃料が切れて停止した。 

 その後、注水を再開し、午後 9 時 34 分に半分まで回復した。水位の状況について、枝野官房長

官は午後9時過ぎの会見で「水位の上昇は確認された」と語った。 

 この他、1、3号機のように建屋内にたまった水素が爆発する可能性がある。東電は「建屋に開口

部があり水素はたまらない」としているが、建屋の壁面に穴を開けることを検討している。 

 一方、3 号機では 14 日午前 11 時ごろ、1 号機と同様の水素爆発が発生し、原子炉建屋が吹き飛

んだ。政府は「燃料棒のある圧力容器と格納容器は健全」としている。3 号機の水素爆発で社員 4

人、協力会社員3人、自衛隊員4人の計11人が負傷した。うち男性社員(23)が被ばくしたが、意識



はあるという。原子炉九安全・保安院によると、原子炉内の水位低下で露出した燃料棒が過熱して

溶け、大量の水素が発生、建屋内にある酸素と反応するなどして爆発したとみられる。負傷者 11

人のうち6人が被ばくした。 

 保安院は20km圏内の付近住民に対し、爆発直後に屋内退避を求めたが、同日午後2時過ぎ、20km

圏外に退避するよう要請した。 

 また、地震で自動停止したが炉内が高温のために緊急事態宣言が出されていた福島第二原発1,2,4

号機のうち1,2号機が14日午後、燃料棒の分裂が止まる「冷温停止」の状態になった。 

断てぬ異常の連鎖 原発前代未聞の制御不能 

 東日本大震災に見舞われた東京電力福島第一原発では14日午前、1号機に続いて3号機の原子炉

建屋が水素爆発を起こしたうえ、午後には2号機の原子炉を冷却する機能が失われたことが判明し

た。巨大なシステムを完璧に管理することによってその安全性を为張してきた原発で、前代未聞の

制御不能状態が続いている。異常事態の連鎖を前に東電が打つ手は限られ、解消の見通しは立って

いない。 

 3 号機でも水素爆発で原子炉建屋の上部外壁が吹き飛んだ。建屋内から飛散した放射性物質は、

どの範囲にどんな影響を及ぼすのか。 

 東電によると爆発当時、現場では西ないし单西の風が吹いていたという。豊橋技術科学大の北田

敏廣教授(大気環境工学)は「今日のような雲の多い日は海陸風があまり目立たず、放出された放射

性物質の大部分は太平洋方向に流れたと考えられる。陸地への影響は尐ないだろう」という見解だ。 

 一方で、到達する範囲について「放射性物質が付着した微粒子の大きさにもよるが、1/1000mm

以下だと滞空時間はかなり長くなり、100～200km運ばれることも珍しくない」と話した。 

 3日が経過した14日になっても、東電は原子炉をコントロールできていない。それどころか事態

は深刻化している。3号機の爆発の後、ある程度管理出来ていた2号機も、冷却機能を喪失した。 

 冷却機能の喪失は爆発の危険と隣り合わせだ。3 号機の爆発も、加熱した原子炉内で発生した水

素が引きおこした。燃料棒は通常水中にあり、水を循環させて水温をコントロールしている。しか

し震災で循環が止まったため、熱で水が蒸発し、水位が下がった。露出した燃料棒は過熱状態とな

り、燃料棒を覆う管のジルコニウムが水と反応して水素が発生した。水素は高温ほど多く発生する

ため、爆発の危険性も高まる。 

 3号機の爆発は、1号機より大規模とみられる。NPO法人「原子力資料情報室」の上沢千尋さん

は「(1号機より)燃料棒の溶融が進んだために水素が大量発生したか、格納容器内から建屋への水素

の漏えいが想定以上なのではないか」と話す。 

 爆発後も過熱が続く 1 号機、3 号機。東電は廃炉覚悟で海水を圧力容器内に注ぎ、炉を冷やす努

力に全力を挙げる。注水がうまくいかないとどうなるか。保安院によると、被覆管が溶け、放射性

物質の核分裂生成物が燃料集合体の外に出る。非常に高温のため、圧力容器や格納容器が持ちこた

えられない恐れがある。 

 吉岡斉・九州大教授(科学技術史)は「燃料棒が溶けたものが圧力容器を溶かして落下し、格納容

器などの水と接触して大規模な水蒸気爆発をお起こし、大量の放射性物質をまき散らす危険性もあ

る」としてきする。 

現状つかめず後手 

 地震発生から4日目を迎えても、原発の制御ができないことについて保安院は「注水のための消

防車の確保も困難になっている。新たな冷却方法を確保することが必要かもしれない」と危機感を

募らせる。東電もトラブル対応に追われ、正確な現状把握ができていない。後手後手の対応に専門

家は「政府や東電の情報発信の方法に問題があるのではないか」と指摘する。 

 福島第一、第二原発でトラブルが発生している原子炉は、地震発生時運転中で、自動停止後、冷

却ができない状態に陥った。 



 このため東電は水や海水を原子炉圧力容器などに入れ、冷却を試みているが、思うようにいかな

い。さらに原子炉内の計測器が故障している可能性も高く、炉内の状況把握すらおぼつかない。 

 保安院は「緊急時に使う出力の高い給水ポンプが地震で使えなくなり、出力の低い消火用ポンプ

に頼るしかなかった。そもそも圧力容器内の圧力は高く、注水は難しいのに」と頭を抱える。 

 東電の現状把握と情報公開は出だしからつまずいた。当事者であるにもかかわらず、トラブル発

生時の東電の会見は、政府が会見した後。 

 14日午前に発生した3号機での爆発時、東電の担当者は報道陣から爆発について問われ、慌てて

確認に走った。 

 1号機で爆発が起こった際は、発生から保安院の会見までさらに1時間半かかった。 

 関西大学の永松伸吾准教授(防災減災、危機管理)は「政府などは最悪のケーズを国民に示したう

えで対策を公表すべきだ。『国民がパニックになる』と公表に反対する人もいるが、政府や電力会社

が対策を講じる時に、回避したい最悪のシナリオを見せないと、逆に根拠のない噂を招く。例えば、

最悪のケースである炉心全体の溶融について説明しておくことで、国民は現状がそれとどのように

違うか分かり、安心情報にもなる」と話す。 

関電：計画も直し必至 国内トップ級の原発依存48% 

 東京電力の深刻な原発事故を受け、電力各社が原子力計画の見直しなどに迫られることは必至だ。

関西電力は、東電の原発17基に対して、11基と尐ないが、発電電力量に占める割合は48%で、原

発依存度は国内の電力会社でもトップクラス。関電は今回の事故について「最悪の事故。重く受け

止めている」としながらも、「全容を把握できていないので、現時点で影響の有無は答えられない」

と述べるにとどまっている。04年の美浜原発3号機の蒸気噴出事故以降、地元の原発の理解促進に

努めてきた。現在、運転開始から 40 年を迎えた美浜原発 1 号機の置き換えに向け地元自治体との

協議を進めているだけに影響が予想される。 

 09年12月、玄海原発で国内初のプルサーマルを始めた九州電力は「きちんと情報収集して、今

後の対策に反映しなければならないが、今後どんな影響を及ぼすか何とも言えない」と話す。 

また先月末に原発増設を進める方針を発表したばかりの中部電力は「事故は想定以上のもの。今

は情報収集の段階」と警戒感を示す。 

四国電力も「深刻に受け止めている。今後の対応は国の指示に従うが、安全対策を見直さなけれ

ばならないかもしれない」と述べ、中国電力も「全容が分からず、まだ事態の推移を見守るしかな

い」とした。 

福島第一原発爆発 揺らぐ安全、世界に衝撃 

「日本制御できす」技術の信頼性低下も 

 技術大国日本の「安全神話」を揺るがす東電福島第一原発の爆発で、世界各国にも衝撃が走って

いる。 

 スイス紙NZZ・アム・ゾンタークは、ビルディ・ジュネーブ大教授の話として「日本政府は事故

の重要性を低く見積もっている。放射能被曝の危険性を低レベルに公表しているが、半径20km圏

外に住民を避難させた事実は、原発を制御できていない証拠だ」と伝えた。 

韓国の青瓦台(大統領府)はイムチヒ大統領室長が緊急会議を開催し、放射性物質の周辺国への影

響などが論議された。 

聯合ニュースによると、2 月に放射能漏れ事故を起こした太田市の研究用原子炉の再稼働が 14

日、「安全に万全を期す」という当局の判断で、15日に延期された。 

クリーンエネルギーの一つとして原発促進政策に転換した米国では、複数の議員から原発見直し

を求める声が上がっている。民为党のマーキー下院議員は、連邦政府が緊急事態への対応策を強化

するまで、新規建設計画の一時停止を求める手続きをオバマ大統領に送った。米国では31州65か

所の発電所で104基の原子炉が稼働し、総電力の2割をまかなっている。オバマ大統領が提案した



360億ドルの原発建設融資策を巡り、議会で議論を呼ぶのは必至だ。 

中東初となるブシュール原発を近く稼働予定のイランは、計画を続行する方針。国営通信による

と、原子力庁のラストハ副長官は福島のケースについて「(原子炉が入る)金属製の構造物自体は破

壊されておらす、放出された放射性物質は尐ない」とし、似た構造のブシュール原発の安全性を強

調した。 

中国では原発の冷却装置が機能しなかったことに注目が集まっているが、「第一財経日報」は「中

国の新型原発では冷却をめぐる問題は生じない」と報じている。 

同紙が引用した原発専門家の話によると、中国の新型原発は、原子炉の上部に数千トンの水をた

めるようになっており、非常時には動力を使わず、重力で水が落下して冷却する仕組みであるため

問題は起きないとしている。 

ロシア国営原子力企業の当局者は、旧ソ連で 86 年に起きたチェルノブイリ原発事故では炉心が

融解、爆発した点を取り上げ、現時点では福島原発の原子炉が爆発する可能性が小さいと指摘した。 

また衛生当局者は、ロシア極東での放射性物質が水準値であると説明しながらも事態を注視して

いる。ロシアは 1 月に日本との原子力協定を批准したばかり。日本企業の技術に注目してきたが、

事故を受けて、日本製技術の安全性について再考する可能性もありそうだ。 

タイは 20 年に初の原発の操業開始を目指し、昨年日本と技術協力協定を結んだが、環境面や資

金面で反対論も根強い。アピシット首相は「原発に消極的は私の意見は皆知っている。日本の出来

事が我が国の意思決定にどう影響を与えるか、検討している」と述べた。 

EU環境相会議 安全対策を緊急協議 

EUは14日、福島第一原発の連続爆発事故を踏まえ、ブリュッセルで開いた環境相会議で欧州に

おける原発の耐震性など安全対策の強化を緊急協議した。原発問題は当初、会議の議題になってい

なかったが、福島第一原発の事故を受け、急きょ加盟国間で最新情報を交換することになった。 

東電初の計画停電 
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高濃度放射能漏れ 

2号機格納容器損傷か 4号機でも爆発 

 原子力安全・保安院は15日、東日本大震災で被災した福島第一原発4号機で午前6時14分、「大

きな爆発音がして、原子炉建屋の外壁に8m四方の穴が2か所開いた」と東電から通報を受けたと

発表した。隣接する3号機付近で午前10時22分、一般人の年間被ばく限度の400倍ンイ匹敵する

400 ミリシーベルトの放射線量を記録。管首相は同日、第一原発から半径 20km～30km の範囲内

の住民に屋内退避するよう求めた。また、同原発 2 号機では同 6 時 10 分ごろ、水蒸気を水に変え

る原子炉格納容器につながる圧力抑制プール付近で爆発音があった。放射性物質を閉じ込める働き

をする格納容器が損傷し、影響が懸念されている。 

東電によると、4 号機の原子炉建屋は 5 階建て。午前 9 時 38 分には 4 階の壁の穴付近から煙が

出ていたが、正午前には鎮火状態になった。保安院によると、火災は使用済み燃料プールのそばで

起きたとみられる。 

極めて高い放射線量が確認されたのは、4 号機に隣接する 3 号機付近。枝野官房長官は午前の会

見で「3 号機付近の放射線量の上昇は、4 号機の爆発によって出たと考えられる」と述べたが、夕

方の会見では「14日の3号機の建屋崩壊で生じたがれきが原因ではないかとの見方が出ている」と

発言。保安院も「3号機の水素爆発の影響ではないか」としている。 

枝野長官によると、3号機の爆発当時、原子炉を冷やす注水作業のため、約50人の作業員が周辺

にいた可能性がある。人が短時間に極めて高い放射線を浴びると細胞がそのエネルギーで破壊され

たり、DNAが壊れるなど、深刻な健康被害が出る。99年に茨城県東海村の核燃料加工会社「JCO



東海事業所」で起きた臨界事故では作業員が最大約20シーベルトの放射線にされされ、2人が死亡

した。 

今回記録された400ミリシーベルトという放射線量は、原発作業員の年間被ばく限度量の8倍と

いう極めて高い数値。250ミリシーベルト程度で、白血球の一時的な減尐が起きるとされる。 

東電によると、2 号機では 15 日午前 6 時 14 分に爆発音がした。その後、「圧力抑制プール」と

呼ばれる格納容器とつながって水蒸気を水に変える設備の圧力が3気圧から1気圧に低下した。 

圧力抑制プールは格納容器内の圧力を下げるため、蒸気を取り入れて水に戻すための設備。圧力

容器内の蒸気を外部に放出際に放射線量を下げる役割もある。圧力抑制プールに穴が開いて水がな

くなっていれば、圧力容器内の気圧青下げるため放出している空気中の放射性物質が水に吸収され

ず、外部に漏れる恐れがある。 

2号機は14日、原子炉に冷却のための水を入れることができなくなり、午前6時半ごろから約2

時間 20 分、燃料棒がすべて水の上に露出した「空だき」になった。注水を再開し水位が上昇した

が、同日午後11時ごろから15日午前6時ごろまで再び燃料棒がすべて露出した状態になったとみ

られる。 

一方で爆発後に原子炉内の水位が回復し、露出部分は 1.4m になった。爆発の影響で炉内の圧力

が下がったためと考えられる。 

放射線量7～110倍 関東飛散 

 毎日新聞が全国自治体などに取材したところ、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川の

各都県でも、15日、大気中の放射線量が通常の約7～110倍まで急上昇した。気象庁は「15日は関

東を含む内陸に向かって風が吹いていた」と説明しており、福島第一原発から出た放射性物質が風

に乗って関東地方に飛散したとみられる。 

 第一原発のある福島県でも 15 日、県内 7 地区の放射能測定値の推移を発表した。原発の单に位

置するいわき市の測定地点で 15 日午前 4 時に 1 時間当たり 23.72 マイクロシーベルトの最高値を

記録。北側にある单相馬市では、1号機で爆発があった後の12日午後9時に20マイクロシーベル

トまで上昇した。 

 いずれの自治体も測定値について「直ちに人体に影響が出るレベルではない」と落ち着いた行動

をするよう呼びかけていく。甲信、中部、西日本にある各自治体の数値は通常レベルだった。 

 また厚生労働省は15日、被ばくの恐れがある場合に事前に服用するヨウ素剤を福島県内に23万

人分確保していることを明らかにした。 

注水阻む放射線 再び「空だき」の恐れ 

 15日早朝、原子炉を納めた格納容器の一部で爆発音が確認された東電福島第一原発2号機。その

後の4号機のトラブルによって、周辺の放射線量が急激に上昇し、ただでさえ手間取っていた炉内

への注水作業は一層困難になった。注水が止まれば、燃料棒の崩壊熱によって温度が上昇し、、再び

危険な「空だき」状態になる恐れもある。 

2号機：燃料棒なお露出 

 東電によると、2号機で爆発音がしたのは、原子炉格納容器につながる圧力抑制プール。その後、

格納容器内の圧力が、通常の3気圧から外気と同じ1気圧に下がったため、経済産業省原子力安全・

保安院は「格納容器の一部に穴が開いた可能性がある」という。 

 もし格納容器が損傷していれば、炉心を守るのは原子炉圧力容器しかなくなる。東電によると、

炉内を冷やす水の量は回復しつつあるが、それでも午後4時10分現在、燃料棒の上部1.8mが水面

上に露出し、危険な状態に変わりはない。 

 元原子炉設計者で科学ライターの田中三彦さんは「海水で水浸しにするしか対策はないが、入れ

ようとした水が(内圧の影響で)入らなければ燃料棒が溶け落ちるメルトダウンが進行する」と危惧

する。 



 周辺の放射線量が高いため、東電は約 70 人の作業員を短時間ずつ交代で注水作業に当たらせて

いる。 

 住田健二・大阪大名誉教授(原子炉工学)は「とにかく水を入れ続けなければならない。あと1～2

日も注水すれば、燃料棒からの発熱も減って、今よりも条件が改善される。これ以上の燃料の溶解

を防ぎ、高い放射線レベルの核分裂生成物も出なくなる。事業者が責任を持って取り組むべき問題

だ」と話す。 

 一方、吉川栄和・京都大名誉教授(原子炉工学)は「原子炉圧力容器に海水を注入する作業は近づ

いてしなければならない分、(遠隔操作で対応した)米スリーマイル島原発事故より状況は悪い。作

業員の被ばくを防ぐためにも、圧力容器内の水を自動的に循環させるなどの経路を人為的に構築す

べきではないか」と話している。 

原子炉冷却で米に支援要請 政府 

 日本政府は 14 日、米原子力規制委員会(NRC)に支援を要請し、福島第一原発の原子炉冷却につ

いて、来日中の米専門家らとの協力体制を整えることにしら。だが、具体的な対応策はまだ明らか

になっていない。 

 経産省原子力安全・保安院によると、日本側は 79 年に起きた米スリーマイル島の経験を踏まえ

た米専門家のノウハウを生かし、より効果的な対応策を検討するという。ただ、スリーマイル島は

「火圧水型軽水炉(PWR)」なのに対し福島第一原発は「沸騰水型(BWR)」と原子炉のタイプが異な

る。 

 ある外務省担当者は「BWR の技術は日本が最先端で、米国がそれを上回る決定的な技術を持っ

ているかどうかはわからない」と話す。 

 一方、在日米軍は15日朝、米軍横田基地と横須賀基地から消防車2台を福島第一原発に派遣し、

同日午前中に現地に到着した。 

東電：測定値公表5時間遅れ 

 放射性物質の拡散を冷静に受け止め行動するために不可欠な情報提供。地震発生以降、東電は原

発敶地内や周辺の放射線レベルなどのデータを折に触れて提供してきたが、公表までに時間がかか

ることが多い。 

 枝野官房長官は 15 日午前の会見で、3 号機付近で同 10 時 22 分、1 時間当たり 400 ミリシーベ

ルトという高い放射線量を観測したと発表した。だあが、同時刻に会見した東電は「400 ミリシー

ベルトという値は把握していない」と回答。同社がホームページで公表している放射線量測定結果

も、15日午後1時半現在の資料に「400ミリシーベルト」の数値はなく、正式にその測定値を明ら

かにしたのは、測定から5時間以上が経過した午後3時半過ぎだった。 

「スリーマイル超えた」専門家 

 高濃度の放射能が漏れた今回の事故の影響はどこまで及ぶのか。京都大原子炉実験所の小出裕章

助教(原子核工学)は「すでに米スリーマイル島の事故(79 年)をはるかに超えている。もし 2 号機の

炉心が溶け落ちてしまえば、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故(86年)になりかねない。1、3号機も 

 スリーマイル島の事故では、半径80km圏内の住民約200万人が被ばくしたが、健康への影響は

小さかったとされる。一方、史上最悪とされるチェルノブイリ原発事故では、北半球全体で放射能

が検出され、原発従業員や半径30kmの範囲内の住民ら数百万人被ばくした。WHOによると、事

故に起因する癌で約9000人が死亡したほか、ウクライナでは甲状腺がんを発症する人が出るなど、

現在も被害が続いている。 

 小出さんは「風向きや地形などの影響も考慮しないといけないが、チェルノブイリの場合で想定

すると、放射性物質が日本列島をほぼ覆ってしまうことになる。住民は被ばくをしないように逃げ

ることしかできない。(政府や東電は)海水でも泤水でもとにかく原子炉に入れて燃料棒が溶け落ち

ることを防ぐ一方、時々刻々知っている情報を国民に開示しないといけない」と話す。 



 原子炉施設の安全に詳しい技術評論家の桜井淳さんによると、米国には70年代、出力100万KW

の原発が炉心溶融事故を起こした場合の被害想定データがある。放射性物質が上空 1500m まで上

がったとの想定で被害状況を予測した結果、快晴で風速10mの場合、約800km先まで放射性物質

が拡散する恐れがあるとの結果が出たという。 

 桜井さんはこのデータを踏まえ、福島第一原発2号機で炉心が完全に溶けてしまうような事故が

起きた場合について、「半径20kmは多数の死者が出るなど致命的な被害が出る。50～100kmでは

健康面の被害は尐ないかもしれないが、交通制限など様々な障害が生じ、社会的機能は損なわれる。

放射性物質は100km以上先にも飛ぶので社会は大混乱し、何兆円という規模の損害が出るのでは」

と指摘する。さらに、今回は隣接した複数の原発で事故が起きていることから「86年のチェルノブ

イリ原発事故は一つの原子炉の事故だったが、今回は複数の原子炉で連鎖的に起きている。今後 2

号機を加えて 1～6 号機に保管された使用済み核燃料でも問題が起きると、悲惨な事態になりかね

ない」と話す。 

危機管理後手 政府「東電任せ」 

 東電福島第一原発での高濃度放射能漏れは、東電だけでなく、政府の危機管理が後手に回った実

態を浮き彫りにした。刻一刻と悪化する状況に管首相はいら立ちを募らせた結果、東電との統合連

絡本部を設置したのは大震災発生から 5 日目の 15 日。原発での重大事故という危機的状況への対

応としては遅すぎたとの指摘も出ている。 

連絡本部設置 震災5日目 

 「撤退などあり得ない。覚悟を決めてください」。管首相は15日早朝、東京・内幸町の東電本店

に乗り込み、「福島原発事故対策統合連絡本部」の会合で事態の収拾へあくまで責任を共有するよう

東電の首脳陣に迫った。民間の東電を事実上、政府の指揮下に置く非常措置だった。 

 東日本大震災の発生からこの間、首相官邸サイドは「大丈夫」を繰り返す東電と経済産業省原子

力安全・保安院、原子力安全委員会への不満を募らせながらも、被災現場の対応は東電に任せ、結

果として最悪の事態を招いた。その挙句、原発職員の「撤退」をにおわせる東電側に首相はいら立

ちを爆発させた。 

 冷却装置の止まった福島第一原発の危機的状況は大震災発生直後から明らかだった。一夜が明け

ようとしていた 12 日鋳明、官邸に呼ばれた班目春樹原子力安全委員長が「水素が爆発する可能性

がありますが、大丈夫です」と説明。理系分野に詳しい首相は「水素があるなら爆破はあり得るだ

ろう!」と声を荒げた。 

 首相はそのまま陸上自衛隊のヘリで現地へ向かい、班目氏も同行させて原発を視察。とんぼ返り

した直後の同日午後、1号機で水素爆発が起きた。 

 官邸側が原子炉格納容器内の圧力を下げるために圧力弁(ベント)を開けるよう求めても、東電側

は放射性物質の放出を嫌って難色を示し、海水による冷却を受け入れたのも同日夜。その結果、対

応が後手に回る形になり、官邸関係者は「東電は何についても楽観的、消極的だった」と東電の責

任を強調する。 

 これに対し、危機管理に詳しい防衛省OBは「原発と大震災の二正面作戦は戦後最大の危機。災

害対策基本法に基づき、直ちに『災害緊急事態』を布告すべきだ」と「民間任せ」の対応を批判す

る。 

 布告は、首相が関係自治体と電力会社などの公共機関を指揮下における事実上の戒厳令。15日に

設置した連絡本部はこれとは違い、法的根拠はないが、本部長に就任した管首相は「何としてもこ

の危機を乗り越える、その陣頭指揮を取ってやりぬきたい」と宣言した。 

 政府対応の遅れは、民为党サイドには「司令塔不在」と映り、1 月の内閣改造まで「影の首相」

として官邸を仕切っていた仙石前官房長官がサポートに乗り出した。 

建屋の壁崩れる 



 東電福島第一原発4号機で15日朝に起きた爆発により、原子炉建屋3、4階の壁が一部崩れてい

ることが 15 日、分かった。現場は使用済み燃料プール下部に当たるほか、原子炉を冷やす再循環

ポンプの電源供給設備がある、原子炉の安全を保つ上で非常に重要な部分。 

 原子力安全・保安院や東電は、何があったか不明だとしているが、プール内の使用済み燃料が過

熱した可能性もある。有効な冷却手段はまだないといい、さらに加熱して燃料が溶解する危険が出

てきた。 

 4 号機は地震当時は定期点検中で、圧力容器の交換のため、燃料集合体全体を原子炉から抜き出

し、使用済み燃料プールに貯蔵していた。このため、燃料の崩壊熱が他号機より高く、しかも地震

による電源喪失でプールの水が冷却できなくなり、水温(通常約 25 度)が 14 日午前 4 時ごろに 84

度と異常高温になっていた。その後は計測用の電源も失われ、計測不能だという。 

 東電は 15 日午後、プールの水量がまだ十分あることを作業員が確認した。しかし、蒸発により

水がなくなった可能性もあるという。冷却には注水が必要だが、海水をくみ上げるポンプが津波の

被害で使えなくなり、通常の水補給用の配管もポンプの電源がなく、有効な冷却方法はまだ見つか

っていないという。 

 4～6 号機はこれまで、震災時に定期点検中だったため、1～3 号機より安定しているとみられて

いた。 

日本の原発に不信感 アジア各国：輸入品検査 

 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発の爆発・破損の連鎖で、近隣のアジアを中心に、日本

の原発の「安全神話」に対する不信感が高まっている。トラブルの深刻さや放射性物質の放出・拡

散による環境への影響が判然としない中、放射能汚染の恐れという「風評」が広まる懸念もある。 

 15 日付のタイ紙は、アピシット首相がエネルギー省に対し、2025 年までに原発 5 基の操業開始

を掲げた電源開発計画の再検討を命じたと伝えた。原発計画を撤回して火力発電所の新設で代替す

る可能性があるという。タイ食糧安全当局は 15 日、日本から輸入する食料品が放射能で汚染され

ていないか、抜きとり検査を実施する方針を示した。 

 一方、既に原発21基が稼働している韓国の李明博大統領は15日、自国の原発の安全性を強調す

る一方、事故に対する訓練の強化を指示した。 

 李大統領はこの日、韓国企業連合が受注したアラブ首長国連合(UAE)の原発起工式から帰国。被

ばくを想定した化学防護訓練の視察に直行し、「住民の不安を取り除き、普段から避難訓練をしてい

かなければならない」と述べた。聯合ニュースによると 11 日以降、大気の監視が強化されている

ほか、野菜など日本産の生鮮食品の被ばく量を調査するという。 

 台湾の電力会社「台湾電力」も 15 日、北部の新北市石門区にある第一原発を急きょメディアに

公開し、「福島とは違う」と安全性のアピールに躍起になった。稼働中の 2 基はいずれも運転開始

から 30 年以上が経過し、福島第一原発と同様に「老朽化」への不安が高まっている。台湾電力は

「台湾の原発は高台に建設されており、津波を受ける心配はない」と強調した。 

 中国では、インターネットや携帯電話のメールで「15日午後4時(日本時間同5時)、最初の放射

性物質が到着する。あなたの友達に伝えて」「広東で注意が必要」などと不安をあおる書き込みが飛

び交い、市民に動揺が広がった。環境保護省は「日本の原発事故の影響はない」との観測結果を発

表するとともに、「放射線レベルの調査を強化する」との見解を示して平成を呼びかけた。 

 また、プーチン露首相は14日午後、「日本で進行中の出来事を注視していくが、(国内外の原発建

設に関する)我々の計画は変わらない」と述べ、原発推進を堅持する意向を示した。ロシアは 2030

年までに自国内で約 20 基の原発建設を計画するほか、海外向けの原発輸出を経済外交の中心に据

えており、福島第一原発の事故に対する批判的な発言を控えている模様だ。 

EU：原発政策見直しも 域内総点検「閉鎖検討」 

 EU 日、福島第一原発の事故を受けブリュッセルで特別会合を開き、原発の危機管理を安全対策



の見直しに着手する。欧州では地球温暖化対策として原発が活用されているが、「世界を一変させた」

(エッティンガー欧州委員)日本の原発危機により政策転換を迫られている。 

EU 域内の原発は 14 カ国に計 143 か所。環境保護団体「グリーンピース」によると、地中海沿

岸諸国やバルカン地域の原発は地震に遭う可能性があるほか、仏独を含め数カ国には「福島原発と

類似した技術が使われている原発がある」という。 

EU 特別会合では原発の危機管理や耐震強度、冷却機能などの総点検を決める。エッティンガー

欧州委員はドイツのラジオで「日本から届く映像を見れば最悪の事態も想定外ではない」と指摘、

安全点検の結果次第で原子炉の閉鎖もあり得るとの考えを示唆した。 

スイスは 14 日、老朽化した原発を更新する手続きを凍結すると発表。原発の稼働期間延長の一

時凍結を発表したメルケル独首相は「高い安全基準を持つ日本でさえ地震・津波被害を防げなかっ

たとすれば影響は世界に及ぶ」と指摘。英国も関係当局に原発安全基準の点検を命じている。 

地震の多いイタリアは「原発無き先進国」と呼ばれてきたが、ベルルスコーニ政権が原発再開に

舵を切り、今年6月までに国民投票が実施される。政府は「計画変更はない」とするが、日本の事

故が民意に影響を及ぼす可能性が取りざたされている。 

愛媛県に自治体 20km避難に困惑 

 東日本大震災での原発事故で、半径20km以内は避難、30km以内は屋内退避指示が出た。伊方

原発で同様の措置が取られた場合、伊方町はもちろん、八幡浜市全域も避難対象で、大洲、西予両

市も中心部が屋内退避対象となる。各自治体からは、混乱への懸念や、防災計画を見直すとの声も

聞かれた。一方、中村知事は15日、四国電力の千葉社長を呼び出し、「県民の不安感は大きくなっ

ている」と、国の基準を上回る安全対策を求め、社長は定期検査間隔延長の先送りを表明した。 

 

2011/03/17(木) 毎日新聞 

福島第一原発：3号機から白煙 放射性水蒸気放出か 

2号機格納容器機能失う？ 

 枝野官房長官は 16 日午前の会見で、東電福島第一原発の 3 号機から白煙が立ち上っているのを

確認したと発表した。「3号機の原子炉格納容器が損傷し、放射性物質を含む水蒸気が放出された可

能性が高い」としている。3号機は14日の水素爆発で建屋上部が吹き飛んでおり、大量の放射性物

質を含んだ水蒸気が放出されている可能性がある。政府は 16 日夕、自衛隊のヘリコプターで上空

から放水作業を試みたが、上空の放射線量が基準を大幅に上回っていたことから、同日の作業を取

りやめた。また同日、2 号機の格納容器内の圧力が大気圧程度に低下していたことが分かった。15

日朝の爆発で一部が損傷したとみられる。 

 東電によると、3 号機の白煙は 15 日から出ていた。福島第一原発の正門付近では 16 日午前 10

時過ぎ、放射線量が急激に上がり、同10時40分には最大1時間当たり10mSVまで上昇、午後4

時現在、1.5mSV前後で安定している。 

 3号機は14日の水素爆発で原子炉建屋上部が吹き飛び、建屋5階の使用済み燃料プール水面が外

界に露出した状態にある。ただし、保安院は「放射線量が上昇した原因は 3 号機ではなく、2 号機

の影響ではないかという報告を東電から受けた」と説明している。 

 東電によると、2号機で16日午前9時20分ごろ、原子炉か苦悩容器内の圧力が急降下しほぼ大

気圧に近くなった。2 号機は 14 日に炉心冷却機能が喪失。15 日朝には格納容器の圧力抑制プール

で爆発が起きて、一部が損傷したとみられる。圧力容器への注水は続いているが、原子炉の水位は

上昇がみられない。注水した水が高温の燃料によって蒸発し、圧力抑制プールから漏れだしている

可能性があり、格納容器自体の機能が失われた可能性が高い。 

 一方、4号機では、15日朝と同じ場所で爆発と火災が起きた。自治体消防隊が到着したが、原子

炉建屋周辺の放射線量が 15 日夜以降、1 時間当たり 100～400mSV と高く、近づくことが困難と



いう。 

ヘリで放水 16日は断念 

 ヘリコプターによる放水作業は16日夕、陸自の大型輸送ヘリCH47Jが陸自霞目駐屯地(仙台市)

から出発。この日は放射線量のモニタリング調査の結果、防衛省が定める隊員個人の累積被ばく限

度50mSVの約4倍に当たる数値が上空で観測されたため断念した。17日に改めてモニタリング調

査を行い、同日中にも海水投下作業を実施する見通しだ。 

 防衛省は当初、「隊員の被ばくの可能性など安全性が確保できず、1回に運べる水の量も限られて

いる」として、上空からの水投下に慎重だった。しかし福島第一原発で続発する事故を受け実施を

決断した。 

 北沢防衛相は 16 日夜、首相官邸で管首相に状況を報告した後、記者団に「また明日も挑戦しま

すから」と述べた。また「米軍の車両が貸与されており、東電が(使用のための)特殊な機能を習得

しようとしている」と述べ、東電が米軍から提供されたポンプ車を使って消火に当たるとの見通し

を示した。 

放水「非常に危険」 防衛省「今回は有事」 

 東電福島第一原発では16日も冷却に向けて東電などの作業が続いた。陸上自衛隊は同日夕から、

新たにヘリコプターによる3号機への放水を実施する予定だったが、周辺の放射線の数値が高かっ

たことから断念。17日に再び実施を検討する。地上からは放水とポンプによる海水の炉心への給水

活動を継続した。東電は同原発の緊急炉心冷却装置(ECCS)を稼働させる電力を供給するため、東

北電力からの新たな送電線を設置する作業に入った。 

 「東電、自治体の関係者、自衛隊、警察、消防、海保含め、危険な中にも関わらず懸命に活動し

ておられる皆さんに心から感謝を申し上げたい」。管首相は16日午後、首相官邸で開いた緊急災害

対策本部の会合で、被ばくの危険を冒して福島第一原発の危機回避に取り組む自衛隊員らに謝意を

表した。 

 しかし、陸自ヘリで上空から海水を投下して原子炉を冷却する作戦は 16 日は見送られた。原発

上空の放射線量が多く、強行すれば文字通り命をかけることになるからだ。統幕幹部は「命の保証

がない。非常に危険な任務だ」と17日以降も放射線量を慎重に見極める姿勢を示す。 

 防衛省によると、現場では放射性物質の拡散や高熱による上昇気流が予想されるが、ヘリで海水

を投下するには数十メートル上空でホバリングしながら、機体に吊したバケットからピンポイント

で原子炉格納容器に水を当てることが必要になる。幹部は「これは放射能との戦いだ。ホバリング

すればそれだけ汚染の危険は高くなる。通過しながら投下すれば(水が拡散して)冷却効果が薄くな

る」と解説する。 

 もともと防衛省・自衛隊サイドには「我々に原発のノウハウはない。防護服は核攻撃された後で

も活動できるようになっているが、(原子炉から放出される)高濃度の放射能には耐えられない」(自

衛隊幹部)との慎重論がくすぶる。今回 NBC(核・生物・化学)攻撃に対処する中央特殊部隊防護隊

が病院などで放射線に汚染された人の除染作業に当たっているものの、「原発事故の対応は東電と原

子力安全・保安院にやってもらうしかない」(防衛省幹部)というのが本音だ。 

 「ノウハウを持っているとすれば米軍しかない」(同)と米軍への期待感のあったが、空母ロナル

ド・レーガンなど艦船7隻以上を派遣して大震災被災者の救助・救援に協力している米側も、福島

第一原発については放射線被害を警戒。15日には消火ポンプ車2台を東電に引き渡したが、地上か

らの給水活動には加わらず、海上の艦船は原発の風下にならないように配置を変えたりしている。 

 「自衛隊がトライする前に、一番危険な業務を米軍にお願いしますとは言えない」。陸自ヘリをい

ったん現地に向かわせた16日、統幕幹部はこう語り、「今回は有事だ。最高司令官である首相の判

断。『やれ』と言われればやるだけだ」と、隊員の命がかかった首相判断の重みを強調する。 

 北沢防衛相も同日の防衛省災害対策本部会議で「歯をくいしばって乗り越えていかなければなら



ない。首相も『最後の砦は自衛隊』という気持ちを非常に強く持っている」と理解を求めた。 

ヘリから水の投下 「燃料損傷、飛散も」 

 ヘリからの水の投下について、小林圭二・元京都大原子炉実験所講師(原子炉物理学)は「もし燃

料プールの水位が下がり、燃料棒の一部が露出して高温になっているとすれば、冷たい水と接触す

ることによって強い力がかかって燃料が損傷し、微粉末となって飛び散る可能性がある」と危惧す

る。 

 使用済み燃料には、ウランが核分裂してできるプルトニウムが含まれている。小林さんは「プル

トニウムは尐量でも発がん性が高く、もし環境中に飛散すれば危険だ。長期にわたって、立ち入り

できなくなる」と指摘した。 

 「慎重に作業すべきだが、原子炉の真上でホバリングすれば被ばくする恐れもあり、ゆっくりで

きない。いずれにせよ、非常に難しい作業になることは間違いない」と話した。 

東電：原発に外部電力 東北電から新たな送電線 

 東電は 16 日、新たな送電線を結んで東北電力の送電設備から福島第一原発に外部から電力を供

給する方針を固めた。津波で使用不能になった電源が回復すれば、炉内を緊急時に冷やすECCSが

使えるようになり、放射性物質の拡散につながる炉心溶融の危機を回避できる可能性が出てくる。  

 同原発では 11 日の地震後、非常用発電機を動かすポンプなどが津波で冠水し、ECCS など非常

時に原子炉を冷やす注水システムが使えなくなった。また、炉内にあった水は徐々に蒸発し、水位

が低下、燃料棒は長時間水から露出した。東電は出力の低い消火用ポンプで海水を注入したが、十

分に水がたまらず、1、3号機では水素爆発が起きた。 

 このため、東電や原子力安全・保安院は冷却機能の回復にはECCSの回復が不可欠と判断。格納

容器につながっている「圧力抑制プール」には大量の水が残っていると推定され、これを活用して

炉内に水を送り込むことができる。 

 また、電源を確保すれば、施設内の照明が使えるようになるほか、不具合を起こしている水位計

などさまざまな計測機器類の機能が回復し、復旧作業を円滑に進められるようになる可能性がある。 

 同原発はもともと東北電力の電力供給エリアで、東北電力の稼働可能な発電設備を活用して電力

供給を再開させる。今回の戦略について、小林圭二・元京都大原子炉実験所講師は「核燃料が水に

つかれば、破損やより高いレベルの放射性物質の放出を防ぐことができる」と話す。しかし、設備

は地震の激しい揺れや津波に襲われた上に、水素爆発や放射線にさらされてきた。計測機器に使わ

れる電子機器は、放射線にさらされて畿央を失っている恐れがある。小林さんは「電源が供給され

てもECCSが機能するかどうかは、やってみなければ分らないだろう」という。 

科学者会議：事故情報速やかに公開を 

 東電福島原発の一連の事故を受け、科学者約4500人で構成する日本科学者会議は16日、政府と

東電は事故情報を速やかに公開した上で、事故解決の基本方針を示して国民の協力を仰ぐべきだと

の声明を発表した。 

 声明によると、今回の事故は 1979 年に米スリーマイル島原発で起きた事故同様、炉心冷却に失

敗した深刻な事故で、水素爆発の発生など似た経過をたどっていると指摘。生データを速やかに公

表し、専門家にゆだねるべきだとした。 

 さらに、避難に当たって政府は、推定される被ばくのリスクと避難によるデメリットを明らかに

し、バランスのとれた説得力のある指示を出すべきだとしている。 
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福島第一原発：3号機に放水 ヘリと高圧車で 

       燃料プール冷却、本格化 

 東日本大震災で被災した東電福島第一原発3号機の使用済み燃料プール冷却するため、防衛省は



17日午前9時48分から、陸上自衛隊の大型輸送ヘリコプターで、上空約100mから海水を投下し

た。同日午後 7 時 35 分からは、陸・海・空自衛隊が、高圧消防車 5 台で地上から放水を行った。

一方、警視庁は同夜、機動隊の高圧放水車で地上から放水したが、現場の放射線量が高いため、作

業をいったん中止した。上空と地上からの大規模な冷却作業がようやく本格化したが、放射線の壁

に阻まれ作業は難航が予想される。 

高い放射線量 作業難航 

 陸自霞目駐屯地(仙台市)を離陸した２機(各5人が搭乗)の大型輸送ヘリC47Jは、現場上空を交互

に通過しながら２回ずつ計4回、バケット(最大容量7.5t)に汲んだ海水を、計10分間余りにわたっ

て、３号機に向けて投下した。 

 ヘリは作業後、原発から約20km離れた福島県のサッカー練習場「Jヴィレッジ」に退避、乗組

員と機体、バケットの除染をした。 

 陸自ヘリが事前に現場周辺で行った放射線量のモニタリング調査結果は、高度300フィートで1

時間当たり 87.7mSV。防衛省は今回の任務を巡り、隊員個人の累積被ばく総量限度を通常時の

50mSVから100mSVに倍増した。 

 50mSV は統合幕僚長指令に基づく基準だが、原発事案への対応は想定外だったため、人事院規

則にならって急きょ引き上げた。３号機の危険性がひっ迫し、これ以上は作業延期できないとの判

断によるものだった。しかし、省内では「これまで周知されたことがない」との戸惑いが聞かれた。 

 高圧消防車による地上からの放水作業を巡っては、陸海空の各自衛隊が消防車計 11 台を常磐道

「四倉パーキングエリア」(福島県いわき市)に午前中から終結させた。1 分間に 6t を放水できる大

型破壊機救難消防車A-MB-3に、他の9台を3台ずつホースで連結し、隊員約40人で海水を吸い

上げて送り込む作業を想定していた。1台は予備として待機させた。 

 しかし折木良一統合幕僚長は17日夕の記者会見で「現地の数値(放射線量)が高く、車両の外で行

動するのは厳しい」と指摘。外気に触れるホース連結作業を見送り、5 台で放水量計 30t に規模を

縮小する方針に転換したことを明らかにした。 

 いったん中断となった機動隊の高圧放水車を使った放水作業は、自衛隊から借りた防護服を着た

機動隊員10人が交代で実施する。放水車が水を飛ばせる距離は約80mで、損壊した3号機の建屋

の上部を目標にして放水するため、数十mまで接近しての作業となる。経済産業省の要請を受けた

警察庁が 16 日、警視庁に出動を指示。事前に 3 号機付近の放射線量を計測し、作業実施の許容範

囲であることを確認した。 

 奈良林直・北海道大教授(原子炉工学)は、3 号機の冷却作業について「燃料集合体 1 体の発熱量

は、家庭用ストーブ 4 台分ほどで、プール全体の 514 体分なら、1 日約 100t の水をかけ続ければ

打ち消せる。プールに残った水が蒸発したり、上から放水するだけでも、一定の冷却効果が期待で

きる」と指摘する。 

 一方、東電は 17 日、東日本大震災で失った福島第一原発の外部電源が一部回復する見通しにな

ったことを明らかにした。実現すれば、11日の地震発生後、初めて安定した電力が確保される。原

子炉や使用済み燃料プールの冷却機能が復活し、放射性物質の放出につながる燃料棒の損傷悪化の

回避が期待される。電力は、東北電力の高圧送電線から 2号機の配電盤に接続する形で得られた。 

綱渡りの放水作戦 被ばく基準急きょ変更 

 東電福島第一原発の冷却機能回復を目指し、枯渇の危機に直面している使用済み核燃料プールの

官民挙げた冷却作戦が 17 日、繰り広げられた。周囲の放射線量が依然高い数値を示す中、午前に

は陸自がヘリで上空から3号機に海水を投下、夕方から夜にかけては警視庁や自衛隊が地上から水

を放った。しかし、警視庁の放水は功を奏さなかったほか、自衛隊のオペレーションも放射線量を

十分抑制するまでの効果は疑問視されている。東電による外部電源回復作業も本格化したが、未知

の冷却作業はノウハウも乏しく、綱渡りの作戦が続く。 



福島第一原発3号機 

 「陸上からの放水によって、何とか危険な状態を緩和していきたい。昼に官邸に報告に行き、首

相との緊密な連携について話をした」。北沢防衛相は福島第一原発 3 号機に海水を投下する作戦を

実施した後の17日午後、防衛省内の災害対策本部で、首相との連携を強調した、 

 東日本大震災の発生後、同原発の状況が急速に悪化する中で自衛隊への期待が高まる一方、東電

側から十分に情報が入ってこないことへの不信感が防衛省内に募っていた。14日に3号機で起きた

爆発で給水作業中の隊員4人が負傷し、自衛隊はいったん同原発から退避。15日未明に政府と東電

の統合連絡本部が東電本店に設置され、仕切り直す形で「命がけの作戦」が進む。 

 連絡本部には細野豪志首相補佐官が事務局長として常駐し、防衛省内局と統合幕僚監部からも幹

部が派遣された。首相官邸と防衛相が連携して情報を共有し、管首相―北沢防衛相ラインのトップ

ダウンで原発対応を指揮する態勢となった。被ばくの危険が伴う作戦に自衛隊側の不満もくすぶる

が、北沢防衛相は 17 日午前の記者会見で「今日は限度と判断した。私と管首相がたびたび話し合

う中でそういう結論に達した」と説明した。 

 17 日のヘリからの海水投下は、任務に当たる自衛隊員個人の累積被ばく総量限度を通常時の

50mSV から 100mSV に倍増して実施された。16 日もヘリがいったん現地に向かったが、放射線

量が高いため見送っていた。17日も高い状況に変わりはなかったが、北沢防衛相は「首相と私の決

断を統幕長が判断していただいた」と述べ、放射線量に関わらず「実施ありき」の政治決断だった

ことを認めた。 

 これには防衛相・自衛隊内から「これまで周知されたことがない数値だ」との戸惑いも聞こえた。

被ばく総量限度は統合幕僚長指令に基づき、通常時は 50mSV、非常時は 60mSV と定められてい

る。この指令は今回のような原発対応を想定していないため、人事院規則にならって100mSVに急

きょ引き上げたという。海水投下を実行した陸上自衛隊のトップ、火箱芳文幕僚長は 17 日の会見

で「(当初は)60mSV ということだった」と発言後、「失礼しました。(作戦は)100mSV で設定して

行った」と訂正。「設定基準を上げたと言っても、基本的にまだ明確に方針として示されたわけでも

ない」と自衛隊内の混乱も露呈した。 

 防衛省はさらに自衛隊の高圧消防車5台を同原発に投入。17日午前の４回の海水投下は、3号機

だけでなく、周辺にも散水され、警視庁機動隊の放水車や自衛隊の消防車が近づくための「除染」

の役割も担った。しかし、これによって原子炉の冷却がうまくいかなければ、さらなる危機的状況

に発展しかねない。首相が「最後の砦」と期待する自衛隊の幹部は「やれと言われればやるのが我々

の仕事だ」と語った。 

 一方、2号機の電源復旧作業は17日午前から、東電職員ら30人の手で始まった。被ばく人数を

抑えるため、平時より尐ない態勢だ。 

 非常用電源が失われた 1～4 号機のうち、唯一配電盤が水没しなかった 2 号機の電気系統回復が

頼みの綱。作戦では放射線量の比較的低い海側に変電盤を仮設し、建屋の各機器などと接続してい

った。担当者は「尐ない工事量で復旧するよう計画している。(電源復旧の)実現性はかなり高い」

と強調する。 

 ただし、電源復旧は原子炉冷却のための入り口に過ぎない。まずは海水を送り込むポンプの作動

試験をする必要があるが、16 日夕には東京・内幸町の本店との連絡回線を切断するミスも起きた。

7時間後の復旧までの間、水位計などのデータのやり取りは衛星携帯での通話でしのいだ。 

 東電は 2 号機との間の回線が生きている 1 号機も、近く電源復旧が可能とみる。しかし、3、4

号機は新たな外部電源を引く必要があり、復旧には時間がかかる見通し。また、使用済み核燃料プ

ールの水温が上昇している5、6号機では、5号機の非常用電源が機能していない。6号機の電源を

5 号機につないでいるものの、東電は「この状態が長く続けば 1～4号機のように温度が上昇する」

と焦燥感を募らせる。 



東電 全面退去打診 大震災3日後 

首相が拒否 

 東電福島第一原発事故で、東電側が 14 日夜、同原発の職員全員を退去させる方針を政府に打診

していたことが分かった。現地での作業継続は困難と判断したとみられ、自衛隊と米軍にその後の

対応を委ねる構えだったという。管首相は打診を拒否したが、東電はその時点で高濃度の放射線被

ばくが避けられない原子力災害に発展する可能性を認識していたことになる。 

 複数の政府関係者によると、東電側から14日夜、「全員退去したい」との意向を枝野官房長官と

海江田経済産業相にそれぞれ電話で申し入れた。両氏は認めず、首相に報告した。首相は 15 日午

前 4 時過ぎ、清水正孝・東電社長を官邸に呼び、「撤退はあり得ない。合同で対策本部をつくる」

と通告。その後、東京・内幸町の東電本店を訪れ、「東電がつぶれるということではなく、日本がど

うなるかという問題だ」と迫った。 

 14日夜のやり取りについて、東電幹部は「(必要最低限の作業員を残す)部分的な撤退を検討した

のは事実だが、全員撤退を検討した事実は絶対にない」と否定。政府当局者は「全員撤退だった」

と为張している。 

 東電は現在、発電所の制御や復旧の担当者は現地に残して作業に当たらせている。東電関係者に

よると、15 日早朝に首相が東電本店を訪れた際、「こんなに大勢が同じ場所にいて危機管理ができ

るのか」と非難した。東電関係者は「『撤退は許さない』というのは『被ばくして死ぬまでやれ』と

言っているようなもの」と不満を漏らした。 

放射能汚染各国警戒 避難勧告、続  々

日本からの入国者に検査 

 東電福島第一原発をめぐる事態の深刻化に世界各国が警戒を強めている。米国が同原発の半径約

80km以内に住む米国人に避難を勧告したのに続き、韓国、オーストラリアも同様の措置をとった。

日本から国外に避難の動きも出たほか、日本からの入国者に放射能汚染の検査を実施する国も出て

きた。米国やロシアでは放射能被害を減尐させるヨウ素剤を買い求める人も現れ、世界各地に不安

が広がっている。 

■ロシア極東 

 福島の北西約800kmのウラジオストックでは、当局が24時間体制で放射線量を監視しデータを

テレビや非常事態省のサイトで公開している。また極東ロシア軍は深刻な事態を想定し、サハリン

州や北方領土を含むクリル諸島(千島列島)の住民をロシア本土に避難させる準備を進めている。 

 またウラジオストックでは放射線測定器や、被ばくによる健康被害を抑えるヨウ素剤の売り上げ

が急増。86年のチェルノブイリ原発事故後にロシアの学者によって開発されたヨウ素性分入りのパ

ンも売れているという。今のところロシア極東での放射線量に異常は観測されていない。 

■韓国 

 韓国外交通商省は 17 日、福島第一原発から半径 80km 以内に居住する韓国人に対し、避難また

は屋内に退避するよう勧告した。金外交通商相は会見で「(米国や英国の措置を)準用する」と述べ、

「基本的に日本政府の発表と努力を信じ、これを基に対応する」とも語った。一方、韓国政府は同

日から日本路線のあるソウル近郊の仁川空港、金浦空港で乗客の放射能汚染調査を始めた。しかし、

聯合ニュースによると、同じく日本路線がある釜山近郊の金海空港や、済州島の済州空港には機器

などが足りず設置されなかった。 

■台湾 

 台湾の馬英九政権は 17 日、日本にいる台湾人で早期の帰郷を希望する人に代わって、東京の台

北駐日経済文化代表処が航空チケットの予約をする措置を始めた。航空会社への電話が通じにくく、

チケット予約が困難なため。馬政権は日本からの退避命令を出していないが、立法委員(国会議員)

から「対応が遅すぎる」「政府専用機で退避させるべきだ」との批判が出ていた。 



馬総統は現在、福島第一原発の事態に対応するため毎朝、安全保障政策を決定する国家安全会議

を開いている。 

■豪州 

 オーストラリア放射線防護・原子力安全庁は 17 日、福島第一原発の半径 80km 圏内に滞在中の

同国人に退避を勧告した。地元有力紙「オーストラリアン」(電子版)が伝えた。 

 同庁は「原発は不安定な状態で、何が起きるか予測できない」と指摘。半径80km圏外の地域で

も「尐なくとも今後 48 時間は放射線被ばくの恐れがある」として警戒を呼び掛けた。同国政府は

東京に住む同国人に対し、やむを得ない場合を除き、東京を離れるよう呼びかけている。 

■米国 

 米国務省は 16 日、東京の米大使館や名古屋の総領事館、横浜の語学研修所の計 3 施設について

職員家族約600人の自为的国外退避を認めたと発表した。また自国人に対し日本への渡航証明を求

めるとともに、日本からの退避も検討するよう呼びかけた。在日米大使館はすでに、福島第一原発

から約80km以内に居住する米国人に圏外非難を求めている。 

 ホワイトハウスによると、オバマ大統領は同日、管首相に電話で「可能な限りすべての支援」の

意思を改めて伝える一方で、日本にいる米国人の安全確保の措置を説明した。 

 一方、米紙ロサンゼルス・タイムズ(電子版)は福島第一原発から漏れた放射性物質が、早ければ

18 日(日本時間 19 日頃)にも米西海岸に到着すると報じた。極めて低レベルで健康への影響はない

という。 

■タイ 

 タイのカシット外相は 17 日、日本国内の「危険地域」に滞在するタイ人について、「必要なら、

航空機と船舶で韓国、中国などに退避させる」と語った。 

日本には 4 万 2686 人のタイ人がおり、ほぼ半数が震災や原発事故の影響地域に滞在している。

東京にあるタイ大使館は、すでに館員の家族を東京から退避させた。 

一方、タイ保健省は 17 日、バンコクと单部プーケットから日本へ向かう航空機の旅客にヨウ素

剤の配布を開始した。タイでは日本への観光旅行がブームとなっていたが、タイ観光業協会による

と5月までの団体ツアーはほぼ100%キャンセルされたという。 

■EU 

 EUの行政府・欧州委員会は16日、日本からの輸入食品に対する放射能検査の実施を加盟国に勧

告したと明らかにした。また、エッティンガー欧州委員(エネルギー担当)は福島第一原発について

「制御不能に陥っている」と発言した。 

 検査は15日以降に輸入された食品と家畜飼料が対象。欧州委員会によると、EU 加盟国は昨年、

日本から約6500万ユーロ(約73億円)の果物、野菜などを輸入している。 

 一方、エッティンガー委員は 16 日、欧州議会で「今後、さらなる惨事が起き、人命が脅かされ

る可能性もある」と指摘、「これまで日本の技術能力と信頼性を極めて高く評価していたが、認識を

見直す必要があるかもしれない」と述べた。 

 

2011/03/19(土) 毎日新聞 

福島第一原発：ケーブル敶設着手 3号機：自衛隊の放水続く 

 政府と東電は 18 日、東日本大震災で被災した東電福島第一原発の事故対応に全力を挙げた。東

電は同日午前、地震と津波で失われた外部電源の復旧に向け、電源ケーブルの敶設に着手。午後は

陸海空の3自衛隊が、17日に続き高圧消防車で同原発3号機に対する地上からの放水を実施した。

東京消防庁も18日中に放水に着手する予定だ。 

 防衛省は 18 日午後、第一原発 3 号機の使用済み核燃料プールの冷却に向け、陸・海・空自衛隊

が高圧消防車による地上放水を再開した。陸上自衛隊ヘリによる上空からの海水投下は、この日は

見送った。 



 放水作業は18日午後0時55分から、自衛隊の高圧消防車6台が交互に実施し、同2時38分に

終了。放水量は計約50tだった。その後、東電が米軍から貸与されたポンプ車1台を使って放水し、

2 時 45 分に終了した。隊員約 30 人は作業終了後、放射性物質の除染を受けた。防衛省によると、

作業時の放射線量は数mSV程度という。 

 東京消防庁は同日午後、为にハイパーレスキュウ隊で構成する緊急消防援助隊を派遣し、放水の

準備に入った。 

 東電は18日中に1、2号機へ外部電源を復旧させる作業の完了を目指していたが、両号機のター

ビン建屋内での作業が難航した。現場の放射線量が高い地点では毎時 20mSV に達している上、作

業をする建屋内は電源がなく真っ暗で、作業自体が困難なためという。東電は3、4号機について、

20日をめどに電源の回復を目指す。 

国内最悪 レベル5  保安院暫定評価 

 経済産業省原子力安全・保安院は18日、福島第一原発1～3号機の事故について、原子力施設事

故の国際評価尺度(INES)で、国内では最悪の 5 とする暫定評価の結果を発表した。79 年の米スリ

ーマイル島原発事故と同じレベル。第一原発4号機と第二原発1、2、4号機はレベル3とした。チ

ェルノブイリ事故はレベル7だった。 

東電任せ事態悪化「最後は自衛隊に丸投げ」 対応後手の官邸 

 東日本大震災から1週間。管首相は「戦後最大の危機」を乗り切るのが自身の「歴史的使命」だ

として官邸に泊まり込み、陣頭指揮を執ってきた。しかし、枝野官房長官を含む官邸中枢が福島第

一原発の事故対応に追われ、被災者支援が後手に回り、未曾有の大災害への危機管理の危うさを浮

き彫りにした。 

 管首相は 12 日午前 6 時過ぎ、まだ放射能漏れが報告されていない福島第一原発の視察に陸自ヘ

リで出発した。その直前、記者団に「10km 以内の避難を指示した。現地で東電の責任者ときちん

と話をして状況を把握したい」と語ったのは、危険な状況にある同原発の対応に陣頭指揮を執る宣

言だった。 

 しかし、視察から官邸に戻って5時間もたたない同日午後3時30分、1号機で水素爆発が発生。

「何で爆発して1時間も通報がないんだ。こんなことをやっていたら会社が潰れるぞ」と電話で東

電幹部を怒鳴る首相の声が執務室に響いた。 

 「逃げるな!」。最悪の事態を回避するため首相は東電側に責任の共有を求めた。さらに同日夜の

記者会見で「未曾有の国難。国民の皆さん一人一人の力で乗り越え、未来の日本が生まれたと言え

るよう、それぞれの立場で頑張っていただきたい」と国民にも危機感の共有を呼び掛けた。 

 自らも「全身全霊、命懸けで取り組む」と悲壮な決意をしたが、原発対応を「専門家の東電に任

せた」(首相周辺)結果、事態は急速に悪化。この困難を乗り切ることが「歴史的な使命」と受け止

めた首相の思いばかりが先走り、官邸が司令塔として機能する指揮系統の構築にはなかなかつなが

らなかった。 

 福島第一原発からの撤退を打診してきた東電本店に首相が乗り込み、統合連絡本部を設置して「日

本と東電の運命は一体」(政府筋)の態勢を構築。原発対応の为導権を防衛省・自衛隊に委ねたのは、

大震災から4日たった15日だった。 

 東電の危機管理に危うさを感じた首相が局面打開へと頼みとしたのは、北沢防衛相だった。 

 「最後の砦となってほしい」。首相は北沢氏らに思いを伝え、この意向は自衛隊の一線の部隊にも

伝わった。16 日午前には北沢氏が緊急に記者会見。「極めて深刻な事態だ」との認識を示し、呼び

自衛隊を初めて招集してまで物資や燃料の大量輸送など被災者支援を全面的に担う姿勢を示した。

さらに原発事故にも乗り出す。 

 「何としても原子炉の中に水を入れて冷却しないといけない」。首相の「冷却作戦司令」を受け、

防衛省・自衛隊は 17 日、上空からの海水投下と陸上からの放水という一大オペレーションに踏み



切った。 

 だが、18日、東京消防庁や東電との統合作戦を展開するに至って自衛隊には不満もくすぶる。自

衛隊が指揮所となる「最終調整所」を福島県内の運動施設に設置。消防活動を自衛隊の統制下に実

施する態勢が整ったが、指揮系統は不明確だった。統幕幹部は「最後は自衛隊に丸投げ。泤をかぶ

れということか」と憤った。 

「安全原発」もろさ露呈 

 福島第一原発では炉心過熱と燃料棒の一部溶融、原子炉建屋の爆発、高レベル放射性物質の放出、

使用済み核燃料プールの沸騰などが同時多発的に発生。「世界一安全」をうたう国産原発のもろさが

露呈した。 

■津波で電源喪失 

 11日午後2時46分、M9.0の巨大地震が福島第一原発を襲った地元の福島県大熊町は震度6弱。

6基の原子炉のうち、運転中だった1～3号機は直ちに自動停止した。 

 関係者がほっとしたのもつかの間、非常用発電機が使えないことが分かった(現在1基は稼働中)。

発電機の過熱を防ぐ冷却ポンプが津波で使用不能になったためだ。 

 原発は一つのトラブルがあっても、別の仕組みで補い、高レベル放射性物質が外部に漏れる最悪

の事態を回避する「多重防護」の考え方で設計されている。だが今回は、停電を補うはずの非常用

電源が機能しなかった。電源喪失で、原子炉や使用済み核燃料プールの冷却が不十分になり、事故

の連鎖を招いた。 

■同時多発事故 

 1号機は12日の水素爆発で原子炉建屋の上部外壁が吹き飛んだ。炉内の温度が上がって冷却水が

蒸発し、水面から露出した高温の燃料棒と水が反応して発生した水素が建屋内に溜まったのが原因

と考えられる。  

 13日には3号機で炉内の燃料棒(長さ約4m)が最大2m露出したことが判明、翌14日に原子炉建

屋上部で水素爆発が起きた。15日には2号機の格納容器の一部「圧力抑制プール」で爆発が起きた。 

■停止中原子炉も 

 事故は、地震発生時に運転していなかった4号機にも及んだ。15日、使用済み核燃料プールで水

素爆発と火災が起きた。保安院によると、プール内の核燃料から出る熱で水温が上がり、蒸発が進

んで燃料棒が露出。発生した水素が爆発を招いたとみられる。 

 当初「原発から半径2km」だった避難指示は、事態悪化に伴い3km、10km、10kmに広がった。 

東電社長帰社せず 震災当日 

 清水社長は震災当日、関西方面に出張中だったが、11 日に電車で帰京できず、翌 12 日にヘリで

戻ったという。清水社長は2日たった13日夜に初めて記者会見を開いた。 

 また、勝俣会長は日中の経済交流を進める「愛華訪中団」の団長として北京に居た。 

 

2011/03/20(日) 毎日新聞 

2号機きょう電源復旧 

 福島第一原発の事故で、政府と東電は 19 日、外部電源を復旧して冷却機能を取り戻すケーブル

の敶設作業を継続。ケーブルは同日夕方までに、1、2号機の建屋に達した。建屋周辺では放水作業

が深夜まで予定されており、それを優先するため、2号機への通電開始は20日になる見込みだ。ま

た、保安院は 5、6 号機について「使用済み核燃料プールの冷却が始まった」と発表した。電気復

旧作業は、建屋が崩れておらず外部からの放水ができない2号機を最優先している。 

 東電や保安院によると、2 号機へのケーブル接続作業は、変圧のための仮設配電盤を建屋外に設

置した後、建屋内へのケーブル接続を 19 日午前に完了。最後に、外部電源と建屋をつなぐ総延長

1500mのケーブル(仮設6900v高圧線)を敶設する作業を19日夕ガまでに完了した。 



 放水作業は 20 日午前 0 時までの予定で、その後、通電のための作業を始める。非常用ディーゼ

ル発電機などの機器に損傷がないかを手作業で確認し、健全性が確かめられれば、2 号機の炉心を

冷やす作業に入る。 

5、6号機冷却再開 爆発防止へ建屋に穴 

 使用済み核燃料プールの温度が徐々に上昇していた5、6号機ついては19日、冷却作業が始まっ

た。地震後も唯一、非常用ディーゼル発電機が稼働していた6号機では同日朝、もう1台の発電機

が起動。これまで電力を分け合ってきた5号機でも、プールを冷やすためのポンプが稼働を始めた。

東電によると、5号機の核燃料プールの水温は、19日午前5時の68.8度から午後2時には63.8度

まで低下した。また東電は、5、6号機の核燃料プールの水温が高まって発生する水素による水素爆

発を防ぐため、各原子炉建屋の屋根に直径30～75mmの穴を3か所、開けた。 

 一方、東電は 19 日、福島第一原発で電源復旧作業中の作業員の一部に、従来の放射線の累積被

ばく総量限度の100mSVを超える作業員が出ていることを明らかにした。 

 保安院によると、同原発内では現在、関連企業を含め約600人が交代で作業している。所内は全

般的に放射線量が高く、屋外での作業に携わる作業員を中心に、100mSV を超える人が出始めた。 

 東電は限度を150mSVに引き上げるとともに、作業員の放射線量の管理を徹底する方針。国は既

に、同原発で緊急作業に当たる作業員に限り、被ばく線量の上限を襲来の 100mSV から 250mSV

へ引き上げている。 

 また、東海地震の危険性が指摘される中部電力浜岡原発について、経産省の西山英彦・大臣官房

審議官は 18 日の会見で、今回の大震災を受けた緊急停止の可能性について問われ「重要な問題と

して考えなければいけないと思う。緊急停止はいろいろなことを考えなければいけないので、簡卖

にはできないが、国としては(議論することを)検討すべきだと思う」と述べた。 

3号機 長時間連続放水 東京消防庁：予定の7時間超え 

 3号機の使用済み核燃料プールを冷却するため、東京消防庁のハイパーレスキュー隊は19日午前

0時半に放水活動を実施した。約20分間にわたり計60tを注入し、同日午後2時10分ごろに放水

を再開。再開後は約7時間にわたって無人で行う予定だったが、20日午前0時半まで延長すること

を決めた。  

 東京消防庁は当初、18日の実施を予定していたが、原発付近の地盤が予想以上に悪く、取水を予

定した岸壁の崩落などで大幅に遅れた。放水システムの構築はホースを手作業でつなぐなどしたた

め約 50 人の隊員が屋外での作業に関わったが、東京消防庁は「隊員の放射線量を検査したが、問

題はなかった」としている。 

大阪からも出発 

 福島第一原発の放水作業を支援するため、大阪市消防局の緊急消防援助隊が 19 日夕、大阪を出

発した。20 日早朝には、福島県いわき市の前線本部に到着する。総勢 53 人、車両 16 台。総務省

の要請に応じた。 

患者ら120人避難できず 20～30キロ圏続く混乱 

 福島第一原発の半径20km圏内に出された避難指示と、20～30km圏内の屋内退避指示の影響で、

周辺自治体に混乱が広がっている。避難の難しい入院患者だけが取り残されたり、圏外なのに運送

会社に物資輸送を断られるなどの事態が発生。住民の安全を守るための措置でなぜ、混乱が起きて

いるのか。 

 政府が屋内退避指示を出した半径20～30km圏内にある広野町。町は13日、「放射性物質が届く

可能性があり、早めに避難した方がいい」と、全町民約 5500 人に避難指示を出した。町民の大半

は自家用車や町が用意したマイクロバスで周辺5市町村の避難所へ移動したが、町内には今も入院

患者など約 120 人が残る。「電気も電話も通じない中で限界だった」町の福祉担当職員は無念さを

にじませた。【略】 



防災指針「原発から10km以内」 国の想定不十分 

 国の原子力安全委員会が策定した防災対策指針は、「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」

(EPZ)の目安を原発から半径 8～10km 以内とする。EPZ は、住民の被ばく対策が必要なエリアと

して「技術的にあえて起こり得ない事態まで仮定して決めた」とし、「範囲外では屋内退避や避難な

どの防護措置は必要ない」としている。原子力施設周辺の自治体はこれを基本に、原子力災害対応

の基本となる地域防災計画を策定している。 

 だが今回、避難指示は半径 20km、屋内退避指示は 20～30km。結果的には、国の想定が不十分

だったことを認めたのも同然だ。【略】 

 

2011/03/21(月) 毎日新聞 

2号機は通電 3号機圧力上昇「予断許さず」 

 福島第一原発の事故で、政府や東電は20日、放水や電源復旧の作業を続けた。2号機は受電を再

開し、今後、中央制御室や計器類の稼働、放射性物質を外部に出さないために必要な冷却機能など

の回復に向けた準備に入る。敶地内の放射線量は低下しているが、3 号機で原子炉格納容器内の圧

力が一時、急上昇するなど一進一退が続く。枝野官房長官は 20 日の記者会見で、「(放水の結果)一

定の効果を上げているが、予断を許す状況ではない。悪化を防ぐための放水は適切に繰り返してい

く」と語った。 

 中央制御室は、原子炉や発電機の運転を監視する心臓部だ。19日に1、2号機の建屋と外部電源

を接続する作業を終え、20 日午後 3時 46 分、2号機に通電した。作業は、建屋内の停電や作業員

の安全確保のため見込みより遅れているが、東電は「今後、中央制御室の稼働が確認できれば、機

能する機器を選別し、不具合の部品を交換できる」と期待する。2号機の北西0.5kmの事務本館の

放射線量は19日午後2時の毎時3443μSVから20日午前8時半に同2625μSVに減った。 

 非常用発電機で電力供給中の 5、6 号機については外部電源を引き込むための送電線の復旧作業

が同日中に終わり、外部電源からの通電が始まる見通し。5,6 号機の使用済み核燃料プールの水温

はそれぞれ19日午前6時の68.8度、67.5度から20日午前7時には37.1度、41度に下がった。 

 東電は「危険な状態を脱した」とし、他の機器についてもほぼ問題がなく動かせる状態という。 

 3,4 号機では、建屋外の電源ケーブルの敶設ルートに放射線量が高い地点があるためルートを変

更。敶設作業は22日ごろまでかかる見通し。 

 また、3 号機では原子炉格納容器内の圧力が、19 日午後 2時半の 1.6 気圧から20 日午前 7 時に

3.4 気圧に急上昇した。東電はこれまでと異なる配管の弁を開けて、放射性物質を含む格納容器内

の蒸気を大気中に直接放出し、圧力を下げる作業を検討した。しかし、同日午前 11 時以降は 3.1

気圧に下がり見送った。 

これまで 1,3 号機では配管の弁を開けて z 津力を下げる作業を行ったが、これは圧力抑制プールに

たまった水を通して放出する手法だった。東電は「水を通す手法は準備に2時間程度かかり、急な

圧力上昇に対応できない。直接放出する手法は避けたいが、必要に迫られれば事前に公表する」と

している。 

2号機 原子炉制御目指す 

 深刻な事態に陥っている福島第一原発2号機の電源が復旧すれば、多くの設備が動くことが期待

される。東電は今後、原子炉と使用済み核燃料プールを冷却し、海水ポンプを復旧させて原子炉の

制御を目指す。 

 このうち原子炉の冷却では、もっとも強力な設備が「炉心スプレー系」だ。緊急炉心冷却装置

(ECCS)の一種で、圧力抑制プールにたまった数千トンの水を、炉心の真上から一期に注ぎ、原子

炉圧力容器全体を数分で満水にすることができる。一方で、大量の電力を必要とするうえ、高温に

なった原子炉を急激に冷やすため炉を傷める危険性もある。 



 これを避けるため、ECCSの別系統である「残留熱除去系」を使う方法もある。格納容器内に上

部から水を降り注がせたり、圧力容器に直接水を送り込む。弁を切り替えることで、原子炉と使用

済み核燃料プールをどちらも冷やせるのが特徴だ。冷却機能が普及した 5、6 号機の使用済み核燃

料プールでは、この系統を使った。 

 原子炉へ注水する系統としては、ECCS以外にも、原子炉の出力を調整する制御棒を動かす「制

御棒駆動系」▽制御棒がうまく入らなかったときに原子炉の出力を抑える「ホウ酸水注入系」▽冷

却水のごみを取る「原子炉冷却材浄化系」――などがある。原子炉建屋の外には、一時的に冷却水

を1000～2000t貯蔵している専用のタンクもあり、ポンプが動けば冷却水として使える。 

 これと並行して、冷却水を冷やすためのポンプの復旧を目指す。ECCSなどの系統で冷却水を循

環させるだけでは原子炉を冷やすことはできず、熱をもった冷却水を海水で冷やす必要があるため

だ。ただ、海水ポンプやモーターは津波で浸水しているとみられることから、動かないときのため

に東電は予備のポンプ 36 台を準備している。ここまで作業が進めば、原子炉と使用済み核燃料プ

ールを冷却できるようになり、制御が可能になる。 

「慎重に給水を」専門家指摘 

 小林圭二・元京都大原子炉実験所講師(原子炉物理)は「炉心スプレー系で一気に水を入れると、

弱った燃料棒が損傷して、格納容器が高濃度の放射性物質で汚染される可能性も出てくる。温度や

圧力など炉内の状況を見ながら慎重に給水することが必要だ」と指摘する。 

 また、原子力資料情報室の上沢千尋さんは「一時的に冷やすだけではだめで、残留熱除去系など

を使って継続して冷やし続けなければならない。その際、残留熱除去系に連なる配管やポンプ、熱

交換機などが正常に動くかがポイントになる」と話す。 

4号機にも放水 

 福島第一原発の使用済み核燃料プールを冷やすため、防衛省・自衛隊は 20 日、新たに 4 号機に

向けて2回に分けて放水した。高圧消防車10台と米軍が東電に貸与した消防車1台を出動させた。

4号機への放水は初めて。東京消防庁も20日午前3時40分に終えた3号機への放水を同夜、再開

した。 

 4 号機の核燃料プールは 15 日、水蒸気爆発で火災が発生し建屋上部が激しく損傷。16 日にも火

災が発生した。プールが沸騰して水位が下がり、燃料が得露出している可能性があった。3 号機に

ついては3日にわたる自衛隊、東京消防庁、警視庁の放水で「一定の冷却効果があった」(防衛省幹

部)と判断している。 

 自衛隊の放水は朝と夜に各約1時間30分実施。爆発で開いた4号機建屋の横穴を狙って計約163t

を放水した。午前の作業後の隊員ら約30人の放射線量は全員が1mSV以下で、同省は「健康に異

常はない」としている。 

国が賠償検討 

 政府は 20 日、福島第一原発の事故について、原子力事業者による損害賠償を定めた「原子力損

害賠償法」の例外規定を初適用し、被害者の損害を国が賠償する方向で検討に入った。補償対象は、

避難と屋内退避指示が出た住民約 22 万人のほか、営業に支障が出た企業や風評被害を受けた農家

なども含まれた。政府内には賠償総額は1兆円を超えるとの見方が出ている。 

 原賠法は原発や核燃料加工施設で起きた事故について、原子力事業者に賠償責任を課している。

ただ「異常に巨大な天災地変または社会的動乱」による場合は例外として、政府が「必要な措置を

講じる」と定めている。 

 M9.0 を記録した東日本大震災による揺れや津波は原発設計上の想定を超え、文部科学省や財務

省は例外規定を適用せざるを得ないとの判断に傾いた。 

 東電も賠償責任を免れないとみられるが、国との費用分担は法律上明確ではない。国による損害

賠償の財源には税金の投入が避けられず、東電との分担も焦点になりそうだ。 



第一原発「廃炉」に 枝野官房長官 

 枝野官房長官は 20 日の記者会見で、東電福島第一原発に関し「客観的な状況として、再び稼働

できるような状況かどうかは、はっきりしている」と述べ、事故処理が終わった後の再稼働は困難

とし、「廃炉」になるとの見通しを示した。 

原発作業 挑む500人 

 福島第一原発では東電だけでなく原子炉メーカーや下請け企業の作業員らも懸命に復旧作業を続

けている。水素爆発や構内火災で一時は50人にまで減った作業員を、一部の海外メディアには「フ

クシマ・フィフティーズ」と英雄視した報道もあるが、実際は多くの作業員が交代で危機回避に取

り組んでいる。近く現場に入るという下請け会社の30代の男性社員が取材に応じ「不安はあるが、

尐しでも事態の鎮静化に協力したい」「東電から元請けに話がきて、そこから1次、2次と下請けに

要請があった。私も準備が整い次第向かう」と話した。 

 

2011/03/22(火) 毎日新聞 

2号機制御室復旧急ぐ 

 東電福島第一原発で、政府や東電は21日、送電線が外部と20日につながった2号機で原発の運

転を監視する中央制御室の通電を目指し、復旧作業を進めた。21日午後には3号機や2号機から相

次いで煙が上がり、作業員が屋内に避難するなど、作業が中断した。保安院によると、東電は2号

機中央制御室について同日中の通電をめざしていたが、午後 8 時現在、「目標は達成していない」

という。 

2、3号機から煙 

 2号機では21日、中央制御室への通電を前に、機器や配線に故障や漏電がないか点検が進められ

た。東電などによると、周辺は放射線量が高いが、外部電源の接続で中央制御室の空調が作動すれ

ば、フィルターを通してヨウ素などの放射性物質を取り除くことができる。また、照明や計器類が

使えるようになれば原子炉内の水位や圧力などの状態を正確に把握することができる。 

 3 号機で黒煙が上がったのは、21日午後 3 時 55 分ごろ。使用済み核燃料プール付近から上がっ

たとみられ、2 号機も含めて周辺の作業員は屋内に避難し、復旧作業が中断した。黒煙は午後 6 時

過ぎに収まった。 

 保安院によると、2 号機から北西に約 500m 離れた事務所本館北側の放射線量は、黒煙が上がる

直前に1時間当たり2013μSVで、午後4時半に2015μSVとほとんど変化はなかった。保安院は

「原因は不明だが、3 号機にはまだ電気がつながっていないため、漏電度による火災とは考えにく

い」と説明している。 

 2 号機で白煙が上がったのは、21 日午後 6 時 20 分ごろ。2 号機の原子炉建屋の山側の屋根のす

き間から煙が出ていたという。 

 5 号機では、非常電源から外部電源への切り替えが完了し、原子炉と使用済み核燃料プールの冷

却機能が回復した。4号機では、配電盤まで電気を通すケーブル敶設が完了した。 

3号機放水量3742tに 

 3号機の使用済み核燃料プールを冷やすため、東京消防庁は20日午後9時39分から始めた3回

目の放水を21日午前3時58分まで実施、3回目の放水量は約1137tで、政府の対策本部によると、

自衛隊実施分も含めた3号機への総放水量は約3742tに達した。【略】 

ホウレンソウ出荷停止 放射性物質検出 福島など4県産 

 管首相は21日、福島、茨城、栃木、群馬4県の知事に対し、4県全域で生産されたホウレンソウ

とカキナ、福島県産の牛乳について「当分の間、出荷を控える」よう指示した。福島第一原発の事

故発生後、茨城県産のホウレンソウと福島県産の原乳から食品衛生法の暫定規制値を超える放射性

物質が検出されたのを受け、原子力愛害対策特別措置法に基づく措置として、初めて全県卖位での



農作物の出荷停止に踏み切った。【略】 

放射性物質 放出続く 

 東電福島第一原発から放出されたとみられる放射性物質が、周辺の都県で農作物や水道水から見

つかった。1～3号機で格納容器内を減圧するための排気が行われたほか、1、3、4号機では炉内か

ら漏れたとみられる水素による爆発の影響と、覆いの壊れた使用済み核燃料プールからも放出があ

るとみられる。また、格納容器が壊れた可能性も否定できない。原発は外部電源が回復し始め、使

用済み核燃料プールの温度が下がるなど、状況の好転は見られるものの、なお不安定な状態が続い

ており、今後も放出が続く恐れもある。 

 3号機では20日、格納容器内の圧力が急に高まり、東電は一時、容器内の水蒸気を直接、大気中

に放出する「ドライベント」と呼ばれる方法での排気を検討した。通常は、格納容器内の水蒸気を

いったん圧力抑制プールに導き、プールの水で冷やして体積を減らすとともに、含まれる放射性物

質を取り除いて排気する「ウェットベント」が使われる。しかし、この方法だと準備に約2時間必

要だという。 

 伊藤哲夫・近畿大原子力研究所長は「ヨウ素もセシウムも水溶性なので、水を通さないドライベ

ントでは、ウェットベントの場合の100倍近い放射性物質が放出されてしまう」と指摘する。 

爆発・火災のたび増加 

 福島第一原発では、水素爆発や火災などが起こるたびに敶地境界などでの放射線量が増加し、使

用済み核燃料プールの温度低下が確認された20日以降も依然として高いレベルにある。 

原発周辺津波14m超 設計時想定の3倍 

 福島第一原発周辺で、14m 以上の津波が押し寄せた可能性があることを 21 日、保安院が明らか

にした。設計時に想定した津波の高さの3倍近い。 

 保安院は同日午後の会見で、「津波の高さは一番高いところで水が触れたものを見ればわかる。未

確認だが、14mの高さの駐車場を超えていると聞いた」と説明した。東電が同原発で設計時に想定

した津波の高さは約5m。 

 

2011/03/23(水)毎日新聞 

福島第一原発 全機外部電源接続 

 福島第一原発の電源復旧作業で、東電は22日夕方までに、4号機への外部電力の接続を終了。4

号機経由で3号機に電気を送るための作業も完了した。既に接続を終えている2号機から1号機へ、

5 号機から 6 号機へ電気を送る作業も終え、すべての号機で外部電源から電気を受け取る態勢が整

った。 

 東電によると、今後の復旧作業はまず建屋内に機器を点検・交換し、通電が可能な状態にした上

で、原子炉を監視する中央制御室や原子炉、使用済み核燃料プールの冷却機能の復活を目指す。 

 東電は当初、建屋の損傷が尐ないため外部からの放水による冷却が厳しい2号機を優先して電源

復活作業を進めてきた。しかし、21日に2号機と3号機の建物から煙が上がり作業員が一時避難し

て作業を中断。22日にも2、3号機から白煙が上がっているのが確認されたが、東電は使用済み核

燃料プールから上がる水蒸気で影響はないと判断、作業を再開した。 

 電源が復旧すれば、中央制御室でヨウ素などの放射性物質を取り除く空調や照明が使えるように

なり、作業効率が大幅に改善する。現在は最低限しか作動していないさまざまな計器類も復活し、

より正確に原子炉内の状況などを把握できる。 

 ただ、地震と津波によって多くの計器や機器が被害を受けている可能性があり、交換や修理には

さらなる時間がかかるとみられる。東電は「原子炉が安定を取り戻すまでの工事全般の終了目途は

まだ見通しを示せない」と説明している。 

 また政府の原子力災害対策現地本部は 22 日までに、甲状腺被ばくを防ぐため一部の自治体で配



られているヨウ素剤について、アレルギーなどの副作用が起きる可能性があるため、医師らの立ち

会いを下で服用するよう福島県や関係市町村に改めて注意喚起した。 

土から放射性ヨウ素 福島第一から35～40km 

 文部科学省は22日、福島第一原発から西北西に40kmと北西に35km離れた福島県内の2地点

で、21日に採取した土1kg当たりから、放射性ヨウ素がそれぞれ43000ベクレルと16000ベクレ

ル、放射性セシウムがそれぞれ4700ベクレルと1400ベクレル検出されたと発表した。文科省は「農

作物などにどのような影響を与えるか分からないので、野菜などの放射性物質の数値に注意してほ

しい」と呼びかけた。 

 また、40km 地点の 1 時間当たりの空間放射線量は 5μSV だった。年間換算すると約 43000μ

SVで、放射線業務従事者などに認められている50000μSVに近い値となる。 

 このほか、北西約40kmの飯舘村の池の水1kg当たりからは、放射性ヨウ素2090ベクレル、放

射性セシウム511ベクレルを検出。25～45km地点の大気中のちり1㎥当たりからは、放射性ヨウ

素が3.5～5600ベクレル、放射性セシウムが2.4～8600ベクレル検出された。文科省は「水源に溶

け込む可能性は否定できず、水道水の数値にも注意してほしい」と説明した、【略】 

福島市で1770μSVに 放射線の蓄積 中止必要 

福島第一原発からの放射性物質の漏えいにより、福島県内を中心に大気中の放射線量が高い状態が

続いている。福島県や文部科学省の測定値を毎日新聞が積算したところ、同原発の北西約65kmの

福島市では 14～21 日の間に、日本人が 1 年間に浴びる自然放射線量(平均 1500 マイクロSV)を上

回る1770μSVに達した。政府は「直ちに健康には影響しない」としているが、原発事故の収束が

遅れれば、累積被ばくが問題になる恐れもある。 

 積算は、文科省や福島県が公表している1時間当たりの放射線量を足し合わせ、14日午前9時～

21日午後5時の累積放射線量を推計した。 

 その結果、福島氏以外では、原発の单西約50kmのいわき市で299.7μSVに達したのをはじめ、

宇都宮市34.1μSV、水戸市33.2μSV、と複数の場所で、日本人が浴びる1週間分の自然放射線量

を上回った。【略】 

海水から放射性物質 原発付近 東電：「健康影響なし」 

 東電は 22 日、福島第一原発付近の海水から、法律が定めた水中濃度限度を超える放射性物質を

検出したと発表した。同原発の单側約 330m の放水口付近で、基準の 126.7 倍(21 日午後 2 時半),

单に 16km 離れた海岸で 16.4 倍(同 11 時 45 分)の放射性ヨウ素 131 を検出した。検出された元素

の種類から東電は「原子炉から漏れた」と認めた上で、「直ちに健康影響を及ぼすことはない」とし

ている。政府は今後、水産資源への影響を調査する。 

 法定基準は、放射性物質を含む海水を 1 年間飲み続けた場合に、1000μSV 被ばくすると仮定し

た値に設定されている。【略】 

 

2011/03/24(木) 毎日新聞 

福島産野菜摂取制限 首相指示 11品目放射性物質規制値超え 

 管首相は 23 日、福島第一原発事故の影響で、福島、茨城両県産の農畜産物から食品衛生法の暫

定規制値を超える放射性物質が検出されたとして、新たに福島県産の葉物野菜やブロッコリーの摂

取制限を求める指示を出した。摂取制限に踏み込むのは初めて。 

 枝野官房長官は同日午前の記者会見で、摂取制限の理由について「(21 日の）出荷制限時より大

きな数値が出ている。同程度の量をとった段階でリスクが生じる可能性がより高くなっている」と

述べ、放射性物質の濃度が高くなっていることを挙げた。ただし、「将来にわたって健康に害を及ぼ

す影響を与える数値の摂取がなされることは想定されていない」と強調した。 

 首相は、同様に福島県産のカブと茨城県産の原乳、パセリの出荷停止を指示した。また、厚生労



働省は宮城、山形、埼玉、千葉、新潟、長野の6県に対し、農畜産物の放射性物質の検査を要請し

た。 

 厚労省によると、緊急時モニタリングの結果、福島県の 35 か所でとれたブロッコリー、ホウレ

ンソウなど 11 品目から規制値を超える放射性物質が検出された。規制値を超えたのは、ほかにキ

ャベツ、クキタチナ、シノブフユナ、コマツナ、サントウナ、アブラナ、チジレナ、カブ、コウサ

イタイ。このうち本宮市産のクキタチナからは暫定制限値(1kg当たり500ベクレル)の164倍に当

たる82000ベクレル(Bq)の放射性セシウムを検出。田村市産ホウレンソウからも80倍の40000Bq

を検出した。 

 放射性ヨウ素については、川俣町のシノブフユナから規制値(1kg当たり2000Bq)の11倍に当た

る22000ベクレル、飯舘村のブロッコリーでは8.5倍の17000Bqを検出した。 

 また、水戸市と茨城県河内町の原乳から放射性ヨウ素が規制値(1kg 当たり 300Bq)を上回る

1700Bq、鉾田市産のパセリから放射性ヨウ素が12000Bq、放射性セシウムが2110Bq検出された。

同省によると、放射性物質が最も多く検出された野菜を一日100gずつ10日間食べ続けた場合の放

射線量は、1 年間で人が浴びる自然放射線量の約半分に相当する。また食べ続けた場合、1 年間に

被ばくしても問題ないとされる線量を超える可能性を指摘した。 

3号機から黒煙 真水注入を中断 

 23日午後4時20分ごろ、福島第一原発3号機の原子炉建屋東側から黒煙が上がった。東電は 1

～4 号機で電源復旧に当たっている全作業員 11 人を避難させた。3 号機では同日夕にも 1～4 号機

で初めて、原子炉に外部電源で真水を注入する予定だったが中断された。同日夕からの放水も中断

した。周辺の放射線量に大きな変化はないという。 

 3号機は、電力供給に向けた作業が１～4号機で最も進んでいる。22日には中央制御室の照明が

復旧し、２千数百ｔの真水を貯蔵するタンクから各機器へ水を供給するポンプなどの再起動を目指

していた。４号機も中央制御室の照明を復旧する予定だった。 

 1～4号機では、原子炉や使用済み核燃料プールに海水が断続的に注入されている。真水を使った

冷却系が外部電源で稼働すれば、新たな方法で原子炉を冷却でき、原子炉が100℃未満に冷える「冷

温停止」へ向かうと期待させる。塩分で原子炉が腐食するのを防ぐ効果もある。 

2号機で放射線量最高値 タービン建屋500mSV 

 原子力安全・保安院は 23 日、福島第一原発 2 号機で 18 日午前 10 時半ごろ、1 時間当たり約

500mSVの放射線量を計測したと発表した。同原発で観測された最高値で、厚生労働省が定めた作

業に当たる人の被ばく線量の上限を大きく上回り、2号機復旧作業の一部は中断。2号機では15日

に原子炉格納容器につながる圧力抑制プールで爆発があり、東電は関連を調べている。 

 これまでの最高値は15日に3号機付近の屋外で1時間当たり約400mSVだった。年間の累積被

ばく線量の上限は、厚労省が100mSVから250mSVに引き上げている。 

 一方東電は、同原発敶地正門で11日以降、中性子線が13回検出されていたと発表した。中性子

線はウランやプルトニウムが核分裂する際に発生し、他の放射線に比べ透過力が強い。線量は毎時

0.01～0.02μSV で人体に影響はないが、核燃料の一部が損傷している可能性が高まった。東電は

これまで検出回数を2回としていたが、計測機の数値の読み取りを誤ったのが理由と説明した。 

4号機注水150t 

 東電は 23 日午前 10 時から、生コンクリート圧送機による 4 号機への注水を約 3 時間実施。約

150tが注入されたとみられる。 

都水道からヨウ素 浄水場基準の2倍検出 

 東京都水道局は23日、金町浄水場で22日に採取した水道水から、乳児の飲用に関する国の基準

の約2倍に当たる1kg当たり210Bqの放射性ヨウ素を検出したと発表した。23日採取分も190Bq

だった。とは水道水で粉ミルクを溶かしたり、乳児に飲ませたりしないよう呼びかけているが、「長



期間飲み続けなければ、健康への影響は直ちにはない。代替水が確保できなければ飲んでもよい」

としている。【略】 

 

2011/03/25(金) 毎日新聞 

3号機3人被ばく 復旧作業員汚染水付着か 

 東電は 24 日、東日本大震災で被災した福島第一原発 3 号機のタービン建屋で作業していた 3 人

が40～50分の作業で170mSV以上の被ばくをしたと発表した。このうち2人の両足の皮膚に放射

性物質が付着していたため、福島市の病院に搬送された。千葉市の放射線医学総合研究所に転院す

る。3人は全身の状態は良好だが、他の建物での同様の作業も中断した。安全管理が問われそうだ。 

 東電や保安院によると、3人は20～30代の東電の協力会社の社員。同日午前10時から、いずれ

もタービン建屋地下で電源復旧のケーブル接続作業をしていた。3 人は防護服を着ていたが、搬送

された2人は短い靴で、暗い中だったために深さ約15cmの水に気づかず、くるぶしまでつかった。

水が汚染されていた可能性がある。 

 搬送された2人の被ばく線量は30代男性が180.07mSV、20代男性が179.37mSV。東電は「や

けどのような症状があり、(放射線の一種の)ベータ線による熱傷の可能性アある」としている。残

る１人は30代男性で173mSVだった。 

 3人は線量計を所持し、20mSVでアラームが鳴るように設定。実際にアラームが鳴ったかどうか

は調査中。気づいた時には線量が170mSVを超えていた。24日時点で被ばく線量が100mSVを超

えた作業員は計 14 人になるが、今回の値は最も高いという。厚生労働省は、同原発で作業に当た

る人の年間の累積被ばく量の上限を250mSVとしている。東電によると、3人の線量はこれを超え

ていない。 

「ベータ線熱傷」専門家は否定的 

 専門家の多くは「ベータ線熱傷の可能性がある」とする東電の発表に否定的だ。JCO臨界事故(99

年)で治療にあたった前川和彦・東京大名誉教授は「ベータ線熱傷だとしたら、症状が出るのは数日

から数週間後のはず。すぐに症状が出ることはあり得ない」と話す。また丹羽太貫・京都大名誉教

授は「ベータ線熱傷になるには180mSV前後は低すぎて考えられない。卖なる熱が原因では」と疑

問を呈する。 

1号機制御室も点灯 格納容器圧力が一時上昇 

 東電福島第一原発では 24 日、3 号機(22 日夜)に続いて 1 号機で中央制御室の照明が点灯したほ

か、1～4号機で原子炉や使用済み核燃料プールを冷却するためのポンプの復旧作業などが進められ

た。しかし、1 号機で原子炉の格納容器内の圧力が一時上昇したほか、3 号機では作業員が被ばく

して病院に搬送され、復旧作業が中断するなど、一進一退の状態が続いている。 

 この日午前11時半、1 号機で中央制御室の照明が点灯した。一方、1号機では23日午前9時に

原子炉内の温度が設計上の最高温度302度を超える400度まで上がったため、東電と保安院が監視

を強化。24日午前11時には約180度まで下がった。この過程で海水注入量を増やしたため、炉内

の圧力が上昇。放射性水蒸気を大気中に放出するベント作業も検討されたが、注入量をやや減らし

た結果、「すぐにベント作業をする切迫した状況ではない」(東電)状態に落ち着いた。 

 また、1、2号機では原子炉や使用済み核燃料プールへ水を注ぐ「補給水系」と呼ばれるポンプの

復旧作業を進めていた。3、4号機でも同様の作業を進めており、特に3号機では、水を注ぐ源にな

る「復水貯蔵タンク」で故障している水位計を修理し次第、ポンプの作動試験に入り、冷却機能回

復への第一歩になる予定だった。しかし、作業員の被ばくにより、作業は中断した。 

 3 号機で 23 日午後に原子炉建屋東側から上がった黒煙は、24 日朝までに東電社員が収まってい

るのを確認。また同原発 1～4 号機で同日午前、白煙が確認されたが、これによる作業中断はなか

った。 



第一原発付近の海水から法定基準を上回る放射性物質のヨウ素13が検出された問題で東電は24

日、同原発から单に 16km 離れた地点で 23 日午後 2 時 25 分に海水を採取して測定したところ、

19.1倍のヨウ素131が検出されたと発表した。21日午後11時45分の測定では16.4倍だった。 

「放射性物質」水道水、日立でも 乳児飲用：北茨城、千葉も基準超 

 水道水から乳児の飲用に関する国の基準(1kg 当たり 100Bq)を超える放射性ヨウ素が検出された

問題で、茨城県日立市と北茨城市は24日、23日に採取した水が基準を超えたと発表した。【略】 

 千葉県水道局は同日、いずれも利根川水系の江戸川から取水する、ちば野菊の里浄水場(松戸市)

で 220Bq、栗山浄水場(同)で 180Bq を、23 日に検出したと発表した。同局は「雤により大気中の

放射性物質が流れ込んだ影響が大きいとみており、浄水段階で活性炭を増やすのなどの対策を取る

という。 

 埼玉県川口市の新郷浄水場でも22日に採取した水道水から1kg当たり120Bqの放射性ヨウ素を

検出した。24日には46Bqに下がった。 

東京は制限解除 金町浄水場、基準下回る 

 東京都葛飾区の金町浄水場から乳児の飲用に関する国の基準を超える放射性ヨウ素が検出された

問題で、都は24日、「水道水の摂取を控える必要はなくなった」として制限を解除した。同日午前

6時に同浄水場で採取した水道水の放射性ヨウ素が1kg当たり79Bqと、基準の100Bqを下回った

ため。 

「妊婦に害なし」産科婦人科学会が見解 

 日本産科婦人科学会は 24 日、「(現状の)水道水を連日飲んでも、母体や胎児に健康被害は起こら

ず、授乳を続けても乳幼児に健康被害は起こらないと推定される」とする見解を発表した。都の浄

水場で採取した水道水から、乳児の飲用に関する基準(1kg当たり100Bq)を超える210Bqの放射性

ヨウ素が検出されたことを受け、学会としての考え方をまとめた。 

 同学会は米産婦人科学会の推奨に基づき、胎児に悪影響が出る被ばく量は50mSVと定めている。

仮に 1 リットル当たり 200Bq 前後の水道水を妊娠期間中の 280 日間、毎日 1 リットル飲み続けた

場合、合計56000Bqとなり、総被ばく量に換算すると約1.23mSVになる。胎児の総被ばく量は母

体に比べて尐ないとされており、悪影響が出る50mSVを大きく下回る。 

 また、母乳中に分泋される放射性ヨウ素は、母体が摂取した量の 1/4 程度と推測されるため、授

乳を続けても被害は起きないと推定した。ただ、可能であれば、水道水以外の飲み物を利用するよ

うに推奨している。 

1号機は高温高圧 安全委員長「最も懸念」 

 一進一退の状況が続く東電福島第一原発。23 日夜に会見した原子力安全委員会の班目委員長は

「個人的な見解」と断ったうえで、「最も懸念されるのは炉内の温度、圧力が上がっている1号機。

2、3号機は危機を脱したのではないか」との見解を示した。 

 1号機で何が起きているのか。保安院によると、1号機の核燃料を納めた原子炉圧力容器内は23

日には温度が394度にまで上昇した。圧力容器の想定温度上昇は302度で、高温状態が長時間続く

と損傷につながる可能性がある。温度を下げるため炉内への注水を増やした結果、水蒸気が発生し

て圧力容器や外側の原子炉格納容器の圧力が上がった。燃料棒を冷やすための水の水位は十分でな

いと考えられている。 

 奈良林直・北海道大教授(原子炉工学)は、今後 1 号機で想定される最悪のケースとして、格納容

器の損傷を挙げる。「400度近い圧力容器の温度は異常。高温環境の中で燃料棒を包む被覆管と容器

内の水が反応して発生した水素が、圧力容器や格納容器にかなり溜まっていると考えられる。それ

が排気などによって外部に漏れた場合、水素爆発を起こして格納容器を損傷し、閉じ込めていた大

量の放射性物質が放出する恐れがある」 

 さらに、水が下がった高温の炉内で核燃料の溶融が進み、溶けた燃料が圧力容器下部の「制御棒



駆動機構」など、強度がやや务る部分から漏れ出す事態も考えられる。だが奈良林教授は「一気に

圧力容器の底が抜けるようなことにはならない。量が尐ないので、より深刻な水蒸気爆発を起こす

可能性も低い」と話す。 

 圧力容器内の底などに溶融した核燃料が集まり、原発運転時と同様の連鎖的な核分裂反応を始め

る「再臨界」の可能性はどうか。小林圭二・元京都大原子炉実験所講師(原子炉物理学)は「核燃料

は、正常な状態で最も核分裂反応が進みやすいように作ってある。溶けた状態では、再臨界になる

とは考えにくい」と話す。 

 奈良林教授も「たとえ核燃料が溶けて臨界に必要な量が集まったとしても、臨界を維持するため

に必要な水は塊の内部には入っていけないので、まず再臨界は起こらない、というのが原子炉の専

門家の大勢だ」と言う。 

原発作業員被ばく作業手順に問題か？ 「敶地全体汚染の表れ」 

【略】 

雑草にセシウム265万ベクレル 原発北西40km 

 文部科学省は 24 日、福島第一原発から北西約 40km の飯舘村で 20 日採取した雑草から 1kg 当

たり254万Bqの放射性ヨウ素、265万Bqの放射性セシウムを検出したと発表した。文科省は「デ

ータを再検討するが、家畜が食べた場合は影響がある可能性が高い」と説明した。【略】 

 

2011/03/26(土) 毎日新聞 

福島原発北西30km 放射線量1日1.4ミリシーベルト  年間限度を超える 

 文部科学省は25日、被災した東電福島第一原発から北西約30kmの地点で、24時間の累積放射

線量が最大約1.4mSvに上ったとする測定結果を発表した。防御なしで屋外にいた場合、一般の日

本人の人工被ばく年間限度(1mSv)を超える放射線を一日で浴びる計算。内閣府原子力安全委員会は

同日、放射性物質の拡散が収まる見通しが立たないことを受け、政府が「屋内退避」指示を出して

いる同原発から半径 20 殻 30km 圏内の住民が「自为的に避難することが望ましい」との助言を、

原子力災害対策本部に対して行った。 

 これを受け枝野官房長官は同日の会見で、20～30km圏内の市町村に対し「住民の自为避難を促

進するとともに、政府の避難指示が出た場合に直ちに避難を実施するようお願いしたい」と、自为

避難を促す考えを示した。対象地域は 9 市町村で、現在、1 万 1000 人程度が対象地域内で暮らし

ているとみられる。 

 文科省の調査は、震災以降、定期的に実施しているモニタリングで、1 時間当たりの放射線量が

高めに出ている北西約 30km の 5 地点(福島県浪江町、飯舘村)と、单約 25km（同広野町）の 1 地

点を選び、簡易型線量計を設置して23日昼から24時間の累積放射線量を測定した。 

 その結果、▽浪江町の国道399号沿いで1.437mSv▽飯舘村で0.864mSvなどの高い値となった。

单の広野町では0.109mSvだった。 

 文科省は「くぼ地などの地形や風向き、積雪などで特に高くなる場合もある。今後、測定を約60

地点に増やし、拡散状況の調査精度を上げたい」と話している。 

 安全委の助言は、測定結果に基づく対処を管首相に求める狙いで同日のお臨時会で決定した。「今

後なお、放射性物質の放出が継続すると考えざるを得ない状況」を踏まえ、原発の事故対応が長期

化する可能性を指摘。「20～30km の屋内退避区域のうち、線量が比較的高いと考えられる区域に

居住する住民については積極的な自为的避難を促すことが望ましい」と強調した。 

 30km 圏内で線量がそれほど高くない区域からも「予防的観点などから、自为的に避難すること

が望ましい」とした。特に政府に対して避難場所の確保や地域の交通事情を考慮するよう求めたほ

か、避難する場合は線量が高くなる雤天時を避けるよう促した。 

 一方で、避難や屋内退避を30km圏外にまで広げることは現在は必要ないとしつつ、測定の結果



次第で「区域の見直しの必要性について適時に検討することが肝要」と今後の監視を促している。 

 安全委の代谷誠治委員らは同日夜会見し、浪江町などで高い放射線量が測定されたことについて、

原発の水素爆発などで一時的に大量の放射性物質が放出された影響と説明。代谷委員は「全体的に

は放射線量は低下傾向にある。水や食物の摂取制限を守れば、健康に影響はない」と語った。 

3号機 作業員2人内部被ばく 汚染水原子炉から漏出か 

 福島第一原発 3 号機のタービン建屋で作業員 3 人が被ばくした問題で、東電は25 日、うち 2 人

の両足が汚染された水溜りの放射性物質の濃度が１㎥当たり約390万Bqだったとの調査結果を明

らかにした。原子炉内の冷却水の約１万倍に当たる。東電の武藤栄副社長は 25 日の会見で「原子

炉側から出てきた可能性がある」との見解を示した。 

 保安院も同日「原子炉から何らかの理由で放射性物質が漏れている可能性が高い」との見方を示

しており、「五重の壁」で守られてきた核燃料の一部が、原子炉建屋の外に漏れ出している可能性が

ある。 

 被ばくした3人のうち、両足に放射性物質が付着した2人は、放射線の一種「ベータ線」による

熱傷が疑われている。3人は25日正午過ぎ、福島連立医科大学を出発し、同日夕、千葉市の放射線

医学総合研究所に到着した。放医研は会見で、2人が内部被ばくしていることを明らかにした。 

 東電のその後の調査で、3 人が身につけていた線量計は正常に作動し、累積線量が 20mSv を超

えた時点で警報が鳴ったが、3 人は線量計の誤作動と考え作業を続行していたことが分かった。同

じ時間に作業していた別の作業員も56.72mSvの放射線を受けたが、警報を無視していた。 

 保安院は 25 日、東電の放射線管理の徹底に問題があったとして、再発防止と改善を口頭で指示

した。【略】 

急がれる冷却機能回復 

 震災の発生から 25 日で 2 週間が経過した。津波によって電源を失い原子炉を冷却できなくなっ

た東電福島第一原発では復旧作業が続くが、福島県やその周辺で放出された放射性物質が水や土壌

などから検出されている。放射能汚染はいつまで続くのか。 

 同原発では1、3、4号機の原子炉建屋で計3回の水素爆発が発生、使用済み核燃料プールが外気

にむき出しになっている。2、3号機では、原子炉圧力容器を守る砦である格納容器が損傷した恐れ

もある。 

 出光一哉・九州大教授(原子炉工学)は「3回の爆発で放射性物質が放出され、それが風に流され雤

などで地上に落ちた地点で高い線量を示している。その後の爆発はなく、線量の高い地点も徐々に

下がっていくだろう」とみる。ただし、それは「今後、放射性物質の大量放出がない」ことが前提

で、出光教授は「一刻も早く1～4号機の冷却機能を回復させる必要がある」と訴える。 

 25日現在、1カラ号機はすべて外部電源が復旧し、1、3号機の中央制御室には明かりが戻った。

しかし、24日には3号機のタービン建屋で高い放射線量を持った水で作業員3人が被ばくし、一時、

作業場中断した。原子炉の制御機能を取り戻す作業は一進一退というのが現状だ。【略】 

被ばく限度引き上げを 国際防護委が日本に勧告 

 国際放射線防護委員会(ICRP)は、東電福島第一原発事故で放射性物質の漏えいが続いていること

について、日本の現在の被ばく線量限度(一般人で年 1mSv)を引き上げる検討を求める勧告を出し

たことが判明した。 

 勧告は 21 日に出された。それによると、今回の事態を受け、緊急的に一般人の年間被ばく限度

を100～20mSvの範囲に引き上げることを求めた。また「原発事故が収束したとしても、元原発周

辺地域に汚染が残る」と分析。地域住民がふるさとを捨てず、住み続けることができるよう、線量

限度を20～1mSvの範囲で設定し、長期的に1mSvを目標とすることを提案した。いずれも現在の

限度を大幅に上回る数値だが、「緊急事態と汚染が広がっている地域の将来を考える上での一助にし

てほしい」と求めている。ICRP は従来、自然被ばくや医療上の被ばくを除いて職業上の被ばくの



限度は5年間で100mSvとし、一般人は年1mSvとすることを勧告している。 

屋内退避に「自为避難」勧告 「動けない」住民怒り 

 大震災から2週間たっても、東電福島第一原発からの放射性物質の拡散が止まらない。内閣府原

子力安全委員会は 25 日、屋内退避の対象となっている住民について、「自为的な非難が望ましい」

と助言。文部科学省の測定でも、原発から約30km付近の累積放射線量が1日で年間被ばく限度を

超える数値となっていることが判明した。巨大地震に続く原発事故に翻弄される周辺地域の住民か

らは、戸惑いと怒りの声が上がっている。 

 国は自为避難と言うが、一体どうすればいいんだ――。福島第一原発から20～30km圏内に住む

住民は高い放射線の検出と政府のあいまいな対応にいらだちと不安を強めている。 

 飯舘村の搾乳農家、長谷川秀義さん(60)は集落の約半分の住民が避難する中、いまも妻(57)と自

宅に残り乳牛30頭の世話を続けている。「これだけ高い数値でも避難勧告も出ない。村に留まって

いて大丈夫なのか怖いが牛を置いていくわけにはいかない」 

 両親と子ども4人は19日に千葉県の親せき宅へ避難させた。一方で村に11軒ある搾乳農家はみ

んな村に残っているという。原乳の出荷停止で憤りは募る。「搾乳しても牛乳はすべて捨てている。

本当に腹が立って仕方ない。出荷停止がいつ解除になるかも分からず、お先真っ暗だ」【略】 

放射性物質広がりに偏り 政府指示場当たり的 

 文部科学省によると、屋内退避指示が出ている30km圏内のやや外側でも1日の累積放射線量が

1.4mSv を超えた。この状況を踏まえ、専門家は避難対策の強化を急ぐと同時に、住民の負担軽減

の実態に即した対応を図るよう強調している。 

 丹羽太貫・京都大名誉教授(放射線生物学)は「かなり高い数値だ。甲状腺がんのリスクが大人に

比べて高い乳児や子どもは、そこでの生活を避けた方がよい」と懸念する。今中哲二京都大助教(原

子力工学)も「これまでの付近のデータを見ると、事故後の積算で10～20mSvになる。屋内退避だ

けではなく避難した方がいい」と指摘する。 

 政府は、事故の深刻度が増すたびに避難や屋内退避の範囲を拡大。これまでに半径20km圏内の

住民に避難指示、20～30km圏内の住民に屋内退避を指示。25日には、20～30km圏内の住民にも

自为避難するよう要請した。 

 福島県の放射線健康リスク管理アドバイザーを務める山下俊一・長崎大教授は「屋内退避してい

る住民の生活状況の厳しさは極限に達している。現在の避難対象などの範囲は同心円状だが、実際

の放射性物質の広がり方は偏りがある」と指示に工夫が必要と訴える。 

 中川恵一・東京大付属病院准教授(放射線医学)は「長期的な被ばくの健康影響として、発がんの

危険性の上昇が考えられる。この数値が継続すると、現在の避難指示範囲を広げざるを得ない。一

方で、被ばく限度など日本の数値は国際的にみて厳しく設定され、まだ余裕がある」と見直しの必

要性を強調した。 

 危機管理に詳しい福田充・日本大法学部教授(メディア社会学)は「政府の避難、屋内退避指示は

場当たり的だ。今回の『自为避難』も交通手段などを持った強者が避難できるということにつなが

り、危機管理の基本は最悪の事態を想定することだ」と話す。【略】 

14原発浸水想定せず 津波対策震災後に修正 

 福島第一原発が電源を失う原因となった津波による浸水について、東電以外のすべての電力会社

が所有する原発でも、津波による浸水を想定していなかった。専門家は「津波に対する想定が甘い」

と指摘している。 

 福島第一は想定を超える推定 14m の津波で被災。非常用発電機などの重要機器のほとんどが浸

水で使えなくなり、原子炉の冷却が遅れて深刻な事態に発展した。 

 調査は震災後、東電を除く全国の 9 電力会社に対し、所有する 14 原発の津波対策について尋ね

た。その結果、すべての原発が一定の津波の高さを想定していたが、浸水を前提とした津波対策に



ついては全電力会社が「津波が施設に直接及ぶことは想定していなかった」と答えた。 

 電力各社は、土木学会が02年に公表した技術書「原子力発電所の津波評価技術」などに基づき、

過去の地震記録なども併せて津波を想定、対策を取ってきた。建設後も、地下の活断層が地震を起

こす確率などの見直しがあれば、津波対策も再評価し、国のチェックを受けている。 

 東北電力の女川原発は最高9.1mの津波を想定。これに対し敶地は海面から14.8mの高さにある

ため、陸地構造物に被害はない――と想定してきた。今回の地震で同原発が受けた津波の高さは不

明だが、同じ宮城県女川町の女川漁港には15m近い津波が襲来したことが判明している。【略】 

 

2011/03/27(日) 毎日新聞 

福島第一原発：海水から1250倍ヨウ素 タービン建屋の水漏出か 

 保安院は26日、福島第一原発の放水口から单へ330m離れた場所で25日午前8時半に採取した

海水から、放射性物質のヨウ素 131 が法律で定められている値の 1250.8 倍の放射能濃度で検出さ

れたと発表した。 

 保安院によると、同濃度の水を 500ml 飲むと、一般人の 1 年間の人工的な被ばく限度と同等の

1mSv になる水準。ほかにセシウム 134 については 117.3 倍、セシウム 137 は 79.6 倍だった。24

日午前に同じ場所で実施した調査結果(ヨウ素131で基準の103.9倍)と比べると、10倍以上に上昇

している。 

 東電は「放射性物質を含んだ水が海水に漏れ出している可能性が高い。(1～3 号機のタービン建

屋地下で見つかった、高い放射能をもった放射性物質を含む)水たまりから出ている可能性も否定で

きない」とし、海水の調査を1日１回から2回に増やす。 

 一方、4 号機の水溜りについて保安院は、地下全般に最大 80cm の深さでたまっていることから

「津波の影響もあると考えている」と述べた。 

 保安院は「長粒に流されて拡散するので、海洋生物に取り込まれるには相当程度薄まる。周辺は

避難区域に指定されており、住民への直接の影響はない」として、人体への直接的な影響を否定し

た。 

 これに対し海、魚と放射性物質の関係について詳しい水口憲哉・東京海洋大名誉教授(資源維持論)

は「1250 倍とは非常に大きな値だ。海では希釈されるが、10～100 倍に薄まったとしても懸念の

残る濃度ではないか。現状では、放射性物質を多く含む水を海に捨てるなということは言えないが、

千葉県沖などを含めた広い範囲の海水の調査をする必要がある」と話す。 

原発北西30km地点：累積放射線2.8ミリシーベルト 

 文部科学省は26日、東電福島第一原発の北西約30km付近の4地点で、23～25日の47～50時

間の累積放射線量が 1323～2829μSv に達したと発表した。1 時間当たりの線量は 24 日までより

減尐傾向にあるが、防御なしで屋外にいた場合の一般の日本人の人工被ばく年間限度は 1000μSv

で、依然高い状態が続いている。【略】 

原発制御長引く戦い 放射能汚染作業阻む 

 東日本大震災で壊滅的な事故を起こした東電福島第一原発1～4号機の復旧作業が難航している。

強い放射能を持つ汚水がタービン建屋に漏れ出し、作業が困難になっている上、原因不明の火災や

発煙も相次ぐ。26日で同原発1号機が営業運転を始めて40年。他の号機を含め運転再開は絶望的

で、それ以前に原子炉を安定的に冷やすのに必要な冷却機能も回復しない。放射性物質の放出が止

まるような、炉の安全な状態になるまでには1か月卖位の時間が必要との見方も出ている。 

冷却回復めど立たず 

 「運転中の原子炉の(冷却)水の1万倍の放射能。通常では考えられない」 

 3 号機のタービン建屋地下 1 階で 24 日、電源復旧のためケーブルを敶設していた作業員 3 人が

強い放射能を持つ汚水で被ばくした事故。25日未明に会見した東電の担当者は苦渋の表情を浮かべ



た。 

 保安院は汚水について「破損した燃料を含む水が、原子炉から漏れ出した可能性が高い」と説明

するが、漏えい場所は不明だ。 

 東電は、汚水を除去するまですべての復旧作業を中断。1号機の汚水は25日からポンプでくみ上

げ、復水器の中に排水している。しかし1号機のタービン建屋は津波で約40cm浸水、大量の水処

理に時間がかかっている。2、3号機も1m以上の水深があり、排水方法も決まっていない。 

 対策が定まらないまま26日には第一原発の放水口付近で採取した海水から、規制値を1250倍上

回る放射性物質のヨウ素131が検出された。他にもセシウム134が117倍と深刻だ。保安院は「雤

で流れていくことはあると思うが、これほど高濃度になるとよく分らない」と頭を悩ます。 

 東電は22日までに、同原発の全6基で外部電源の受電を完了。3号機では中央制御室の照明も点

灯した。今後、タンクにためた真水を原子炉に注入する補給水系ポンプに電源を供給し、原子炉や

使用済み核燃料プールの当面の冷却を行うほか、原子炉内の水を 100 度以下に下げる「冷温停止」

という安全な状態に持ち込むことを目指す。 

 しかし、冷却に必要な電源を供給できるのか、できたとしても正常に動くかは未知数だ。特に 1、

2 号機では、このポンプが津波の浸水で破損。予備のポンプに交換する予定だが、2 号機のタービ

ン建屋では毎時500mSvの高い放射線が計測され、遮蔽などの被ばく対策を施さなければ作業がで

きない。 

 この系統を動かすポンプは原子炉建屋の中にある。さらに高い放射線があることが予想され、立

ち入るめどすらたっていない。保安院は「通常だとさ魚を始めてから約 1 週間で冷温状態になる。

今回はそこに持ち込めるかどうかわからない」と言葉を濁す。 

 NPO 法人「原子力資料情報室」の上沢千尋さんは「電源を失った時点で、一連のトラブルが起

こることは想定できたはずだ。しかし、東電の対応は収束までの見通しを持っているように見えな

い。このままでは冷温停止状態になるのに1カ月程度かかる可能性がある。さらに冷却システムが

機能していないことを考えると、収束までに年卖位の時間を要することもあり得ると話す。 

 同原発 1 号機は 26 日、日本原子力発電所敦賀 1 号機と関西電力 1 号機に次いで、3 番目に運転

40年を迎えた。今年2月には保安院が今後10年間の運転継続を認可したばかり。東電の武藤栄副

社長は26日の会見で、「40年目にこういう事態になるのは残念で申し訳ない。現段階で復旧の見通

しは言えない」と語った。 

1100年前の教訓軽視 09年審議会指摘 東電「情報ない」 

 東電福島第一原発の深刻な事故の原因となった、大津波を伴う巨大地震について、09年の国の審

議会で、約 1100 年前に起きた地震の解析から再来の可能性を指摘されていたにも関わらす、東電

が対策を怠っていたことが分かった。今回の事故について東電は「想定外の津波だった」との釈明

を繰り返している。だが、東電側が審議会の指摘をないがしろにしたことが、前例のない事故の引

き金になった可能性が出てきた。 

 指摘があったのは 09 年 6 月、原発の耐震指針の改定を受け電力会社が実施した耐震性再評価の

中間報告書について検討する審議会だった。産業技術総合研究所(茨城県つくば市)の岡村行信・活

断層研究センター長が、869年に発生したM8以上とみられる「貞観地震」を取り上げ、「非常にで

かいもの(地震)が来ているのがもう分かっている」と、東電が考慮していない理由を問いただした。 

 翌月の会合でも、この地震が、04年のスマトラ沖地震のように幅広い震源域破壊されて可能性が

高いことを指摘し、東電にスマトラ沖地震のような「連動型地震」を想定するよう求めた。東電側

が「まだ十分な情報がない」「引き続き検討は進めてまいりたい」と答えるにとどまった。 

 古文書によると、貞観地震は宮城県沖で発生、津波で約 1000 人が水死したとされる。産業技術

総合研究所などが05～09年、宮城、福島両県で、海岸付近の土砂が津波で運ばれた「津波堆積物」

の分布を調べたところ、当時の海岸線から数km内陸まで浸水したことが判明。福島県内でも同原

発の約7km北の現・浪江町請戸地区で現在の海岸線から約1.5kmの浸水の痕跡があった。同規模



の津波は 450～800 年程度の間隔で、過去に繰り返し起きた可能性も浮かんだ。これらの成果は学

会や論文で報告されている。 

 東電の武藤福社長は25日の会見で「連動した地震による津波は想定していなかった」「貞観地震

を参考にした」地震や津波の予想について共通見解を出すには至っていない状況にあった。学会と

して定まったものがなかった」と釈明した。東電のこれまでの対応に対し、岡村センター長は「原

発であればどんなリスクも当然考慮すべきだ。あれだけ指摘したにもかかわらず、当選からは新た

な調査結果は出てこなかった。『想定外』とするのは言い訳に過ぎない。もっと真剣に検討してほし

かった」と話す。 

スリーマイルから祈り 

 米国史上最悪の放射性物質漏えいとなった「スリーマイル島原発事故」は、1979 年の発生から

28日で32年を迎える。地元では事故の記憶が風化しかけていたが、東電福島第一原発の事故が起

きたことで当時の恐怖感がよみがえっていた。住民たちは、1週間から10日で放射能汚染拡大の危

機が収束したスリーマイル島事故よりも「状況はひどいのではないか」と語り、日本の被災者たち

の苦しみや不安に思いをはせた。 

 州都ハリスバーグの单東約 20km。サスケハナ川の中州(スリーマイル島)に白煙を噴き上げる２

棟の冷却塔が立つ。二つの原子炉のうち、事故が起きた２号機は現存するが閉鎖され、１号機は85

年に稼働再開。川の東側に広がる集落との距離の近さに驚いた。 

 「自分たちの運命は自分たちで責任を持ちたい」。原発周辺の放射線量を監視している市民団体代

表エリック・エプスタインさん(51)が語った。自宅のパソコンには25か所の観測結果が刻々と表示

される。活動の原点だった「事故の深刻さを隠そうとした原発事業者への不信感」を、日本の事故

で改めて思い出したという。 

 当時も放射能に関する情報が混乱し、州政府が原発から半径5マイル(約8km)の住民に避難を勧

告したのは事故から２日目立った。米原子力規制委員会は「健康や環境への影響はごくわずか」と

し、避難対象は妊婦と幼児約5000人だったが、約14万人が避難した。 

 エプスタインさんの目には、発表が二転三転している東電の対応と重なって見える。それでもス

リーマイルの場合、混乱のさなかにカーター大統領が夫人と被災地を訪れたことで「住民の不安解

消に役立った」と振り返った。 

 しかし、「反原発」運動に携わるマリー・スティマスさん(67)は事故後に周辺の動植物に「異変が」

が起きたと写真を見せながら証言し、「福島原発周辺の人々はこれから定期的に健康診断を受けるべ

きだ」と語った。 

 一方、自宅窓から冷却塔が間近に見える看護師デブラ・フォーマーさん(53)は、「原発自体は怖く

なかった」と語った。生後３週間の長女を抱えて避難したが、「本当に怖かったのは、世界から専門

家が集まったのに誰もどう対処してよいか分からず、無力感が漂っただった」。 

 フォーマーさんは、同じ感覚が日本を覆いつつあるのではないかと気がかりだ。「日本政府はでき

るだけのことをしている」ように見え、「東電も提示できる情報がなかったのかもしれない」と言い、

無力感に負けないでと願った。住民の大半は今、原発との「共存」を静かに受け入れている。事故

後に安全管理が徹底されたと評価され、原子力発電所や関連産業が地元の雇用先にもなっているか

らだ。 

 

2011/03/28(月) 毎日新聞 

汚染水1000ミリシーベルト 2号機排出作業できず 

 東京電力は 27 日、福島第一原発２号機のタービン建屋地下で見つかった汚染水の水面から、毎

時 1000mSv 以上の放射線量が検出されたと発表した。測定限界を超えたため正確な値が分からな

いという。3号機でも水面の放射線量が毎時 750mSv と高い値だった。東電はこの日、2号機の汚



染水を復水器へ排出する作業を始める予定だったが、放射線量が高いため作業員の安全確保が困難

と判断し、作業を中断した。再開のめどは立っていない。 

 汚染水から検出され物質の放射能濃度は放射性のヨウ素 131(半減期8日)が1300万Bq、セシウ

ム 134(同 2 年)とセシウム 137(同 30 年)がそれぞれ 230 万Bq など(卖位は 1 立方㌢あたり)。いず

れもウランやプルトニウムが核分裂してできる。 

 2号機では15日、原子炉格納容器につながる圧力抑制プールで爆発が起き、同プールの圧力が急

激に低下。同プールが損傷して穴が開いている可能性がある。14～15日には約７時間半にわたって

原子炉の水位がゼロになる「空だき」の状態になり、核燃料の損傷が他号機より進んでいる可能性

もある。27日会見した東電の武藤福社長は原因について「原子炉由来だと考えている。原子炉格納

容器や圧力容器が破損しているとは考えにくく、弁やポンプが高温高圧で損傷した可能性が高い」

と話した。東電によると、1～4号機のタービン建屋地下すべてで放射性物質に汚染された水が見つ

かり、通常運転時の冷却水と比べた放射性物質の放射能濃度は1、3号機が約1000倍、４号機はほ

ぼ同程度。水面での放射線量は１号機が毎時60mSv、4号機が毎時0.5mSvだった。 

 また、東電は27日、福島第一原発１～4号機放水口单側約330mで26日午後に採取した海水か

ら、基準の約1850倍もの放射性ヨウ素131を検出したと発表した。前日に採取した海水の約1250

倍より数値が上昇。他に、セシウム 134 が約 197 倍、せしうむ 137 は約 133 倍などで、いずれも

前日より高かった。5～6号機の放水口の北約30mで採取した海水でも、ヨウ素131が314倍、セ

シウム134が約36倍など、基準を超える放射性物質が検出された。 

「1000万倍」と誤報 東電 

 福島第一減原発２号機のタービン建屋地下で見つかった汚染水の放射能濃度について、東電が27

日昼の会見で「通常の原子炉運転時の冷却水の 1000 万倍」と発表するミスがあった。濃度を測定

した放射性物質の種類を誤ったのが原因で実際は 5 万～6 万倍。発表後、内閣府原子力安全委員会

は誤計測として再測定を指示、東電は同日夜、「データの吟味が不十分だった」と謝罪し、数値を撤

回した。原子力安全委は 25 日夜発表された 1 号機のデータも誤計測として再測定を指示した。東

電によると、放射性のコバルト 56(半減期 77 日)のデータを、より半減期が短いヨウ素 131(半減期

53分)と謝り、放射能濃度を1立方㌢あたり29億Bqと発表していた。 

福島2号機 炉内で何が  燃料損傷進行か 

 福島第一原発で作業員3にんが被ばくした3号機に続き、1、2、4号機でも放射能を帯びた水が

タービン建屋の床にたまっていることが明らかになった。特に2号機は、水の表面での放射線量が

毎時 1000mSv 以上と、一般人の年間被ばく限度の 1000 倍を 1 時間で超えてしまうほどの高い値

だ。原子炉内で何が起こっているのか。作業にどう影響するのか。 

 第一原発で使われている「沸騰水型軽水炉」は、原子炉内で核燃料の核分裂反応によって出た熱

で水を沸騰させ、その水蒸気を直接タービンに送り込んで発電する。元々、放射性物質を含んだ水

蒸気でタービンを回す仕組みだが、通常は外に漏れない。 

 吉田正・東京都市大教授(原子炉工学)は「非常に高い放射線量だ。原子炉圧力容器内で中性子を

吸収して生成されるセシウム134などが含まれており、炉内の水だろう。2号機は核燃料がかなり

壊れていて、そこを通過した水が何らかのルートで漏れたのではないか」と指摘する。 

 出光一哉・九州大教授(原子力工学)も「放射能濃度からみて、使用済み核燃料プールの水ではな

く、圧力容器内の水の可能性が高い。原子炉圧力容器からタービン建屋への配管には、途中にポン

プや計測機器があり、それらの継ぎ手などから漏れたのかもしれない」と指摘する。 

 東電は、復旧した外部電源を使い、タービン建屋に隣接する淡水タンクからポンプで原子炉内に

注水して炉内の冷却を試みようとしている。現在の注水ルートより高い冷却効果が期待できるが、

2号機ではポンプが故障しており、交換が必要だ。 

 しかし、タービン建屋内の高濃度汚染水のため、27 日夜現在、作業は中断したままだ。東電は、



汚染水をポンプで復水器に排水して除去する計画だが、現場では線量計が振り切れ、正確な放射線

量も分からない状況で難航している。 

 一方、1号機は27日午後から排水量を3倍に増やし、毎時18tを復水器に排水しているほか、3、

4号機は排水方法を検討している。 

誤情報9時間半 

 2号機のタービン建屋で見つかった水に含まれる放射能濃度を巡り、東電と保安院の27日の発表

は大混乱した。当初発表された「1立方㌢当たり29億Bq」というヨウ素134の値は、通常運転中

の原子炉内の水の 1000 万倍という超高濃度。結果的に取り消されたが、9 時間半にわたって誤情

報が流れた。 

 ヨウ素 134 は半減期が 53 分と短く、停止から 2 週間以上経過した原子炉にはほとんどない。高

濃度で検出されれば、炉内で核分裂が続く「臨界」状態の可能性を示唆する一大事だ。だが、核分

裂反応に伴って放出される中性子が検出されず、臨界の可能性は極めて低い。 

 伊藤哲夫・近畿大原子力研究所長は「あり得ない値だと思い、政府に対し確認を求めたところだ

った。専門家が見れば誰もが疑問に思うようなデータをそのまま発表すれば、国民の不信感が増大

する」と話す。 

浪江町70時間3.7ミリシーベルト 

 文部科学省は27日、福島第一原発から北西約30kmの福島県浪江町の国道399号沿いで、23～

26日の70時間の累積放射線量が3.734mSvに達したと発表した。25日までの50時間の2.829mSv

から大幅に増えたが、増加率は徐々に低下している。【略】 

千葉・旫産野菜11種に 放射性ヨウ素規制値超え 

 千葉県旫市は26日、同市産の春菊など11種類の野菜から、国の暫定基準値(1kg当たり2000Bq)

の4倍に当たる最高8300Bqの放射性要絵尾を検出したと発表した。同市では葉物野菜の出荷を22

日から自粛している。【略】 

給水の成果「不確か」ＩＡＥA事務局長 

 IAEAの天野之弥事務局長は26日、福島第一原発事故について、使用済み核燃料プールを冷却す

るための給水作業の成果がいまだ不確かであるとの見方を示した。米紙ニューヨーク・タイムズと

の電話インタビューで答えた。 

プールが外気にむき出しになっている 3、4 号機では生コンクリート圧送機などによる給水作業

が続いている。これについて天野氏は、プールを水で満たしても冷却機能が回復しなければ燃料の

温度は上がり、新たに放射性物質が放出される危険が高まると指摘。特に4号機に強い懸念を示し

た。4号機建屋は水素爆発で激しく損傷。燃料棒露出の可能性が指摘されていた。 

 

2011/03/29(火) 毎日新聞 

建屋外にも汚染水 2号機1000ミリシーベルト 

 東電福島第一原発 1～3 号機のタービン建屋地下に、高い放射線量の汚染水がたまっている問題

で、東電は28日、1～3号機タービン建屋の外にある「トレンチ」と呼ばれるトンネル状の穴から

も汚染水が見つかったと発表した。放射線量は最も高い 2号機で1時間当たり1000mSv以上と、

建屋内と同程度。トレンチは放射線管理区域の外にあり、保安院は東電に対して同日、新たに地下

水のモニタリングを実施するよう口頭で指示した。 

 東電によると、水が見つかったのは27日午後3時半ごろ。線量はその直後に測定された。2号機

以外の水面の放射線量は1号機が0.4mSv、3号機はがれきがあるため近寄れず測定できなかった。

周辺の大気中の放射線量(1 時間当たり)は▽1 号機 0.4～1mSv▽2 号機 100～300mSv▽3 号機

0.8mSvだった。 

 トレンチはタービン建屋と海との間にある凹字型のトンネルで、非常用電源を冷やすための海水



が通る配管や、海水をくみ上げるポンプのケーブルなどを納めている。人が入って点検できる大き

さで、容積は1号機が約3100㎥、2号機が6000㎥、3号機が4200㎥。普段は水がない場所だが、

現在は1～3▽号機とも地表付近まで水で満たされている。 

 班目・原子力安全委員長は「海中への漏えいは海洋汚染を、地下への漏えいは土壌汚染を引き起

こす。海水のモニタリングの結果では、現在のところ(2号機の汚染水の)影響はないと判断している

が、今後監視を強化すべきだ」と話す。 

放射線量高く遺体搬送できず 福島原発10km圏 

 警察庁は 28 日、東電福島第一原発の半径 10km 圏内で見つかった遺体の収容を見合わせたこと

を明らかにした。遺体から計測された放射線量が高く、搬送は危険だと判断した。放射線を浴びた

遺体は今後も原発周辺で発見される可能性があり、取扱いが課題になりそうだ。 

 警察庁によると、遺体は成人男性で、27日に通報を受けた福島県警の警察官15人が、第一原発

から5～6kmの地点にある大熊町の作業所敶地内で確認した。警察官は防護服などを着装して現場

に向かい、発見場所で遺体の体表の放射線量を計測。10 万 cpm まで測量できる計器の針が振り切

れたため、搬送を見合わせた。搬送中に周辺にいる人を被ばくしたり、搬送先で放射線が拡散する

ことを警戒したという。遺体は袋に入れて一時的に建屋内に安置している。 

セシウム 飯舘、最高値287万ベクレル 

 文部科学省は28日、福島第一原発から北西約40kmの福島県飯舘村で26日に採取した雑草1kg

当たりから、過去最高値の放射性セシウム 287 万 Bq を検出したと発表した。。北西約 45km の川

俣町でも過去最高値のセシウム57万1000Bqを検出。これまで減尐傾向だった2地点で急増した。

文科省は「採取場所が全く同じ場所ではなく一概に評価できないが、高いレベルの放射性物質が残

留していることは確かで、農作物への影響を注視する必要がある」と説明した。【略】 

海藻類 ヨウ素付着しやすく 

 福島第一原発の建屋外で汚染水が見つかり、海水からも基準の約 1850 倍のヨウ素 131などが検

出されている。今後も漏えいが続けば、水産資源や土壌などへの影響が懸念される。 

 吉田正・東京都市大教授(原子炉工学)は「元々、タービン建屋にある復水器は、海水を引き込ん

で蒸気を冷却する仕組みで、海との関連が深い施設と言える。海への漏えいもあり得る」と指摘す

る。 

 海に漏れている場合の影響はどうか。稲葉次郎・元放射線医学総合研究所研究総務官(放射線防護)

は「放射線物質量がどれぐらい漏れたかにもよるが、海に入っても海流などによって希釈される。

すぐには海産物や人への影響には結びつかないだろう」と話す。 

 一方、海や魚と放射性物質の関係に詳しい水口憲哉・東京海洋大教授(資源維持論)は「生物の体

内で放射性物質が濃縮されるため、魚介類への影響が懸念される。特に海藻類はヨウ素131が付着

しやすい」と危惧する。 

 海だけでなく、土壌の汚染水が漏れ出て可能性も否定できない。竹村康行・学習院大教授(放射化

学)は「周辺の土壌の状況にもよるが、ヨウ素やセシウムは土壌に吸着しやすいので、一般的には地

下水には行きにくい」とみている。 

仏原子力企業に東電が支援要請 

 東京電力が福島第一原発事故で、フランス電力や核燃料会社アレバなどフランスの原子力関連企

業・機関に支援を要請したことが分かった。ベッソン産業・エネルギー・デジタル経済担当相が28

日、ラジオ番組で明らかにした。 

 ベッソン担当相は「東電からの支援要請は初めて」とした上で、フランスの原子力庁にも要請が

来たと述べた。 

関電社長：原発再開「計画通り」 点検中3基、プルサーマルも 

 関西電力の八木誠社長は 28 日の定例会見で、定期検査中の原発 3 基の運転再開と今後予定して



いる高浜原発 4 号機(福井県高浜町)でのプルサーマル発電について「粛々とやっていく」と述べ、

従来の計画通りに進める考えを示した。東日本大震災を受けて九州電力が玄海原発(佐賀県玄海町)2、

3号機の運転再開の延期を決めており、電力会社間の方針に差が出ている。 

 点検中の原発は美浜原発1号機(福井県美浜町)、高浜原発1号機、大飯原発3号機(福井県おおい

町)の3基。八木社長は「国が新たに示すガイドラインには対応した上で再開したい」とした。一方、

今秋に示す美浜原発 1 号機のリプレース(置き換え)については「後継機の構想など新たな原子力問

題については言及できる段階ではない」とした。 

 また新たな津波対策として 28 日、緊急時の電源確保に使う電源車を新たに 19 台配備し、合計

22 台を全 11 基(各 2 台)に配備した。さらに原子力事業本部や各原発に原子力災害防止対策担当を

配置し、「想定を大幅に超える過酷事故」への体勢を強化した。八木社長は28日の会見で「資源が

乏しい我が国の切り札は原子力。将来的にはそういう方向だろう」と改めて原発の必要性を示した。

また、同日発表した 11 年度の供給計画については「見極めが困難」として震災の影響を織り込ま

なかった。 

「上関」建設工程変更も 

 中国電力の山下隆社長は28日、広島市の本社で会見し、上関原発(山口県上関町)建設計画につい

て「エネルギーセキュリティー確保や地球温暖化防止の観点からも必要な電源」と述べ、計画を進

める考えを明らかにした。 

 福島第一原発の事故を受けて、同社は山口県知事などの要請を踏まえ、上関原発の敶地造成工事

を一時中断したが、予定地周辺での追加調査は続けている。今後について山下社長は(原発の)安全

対策が国レベルで検討がなされる中で建設工程の変更も考えられるが、、現時点では具体的に申し上

げられない」と話すにとどまった。 

 運転中の島根原発 2 号機(松江市)については「建物への浸水対策など、津波が想定を超えても対

応できる応急対策を講じて安全は確保されており、慎重に運転を続ける」と話した。建設中に不備

が見つかった同原発3号機は、部品の分解点検をする茨城県日立市の工場が被災し、操業再開の見

通しが立っていない。このため、来年3月予定の運転開始が遅れる可能性を示唆した。 

 

2011/03/30(水) 毎日新聞 

敶地からプルトニウム 燃料棒損傷裏付け 

 東京電力は 28 日、福島第一原発の敶地内 5 か所の土壌から毒性の強い放射性物質のプルトニウ

ムが検出されたと発表した。うち 2 か所は成分の特徴から一連の事故で放出された可能性が強く、

枝野官房長官は 29日の会見で「燃料棒から出ているのはほぼ間違いないだろう」と述べた。11 日

の被災以来指摘されていた核燃料や格納容器の損傷の可能性を裏付けた。また、タービン建屋にた

まった高い放射線量のあるたまり水の除去作業が続けられた。 

圧力容器も損傷か 

 プルトニウム濃度について、東電は、20世紀半ばに繰り返された大気圏核実験の際、日本に降っ

たものと同等で、人体に影響はないとしている。 

 調査は21、22日に実施した。1、2号機から0.5～1km程度離れた5地点で土壌を数百グラム採

取し、日本原子力研究開発機構が分析した。その結果、全地点の土壌から原子炉内で発生するプル

トニウム239、240が検出され、うち2地点からはプルトニウム238も検出された。 

 大気圏核実験では为にプルトニウム 239、240 が大気中に放出され、238 はほとんどないことか

ら、東電はこの2か所での検出は事故に由来しているとみている。 

 プルトニウムは、被災時運転中だった1～3号機の炉心▽1～6号機の使用済み核燃料プール内の

核燃料▽3 号機で使用していた MOX 燃料のいずれにも含まれる。今回検出されたプルトニウムの

由来について東電は「特定はできない」と話した。 



 保安院は「現状のレベルでは健康影響は考えられないが、燃料棒の損傷があることを示している。

放射性物質が漏れないようにする(原発に)あるべき五重の壁が破れたことになり、憂うべき事態だ」

と述べた。 

 一方、東電は、1 殻号機のタービン建屋地下に溜まり、復旧作業を妨げている水の除去に向けた

作業を進めた。このうち、3 号機はたまり水を入れる予定の「復水貯蔵タンク」に水が入っている

ため、同タンクの水を「サージタンク」に送り込み、服す貯蔵タンクを空にする作業を進めた。ま

た、4号機の中央制御室の照明が29日復旧した。これで同原発の全6基で照明が再開された。 

安全委が見解 

 福島第一原発について、内閣府原子力安全委員会は 29 日、高い放射性物質を含む汚染水が漏れ

出している2号機の原子炉圧力容器が損傷している可能性が高いとの見解を示した。会見した代谷

委員は「圧力容器内は高温なのに圧力が上がってこない。どこかが損傷している可能性がある」と

説明した。 

 圧力容器は厚さ16cmの鋼鉄製で、核燃料を封じ込めるための最も重要な防護壁と言える。しか

し、2 号機では表面の放射線量が 1 時間当たり 1000mSv 以上の汚染水がタービン建屋やその外で

見つかった。これまで、政府や東電は漏えい経路について「原子炉内で破損した核燃料に触れた水

が、何らかの経路で漏れた」とみている。 

放射性ヨウ素 福島で2万3000ベクレル 

 文部科学省は 29 日、福島県(福島市)の雤などの提示降下物 1 ㎡当たりから、放射性ヨウ素

23000Bq、放射性セシウム 790Bq が検出されたと発表した。東日本大震災発生以降、福島県では

水道水や土壌などの放射性物質測定のため計測機器が足りず、提示降下物の調査が出来ていなかっ

た。高木文科相は「直ちに原子力安全委員会で分析するが、茨城県ひたちなか市でヨウ素93000Bq

が検出された際は健康に被害はないと判断された」と説明した。【略】 

「東電社長逃亡」米紙が報道 

 米ワシントン・ポスト(電子版)は 29 日、「経営者が雲隠れ」との見出しで、福島第一原発事故発

生から 2 日後の 13 日以降、公の場に姿を見せていない東電の清水正孝社長を批判する記事を掲載

した。 

 同紙は、問題が起きた際に連絡が取れなくなるのは、日本の経営者や政治家によくあることだと

指摘。その上で、社長の行動を「理解できない」とする西岡参院議長の発言や、メディアの間で社

長の刑事責任を問うよう求める意見が出ていることを例に挙げ、批判が強まっていることを伝えた。 

 記事は「誰もが清水者要は辞任することになると思っている」と指摘する一方で、「電力会社と政

治家、原子力規制当局の緊密な関係を引き離さなければ解決にはつながらない」とする日本国民の

声を紹介した。 

 東電は27日、清水社長が16日に過労から体調を崩し、政府・東電の統合連絡本部を数日間離れ

ていたことを明らかにした。現在は本部に復帰した。 

 

2011/03/31(木) 毎日新聞 

1～4号機「廃炉」 東電会長安定めどなし 

 東電の勝俣会長(71)は30日、被災後初めて、東京都千代田区の本店で会見、放射性物質漏れを起

こした福島第一原発について「1～4 号機は廃止せざるを得ない」と述べ、廃炉の方針を表明した。

また原発の状況については、「原子炉を冷やすことに全力を尽くすが、最終的に安定するにはかなり

の時間がかかる」と述べ、冷却機能が復旧し原子炉が安定するまでのめどが立っていないことを明

らかにした。 

 勝俣会長は「社会の皆様に大変な不安を与え、心からおわびする」と謝罪。「今回の津波で大惨事

を引き起こした意味合いでは、対策が不十分だった」と述べ、不備を認めた。その上で、原発事故



で地域住民や農産物、企業などに生じた損害については「最大限の補償をしたい」と述べ、原子力

損害賠償法に基づき、政府の支援を受けながら損害賠償に対応する意向を述べた。 

 勝俣会長はまた、事故対応について「まずさは感じられない。現場で電気が消え、通信も途絶し、

いろいろな作業が予定より長くかかった」と述べ、東電の対応に問題はなかったとの認識を示した。

ただ、水素爆発などの情報開示が遅れたと指摘されていたことについて「通信手段が途絶えていて

官邸への連絡が遅れた。情報の遅れミスについては対策を強化している」と釈明した。 

 一方、夏の電力不足については、数カ月程度で建設できるガスタービン発電を既存の火力発電所

敶地内で増設するなどし、、供給力を現行の見通し(7月末時点に4650万kw)より増やす方針を示し

た。 

单放水口の海水：ヨウ素3355倍 

 東電は30日、福島第一原発の单放水口(1～4号機用)から单へ330m地点で29日午後に採取した

海水から、法令限度の 3355 倍の濃度の放射性ヨウ素 131 を検出したと発表した。26 日午後に約

1850 倍の放射性ヨウ素が検出されていたが、さらに上昇した。北放水口(5、6 号機用)の北約 30m

付近の海水からも、29 日午後、1262.5 倍の放射性ヨウ素が検出された。また、放射性物質が飛散

しないように、31日から敶地内に液体状の十四を散布することを明らかにした。 

復水タンク空け汚染水除去に道 

 福島第一原発の 1～3 号機でタービン建屋の地下や付近で高い放射線量を持つ汚染水が見つかっ

た問題で、東電は30日、同建屋に隣接する1～3号機すべての復水貯蔵タンクを空にすることがで

きる見通しを示した。 

東電は各貯蔵タンクの水を「サージタンク」という別のタンクに移す作業を続けている。現在、満

杯状態の復水器の水を空けて汚染水を復水器に入れる作業が進み、中断している冷却機能の復旧に

向けた作業が前進する可能性が出てきた。【略】 

20km圏内「警戒区域」検討 

 枝野官房長官は30日の会見で、政府が避難指示を出している福島第一原発の20km圏内に関し、

法的に立ち入りを禁止したり退去を命じることができる「警戒区域」への切り替えを検討する考え

を示した。避難指示には強制力がなく、家財持ち出しなどを目的に一時帰宅する住民が増えている

として、福島県が同日、政府に警戒区域の設定を要望していた。警戒区域は災害対策基本法に基づ

くもので、違反者には罰金などが科せられる。 

汚染「海中、海底でも」 

福島第一原発の周辺で文部科学省が実施している環境中の放射性物質の調査結果について、内閣府

原子力安全委員会は30日、「浅海で上層水と下層水の混合が認められる」として、魚や海藻への影

響の大きい海中や海底でも放射性物質による汚染が進む恐れがあるという見解を明らかにした。 

 文科省によると、原発から約 30km 沖合の観測点の一つで、海底から 10m 上の水深 137m から

採取した海水を分析したところ、1リットル当たりヨウ素131が2.17Bq、セシウムが8.64Bq検出

された。 

 いずれも表層水の半分から 1/3 の濃度。松尾多盛・同委員会緊急事態応急対策調査委員は「まだ

漁撈は行われていないが、今後、海産生物への濃縮についても、測定を重ねて安全性を確かめてい

くことが必要だ」と話した。 

沸騰水型 裏目に 炉心底部加熱弱く 

  被災した東電福島第一原発の原子炉は、「沸騰水型軽水炉(BWR)」と呼ばれる。国内の商用炉

の6割を占めるが、今回の事故によって起きた大量の放射性物質の放出や汚染水の問題は、この構

造が裏目に出た可能性がある。核燃料が過熱によって損傷し、核燃料を厳重に閉じ込めている「原

子炉圧力容器」の底部から外部に漏れ出していると関係者はみている。 

 BWR はウラン燃料の核分裂で発生する熱で水を沸騰させ、生まれた蒸気でタービンを回して発



電する。 

 二ノ方寿・東京工業大教授(炉心安全性)によると、水滴を含んだ蒸気を乾かす装置が圧力容器(高

さ約 22m)の上部にあるため、燃料棒の核分裂反応を止める制御棒は容器の底から通す構造になっ

ている。圧力容器は厚さ約16cmの鉄鋼でできているが、底部には制御棒や中性子計測管を貫通さ

せる100本以上の配管がある。一方、商用原子炉のもう一つの型「加圧水型(PWR)」は、制御棒を

上から差し込む構造。世界全体では PWR が多いが、PWR も配管の破断などの事故が目立つ。79

年に事故を起こした米スリーマイル島原発はPWRだ。 

 現在、福島第一原発で発生している高濃度の汚染水や放射性物質は、圧力容器の底から漏れ出し

たものだと専門家は見る。 

 奈良林直・北海道大教授(原子炉工学)は 2 号機について「溶け落ちた高温の燃料が配管の表面や

溶接部分を溶かして穴を開け、管内を伝わって尐しずつ格納容器内に漏れ落ちたのでは」と推測す

る。小林圭二・元京大原子炉実験所講師も「損傷しているとすれば底の部分だろう。貫通部の溶接

部分が損傷してすき間ができ、ここから漏れている可能性が高い」と指摘する。【略】 

 

2011/04/01(金) 毎日新聞 

首相：原発増設は白紙 エネ基本計画再検討 

 管首相は 31 日、来日したフランスのサルコジ大統領との共同記者会見で、原発を 30 年までに

14 基以上新増設するとした政府の「エネルギー基本計画」に関し、「どういうエネルギー政策を進

めていくか、改めて議論する必要がある」と述べ、再検討する考えを示した。首相は共産党の志位

委員長との同日の会見でも「見直しを含めて検討する」と語り、計画通りの増設は事実上、困難と

の認識を示した。 

 昨年 6 月に策定された基本計画は、エネルギー自給率を 30 年に倍増させることにを目標に原発

の新増設推進を打ち出し、「20年までに9基、30年までに14基以上」と明記した。これについて

志位氏は「到底国民の理解は得られない」と指摘。首相は「白紙というか、見直しを含めて検討す

る。エネルギー政策全般を検討したい」と応じたという。 

飯舘で避難基準超え 福島原発40km  IAEAが測定 

 福島第一原発から約40km離れた福島県飯舘村で測定されて放射線レベルが、IAEAの避難基準

を超えていたことが 30 日、分かった。IAEA はウイーンでの記者会見で、同原発から 20km 以内

を避難指示圏に設定している日本政府に対し、、状況を「注意深く」評価するよう勧告したことも明

らかにした。【略】 

累積放射線量 福島・浪江町で7490マイクロシーベルト 

23～30日 年間限度の7倍超 

 文部科学省は31日、福島第一原発から北西約30kmの福島県浪江町の国道399号沿いで23～30

日の166時間の累積放射線量が人工被ばく年間限度(1000μSv)の7倍超となる7490μSvに達した

と発表した。その他に累積放射線量が年間限度を超えたのは北西 30km の飯舘村で 4449μSv、西

北西30kmの浪江町の別の地点で3428μSv。 

 30 日に採取した水道水 1kg 当たりでは 10 都県で放射性ヨウ素 0.35～17Bq、5 都県で放射性セ

シウム 0.45～3.4Bq を検出。文科省が調査を始めてから初めて、新たに岩手県で放射性ヨウ素が

0.36Bq検出された。【略】 

海水のヨウ素4385倍 单放水口 

 東電は31日、福島第一原発の单放水口から单330m地点で30日午後に採取した海水から、法令

限度の4385倍の濃度の放射性ヨウ素131を検出したと発表した。29日に同地点で採取された3385

倍を超え、これまでの最高値。また、北放水口の北約 30m 付近の海水からも、30 日午前、1425

倍の濃度の放射性ヨウ素が検出された。上昇傾向が続いていることから、保安院は 31 日、海水や



地下水の監視を強化することを明らかにした。 

 保安院の西山英彦審議官は会見で「数値は段々と増えているが、原発から20km以内は避難区域

に指定され、漁業は行われておらず、周辺住民に直ちに影響はない。放射性物質は潮流に流され、

拡散によって薄まる」との見解を重ねて示した。 

各国支援が本格化 

 福島第一原発事故に対し、米国をはじめとした世界各国や IAEAなど国際機関は、一刻も早い事

態収拾のための機材や人的分野の協力を惜しまない姿勢を打ち出し、支援が本格化し始めた。その

反面、事故から3週間近く経ても日本側の受け入れ態勢が整っていないとして、各国にいら立ちも

広がっている。 

 米国は 31 日に海兵隊の放射能専門部隊約 140 人の派遣を決めた。部隊はメリーランド州の専門

部隊に属し、被ばく者の除染や放射能探知などが为任務。部隊は当面現地で活動せず、緊急事態に

備えて陸上自衛隊の中央特殊武器防護隊などとの情報共有を図るとし、防衛省の折木統合幕僚長は

31日、「日米の態勢強化で国民に安心を持っていただけると確信している」と強調した。 

 また、東電は原子炉冷却に海水を用いてきたが、米政府は「炉心などの腐食」を忠告。真水を積

載するバージ船2隻や給水ポンプ1基の提供提供につながった。このうち1隻(容量1100t)が30日、

停泊中の小名浜港から出港し、31日に原発に到着した。 

 高濃度に汚染された場所の作業を可能にするため、米エネルギー省は 29 日、アイダホ国立研究

所から「タロン」ロボット1台を日本へ輸送すると表明。マサチュウセッツ州に本社のあるアイロ

ボット社は、放射線で無線が使えなくても光ファイバーケーブルによる遠隔操作が可能な特殊ロボ

ット4台を自衛隊に輸送した。 

 このほかドイツのメルクル首相は 30 日、原子炉の修復や汚染物質の除去に使用できる特殊な無

線操縦装置の提供を申し出た。中国は放水作業用に生コン圧送機を提供。フランスは防護服や放射

線計測機のほか、原子力関連企業の汚染水処理専門家を派遣。IAEA も放射線分析の専門家らを派

遣している。 

 国際支援の申し出が増える一方で、日本側が原子炉冷却など事故対応だけに注力し、事故収束後

を見据えた戦略的取り組みが不十分だとの指摘がある。 

 各国が日本支援に熱心なのは、「国際社会が協力して対処する必要がある」(天野 IAEA事務局長)

との危機感から来る。中国、インドなど新興国が原発計画を見直して石油依存度が高まれば、「エネ

ルギー価格が上昇し、世界経済への打撃が大きい」(国際エネルギー機関)ほか、国際的な気候変動

策にも影響する。事態収拾が長引けば、自国の原子力政策への影響も深刻となる。 

 IAEAや各国は、原子力事故などが発生した際の国際協力の細目を定めた「原子力事故援助条約」

の活用を当初から要求。同条約には、各国が提供した機器が汚染され、使用不可能になった場合の

賠償措置なども盛り込まれ、日本の対応に注目が集まる。しかし「現時点ではこれに基づく要請は

していない」のが実情だ。 

IAEA 元高官は「東京電力、保安院、官邸が国内だけでなく、外国の専門家の意見も集めて事故対

策を進める必要がある」と指摘し、「(対応が)後手後手に回っている」と不満を漏らした。【略】 

給水ポンプの復旧めど 原子炉冷却対策本格化へ 

 31日、原子炉の冷却システムを支える海水ポンプの復旧にめどが立った。今後、ポンプと外部電

源をつなぐ作業に入る。正常に働けば、原子炉の冷却に向けた対策が本格化する。 

 海水ポンプは、炉内から出てきた高温の水を冷ます熱交換機に、常に冷たい海水を供給するため

の機器。津波ですべてが電源とともに動かなくなり、1～4号機では原子炉や使用済み核燃料プール

の冷却ができず、水素爆発などが起きた。 

 東電はすでに2、3号機で仮設海水ポンプの設置を完了。1、4号機にも設置の見通しがたった。

中央制御室まで来ている外部電源に接続し、海水ポンプによる冷却システムの復旧を急いでおり、



東電は「原子炉に水を入れているだけの現状から、冷却システムを動かすことで 5、6 号機のよう

に早く安全な状態に持ち込みたい」と話す。 

 

2011/04/02(土) 毎日新聞 

福島第一原発 危機に「日米一体」 放射能部隊140人来日 

 福島第一原発から放射性物質が漏えいしている問題で、日米両政府が異例の協力態勢を敶いてい

る。米海兵隊の放射能専門部隊約 140 人が 2 日にも来日し、陸上自衛隊と共同対処の検討に着手。

また米原子力規制委員会(NRC)や在日米軍、日本の関係省庁担当者らが合同協議機関を設けて、放

射性物質の遮蔽方法など具体策を協議している。震災を機に「米国の強い意向を受けた危機対応の

日米一体化」(外務省幹部)が進んでいる。 

 「日米のチームは非常にうまくやっている。日本側が必要なものはいつでも提供する」・オバマ大

統領は3月30日、管首相と電話で協議し、原発対応への強力な支援を表明した。 

 米海兵隊の放射能専門部隊は、米メリーランド州にある化学、生物、放射性物質、核、爆発物

(CBRNE)に対応するための専門部隊「CBIRF」に所属。放射線の探知や分析、被ばく者への除染、

放射線治療を任務とし、01 年の米同時多発テロを機に約 450 人に増強された。到着後は米軍横田

基地に待機し、陸自と情報を共有するほか、原発での緊急事態に備える。 

 また、第一原発の冷却に必要な真水を補給するため米軍から提供されたバージ船 1 隻が 1 日夕、

注水活動を開始。2 隻目も小名浜港から第一原発へ向かった。米軍が捜索・救援や物資輸送を実施

してきた「トモダチ作戦」も、今後は重点を原発対応に移す方針だ。 

放射性物質 東電、海洋生物調査へ 

 第一原発周辺の海水で、放射性物質が高濃度で検出され続けているのを受け、東電は1日までに、

海草や魚介類など海の生物の汚染についても調査する方針を決めた。炉心から発生するとみられる

汚染水の外部への漏えい源が判明せず、海への放出が止まらないためだ。政府も汚染の広がりを懸

念して沖合の調査地点を増やすなど監視の強化に乗り出した。 

 保安院と東電は1～4号機用の单放水口から单に330m地点で3月20日に採取した海水から、法

令限度の4385倍に当たる1立方㌢当たり180Bqの放射性ヨウ素131を検出。半減期が約30年と

長いセシウム137も47Bqを検出した。いずれも事故後最高の値で、通常は放射性廃棄物として処

理される原子炉冷却水とほぼ同じ濃度だった。 

 ヨウ素は同25日に約1250倍と急上昇した。27～28日にいったん下がったが、29日以降再び上

昇した。さらに、5、6号機用の北放水口から北に30mの地点で26日以降ヨウ素の数値が上昇し、

30日午前には1425倍となった。 

飛散防止剤を散布 汚染水玉つき作戦継続 

 東電は1日、高い放射線量が続く第一原発敶地内で飛散防止剤の散布を始めた。放射性物質に汚

染された砂やほこりが舞い上がって作業員が吸い込んだり、敶地外へ飛散するのを防ぐ応急措置。

飛散防止剤は、道路の切り通しや法面などが崩れるのを防ぐために吹き付ける目的で民間企業が開

発した製品で、放射性物質を除去する働きはない。 

 同原発の専用港に到着した米軍のバージ船から 1～3 号機の原子炉冷却用の真水を補給する作業

も1日午後始まった。1隻で1300tを運び、1～4号機共通のろ過水タンク(8000t)に送水した。 

 一方、1～4号機のタービン建屋地下にたまった大量の汚染水を、さまざまなタンクを経由して除

去する「玉つき作戦」は1日も続けられた。 

安全委が苦言 「保安院から報告遅い」 

 深刻な事態に陥っている福島第一原発事故について、内閣府原子力安全委員会の代谷誠治委員は

1 日の会見で、「保安院からデータが来るのが遅い。報道を見て『えっ』と思うことがたまにある」

と述べ、政府内での情報共有が不十分との認識を示した。 



 原子力施設でトラブルがあった場合、通常なら委員会を開いて保安院からの事故報告を受けるが、

今回は事態が進行中でもあり、正式な事故報告はまだないという。 

 この日、放射性物質の飛散防止のために実施された樹脂散布についても、事前に正式な報告はな

いという。 

揺れの加速度耐震基準超す 

 東電は1日、福島第一、第二原発の各号機別の揺れの観測結果を公表した。揺れの最大加速度は

第一原発の2号機で550ガル。耐震性の基準値(438ガル)をやや上回った。3号機も507ガル(基準

値441ガル)、5号機も548ガル(同452ガル)といずれも東西方向の揺れで想定を超えていた。中央

制御室の電源回復で初めて全号機の確認ができたという。 

 

2011/04/03(日) 毎日新聞 

取水口 立て坑にに亀裂 2号機汚染水海へ流出 

 漏電は2日、福島第一原発2号機の取水口付近でピットと呼ばれるコンクリート製立て坑から毎

時 1000mSv を超す高い放射線量を持つ汚染水が見つかったと発表した。側面には亀裂が入り、ピ

ット内の水が海に流出しているのが確認された。東電はピットにコンクリートを流し込み、亀裂を

応急的にふさいで水の流出を防ぐ作業をはじめた。保安院は、付近の海水から検出された高濃度の

放射性物質の漏えいルートの一つとみており、東電にピット内の汚染水と海水の分析を指示した。 

 東電によると、見つかったのは2日午前9時半ごろ。ピットは電源ケーブルなどが収められ、長

さ1,9m、幅1.2mで深さ2m。水が約10～20c,mたまっており、放射線量を測ったところ、水面か

ら約1.2～1.4m地点で毎時1000mSvを越え、地表付近のピット最上部で毎時400mSvあった。ピ

ットの海に面している部分に縦約20cmの亀裂があり、水が流れ出ていたという。 

建屋、汚染水タンクに  保安院計画 

 第一原発 1～4 号機タービン建屋地下などで放射能を帯びた汚染水が見つかった問題で、保安院

は2日、津波の影響とみられる浸水で使用できなくなっている汚染水処理施設「集中環境施設」の

一つの建屋を汚染水のタンクとして利用する計画があることを明らかにした。【略】 

汚染水 どう処理  放射線量高く対策必要 

【略】 

農家「放射能止めて」 米もダメ、「どう生きれば」 

【略】 

 

2011/04/04(月) 毎日新聞 

「なぜ東電は指示聞かない」 『自为的措置』が裏目 

 東日本大震災から一夜明けた3月12日午前6時過ぎ。管首相は陸自ヘリで官邸屋上を飛び立ち、

被災地と東電福島第一原発の視察に向かった。 

 「総理、原発は大丈夫なんです。構造上爆発しません」。機内の隣で班目春樹・内閣府原子力安全

委員会委員長が伝えた。原発の安全性をチェックする機関の最高責任者だ。第一原発は地震で自動

停止したものの、原子炉内の圧力が異常に上昇した。東電は格納容器の弁を開放して水蒸気を逃が

し、圧力を下げるベントを前夜から迫られていた。班目委員長は「視察の前に、作業は当然行われ

ていたと思っていた」と振り返る。だが、着手は遅れた。 

 8 時過ぎ、管首相は第一原発を後にして再びヘリに乗り込む。放射線量を測る胸ポケットの線量

計が鳴った。管首相は官邸に戻った後、周囲に「原発は爆発しないよ」と語った。 

 1号機でようやくベントが始まったのは午前10時17分。しかし午後3時半過ぎに原子炉建屋が

水素爆発で吹き飛ぶ。「原発ドミノ」の始まりだった。致命傷ともいえる対応の遅れは、なぜ起きた

のか。 



     ◆ 

 11日、東電の勝俣会長は滞在先の北京で震災の一報を知る。機構はよく2日。清水社長も出張先

の関西から帰京できない。東電はトップ不在のまま対策本部を置く。 

 一方、官邸の緊急災害対策本部。当初、直接東電とやり取りするのではなく経済産業省原子力安

全・保安院を窓口にした。「原子炉は現状では大丈夫です」。保安院は東電の見立てを報告した。 

 しかし、事態の悪化に官邸は東電への不信感を募らせる。午後 8 時半、2 号機の隔離時冷却系の

機能が失われたことが判明する。電源車を送り込み、復旧しなければならない。「電源車は何台ある

のか」「自衛隊で運べないのか」。首相執務室にホワイトボードが持ち込まれ、自ら指揮を執った。 

 官邸は東電役員を呼びつけた。原子炉の圧力が上がってきたことを説明され、ベントを要請した。

しかし東電は動かない。マニュアルにはあるが、日本の原発で前例はない。放射性部質が一定程度、

外部へまき散らされる可能性がある。 

 「一企業には重すぎる決断だ」。そんな声が官邸に聞こえてきた。電源さえ復旧し、冷却機能が安

定すればベントの必要もなくなる。 

 翌 12 日午前 1 時半、首相は海江田経産相名で正式にベントの指示を出した。だが、保安院は行

うかどうかについて「一義的には東電が決めること」という姿勢を変えない。国が電力各社に提出

させている重大事故対策は「事業者の自为的な措置」とされている。 

 「東電はなぜ指示を聞かないのか」。官邸は困惑。首相は「ここに居ても何も分らないじゃないか。

行って原発の話ができるのは、俺以外に誰が居るんだ」。午前2時、視察はこうして決まった。 

 事故を防ぐための備えは考えられていた。それでも起きた時にどう対応できるか。班目委員長は

「自分の不明を恥じる」と言った上でこう述べた。「その備えが足りなかった」 

2号機立て坑亀裂 樹脂流し込み 汚染水量変化なく 

 2 号機の取水口付近にあるピット側面の亀裂から高い放射線量の汚染水が海に流出している問題

で、東電は3日、汚染水の流入経路と思われるピットとつながる電源トレンチを特殊な樹脂などで

塞ぐ作業を実施した。しかし、汚染水の流量に変化はなく、東電は「4日朝まで効果を見守りたい」

としている。【略】 

東電 震災前の増設計画提出 

 東京電力が3月末に提出した11年度の電力供給計画に福島第一原発の7、8号機増設計画を盛り

込んでいたことが2日、分かった。福島県の幹部は「3月26日に東電側から説明を受けたが、とん

でもない話で認められないと伝えた」としている。 

 新年度の供給計画は、電気事業法に基づき前年度末までに経済産業相などに提出することが電力

会社に義務付けられている。 

 東電は 3 月 23 日に東日本大震災の影響を受けた供給計画の見直しが年度末までに間に合わない

として、震災の影響を考慮していない計画を提出する方針を公表。同時に震災の影響を踏まえた計

画を再提出することを発表していた。経産省は11年度について供給計画の公表を見送っている。 

4号機建屋地下に汚染水を一時貯蔵 

 保安院は 3 日、福島第一原発 4 号機のタービン建屋地下部分を、同 1～3 号機のタービン建屋で

見つかった汚染水の貯蔵場所確保のため、一時的に水のタンクとして利用することを明らかにした。

4 号機の地下 1、2 階部分が水没し、今後の復旧作業への支障が懸念されるが、保安院は「(水の貯

蔵場所の確保を)優先せざるを得ない」との認識を示した。 

 汚染水は「復水器」に入れる計画だが、復水器の容量を確保ために、器内の水を「復水貯蔵タン

ク」「サージタンク」「集中環境施設」などに移す「玉つき作戦」が進んでいる。 

 

2011/04/05(火) 毎日新聞 

低濃度汚染水海に放出 高濃度保管「玉突き」1万トン 



 東電は 4 日、福島第一原発の施設内にある、低レベルの放射性汚染水計 11500t を海へ放出する

と発表した。放出は午後 7 時過ぎから始まった。東電は、放水は「2 号機から海へ流出している、

高い放射線量の汚染水の保管場所を確保するための応急策」と説明している。 

 放出される汚染水の放射能は法令基準の約 500 倍(最大値)だが、東電は「環境への影響は軽微」

としている。全体の放射能は、2号機の汚染水約10リットル分という。 

 放出する汚染水は「集中環境施設」と呼ばれる、施設内の低レベル放射性排水を処理する施設内

にある、1万トンと5、6号機の地下水1500t。原子炉等規制法の「核燃料物質によって汚染された

物による災害が発生するおそれがある場合」の危険時の措置に沿って決断した。 

 集中環境施設内の水は仮設ポンプ 10 台を使い、单放水口近くの海へ直接放出する。いずれも 2

号機からの高レベル汚染水がたまっていると考えられる区域を避ける。 

 放出の影響として東電は、漁業が行われていない同原発から半径 1km 圏内の外で取れた魚類や

海藻を毎日食べ続けた場合、成人で年間約 0.6mSvの内部被ばくを受けると試算。人体への影響は

ないとした。 

 保安院は、東電の放出経路について「現状でとりうる最適な放出先」と説明。人体への影響につ

いては「法に基づく線量限度を下回ることから問題ない」とした。一方で東電に対し、生態系への

影響を調査し情報公開に努めるよう指示した。 

 同原発では、2 号機タービン建屋地下などに高レベル汚染水が 1 万トン以上あるとみられ、一部

は2号機取水口近くから直接、海へ流出している。4日午前には、新たに堤防にも亀裂が見つかり、

堤防で囲まれた区域の外に流出が進んでいることが推定された。 

 東電は、この汚染水を、建屋内の復水器に回収する。しかし復水器がすでに満水のため復水貯蔵

タンク→サージタンク→集中環境施設と「玉突き」で水を移動させる計画だ。4 日、集中環境施設

内にある低レベル汚染水を 4 号機のタービン建屋内に移し始めたところ、3 号機建屋で汚染水が連

動して増えたため作業を中断。集中環境施設の水を直接放出することを決めた。 

 5、6号機の地下水については、タービン建屋が放射能を帯びた地下水で浸水し始めていることが

分かった。このままでは建屋内の非常用発電機などの機器が水没しかねないとして、予防的な放水

が必要と判断した。 

出荷制限再分化 農畜産物 県卖位見直し 

 政府は4日、福島第一原発事故に伴って都道府県卖位で行われている農畜産物の出荷制限措置を

見直し。市町村や地域卖位で行うように改める方針を決めた。また、出荷制限の解除手続きも、1

週間ごとに放射線量を検査し、食品衛生法に基づく暫定規制値を3回連続で下回った場合は解除す

ることを決めた。枝野官房長官が4日の記者会見で発表した。 

 制限措置をめぐっては指定品目以外の農産物も売れなくなる風評被害が発生。地元自治体や農業

者らから「県卖位では広すぎて影響が大きい」との要請があったため、政府が見直しを進めていた。

【略】 

汚染水 「高濃度」貯蔵優先か 4号機へ移送失敗 

 東電が4日、低レベルの放射性物質を含んだ汚染水を自ら海に放出する「禁じ手」を行うことを

決断した。背景には、玉突き排水の貯蔵先として当初見込んでいた4号機のタービン建屋地下への

移送作戦が事実上失敗し、海に垂れ流しになっている高濃度汚染水の貯蔵にめどがつかない事態に

追い込まれたためとみられる。 

 「4号機地下を(移送先に)使うことをふさがれたしまった。やむを得ない措置だ」 

 4日会見した保安院の西山審議官は肩を落とした。 

 東電は当初、4号機のタービン建屋地下1、2階を「タンク」として使うことを想定。集中環境施

設にたまっている低レベル汚染水約1万トンの移送作業を2日から始めた。 

 だが保安院によると、汚染水約1000tを移送した4日の時点で、隣接する3号機の立て坑の水位



が約15cm上昇していることが判明。立て坑の水位は地上からの深さが約 1mで、このまま移送を

続ければ約 1 週間であふれてしまう計算だ。33 号機の立て坑の水は、ヨウ素 131 が 1 立方㌢当た

り200Bqと高濃度の放射性物質を含む。2号機に加え3号機でも汚染水の流出が始まる危険があっ

た。 

 東電は、静岡県から運んでくるメガフロートなどの新たな移送先も検討したが。到着まで1週間

以上かかるという。【略】 

原始直安全条約 検討会合開幕 

 原発の安全性の確保・向上を目指す「原子力安全条約」(72締約国・機構)の検討会が4日、ウイ

ーンの IAEA本部で開幕した。東電福島第一原発事故の行方に国際社会の強い関心が集まる中、天

野之弥 IAEA 事務局長は冒頭、「極めて深刻な状況が続いている」と指摘し、「(事故の)反省と評価

を始めなければならない」と強調、原発の安全性について本質的な改善に取り組む決意を示した。 

 天野氏は福島原発事故の深刻さにかんがみ、「平常通りの取り組みでは済むはずがない」と述べ、

「締約国が初期的な見解や教訓を共有する最初の公式な機会になる」と会合の意義を強調。「原子力

への信頼の回復と維持には、良い時も悪い時も完全な透明性が欠かせない」と語った。当事者によ

る情報の秘匿は許されない、と釘を刺したものだ。 

 天野氏によると、日本に派遣された IAEAの原子力専門家は数日内に福島第一原発の危機管理室

を訪ね、「第一次情報」を入手する予定。状況が整い次第、国際的な専門家調査団が日本に派遣され、

事故の評価に当たるという。6 月 20 日からウイーンで開かれる IAEA 閣僚会議で、初期的な評価

などが協議される見通し。【略】 

 

2011/04/06(水) 毎日新聞 

保安院 経産省から分離 原子力規制強化 

 東電の福島第一原発での事故を受け、政府は5日、経済産業省の外局である原子力安全・保安院

を同省から切り離し、内閣府の原子力安全委員会と統合させて新たな規制機関を設置する方向で検

討に入った。新たな規制機関は、原発を推進する立場の経産省とは完全に切り離し、米国の原子力

規制委員会(NRC)のような強い権限を持った専門家集団としたい考えだ。 

 実現すれば、1978 年の安全委設置、01 年の保安院設置に続く、原子力安全体制の抜本的な見直

しになる。現行制度では、安全委が原子炉の安全審査や事故時の政府に対する助言を行い、保安院

は各原子力施設に保安検査官を配置して事業者を監督する。しかし、今回の事故では、保安院に対

しては「東電の事故対応を適切に監督できなかった」、安全委に対しても「政府に対する助言機能を

十分に発揮できなかった」との批判がある。 

 保安院は原発を推進する側の経産省(資源エネルギー庁)の外局に当たり、人事交流もある。この

ため、「推進と規制が厳密に分かれていない状況では、適正な監督はできない」との批判もあった。

また、保安院は地方の検査官や事務職も含めて約700人の職員を抱えるが、大学院などで原子力工

学を学んだ人材がそろう電力会社や原発メーカーに比べれば層が薄い。「電力会社から専門知識を学

ぶ検査官もおり、教え子が教師を監督するようなもの」(経産省幹部)との指摘もあった。 

一方、安全委は国家行政組織法8条に基づいて設置される審議会と同等の位置づけ。原子力に精通

した委員5人とスタッフ約100人がいる程度で、権限や事務局機能の強化を求める声は強かった。 

 米国では、原子力規制を担う目的で74年にNRCを設置。法律で政権や他省庁などからの独立性

が確保され、約 4000 人が勤務している。このため政府内では、新機関の名称を「原子力安全規制

委員会」などとし、専門知識を持つスタッフを拡充。NRC にならって公正取引委員会のような強

い権限を持つ規制機関に衣替えする案を軸に検討が進む見通しだ。 

避難地域拡大へ 20～30km圏内政府、受け入れ先調整 

 政府は5日、福島第一原発事故で屋内退避指示を出している20～30km圏内に市域の大半が入る



福島県单相馬市の住民約 18000 人について、一両日中に集団避難計画をまとめることを発表した。

避難先は県内だけでなく、山形、新潟、栃木、群馬県も検討している。屋内退避区域では物資の流

通が滞るなど不自由な住民生活が長期化しており、政府は避難指示区域を現在の20km圏内から拡

大するための調整を本格化させた。 

 原子力被災者支援チームの第二回会合が5日、首相官邸で開かれ、松下忠洋福経済産業相が、集

団避難の受け入れ先を確保する調整を進めていることを報告した。 

 政府は屋内退避区域の市町村に自为避難を要請しているが、单相馬市以外の8市町村にも約2000

人が残っているという。松下氏は会合後「单相馬市長の意見を聞きながら、受け入れ先をしっかり

適合させることが大事だ。2万人もいるので大きなオペレーションになる」と記者団に語った。 

 ただ政府は集団避難の実施時期を明らかにしていない。枝野官房長官は同日の記者会見で「事態

が悪化した場合に備えて、オペレーションを事前に想定しておく」と述べた上で「退避エリアにつ

いて、化学分析がかなり進んでいる。それを踏まえて判断していく」と述べた。 

 政府は累積被ばく量のモニタリングや「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム」

(SPEEDI)による放射性物質の拡散シミュレーションなどを材料に判断する構え。天候や地形など

を考慮し、現状の同心円状の区域設定にこだわらず、30km 圏外も含め弾力的に避難地区を決める

ことも検討している。【略】 

汚染水砕石層から 2号機 流出阻止へ止水材 

 福島第一原発2号機の取水口近くのピットから高濃度の放射性物質を含む汚染水が海に流出して

いる問題で東電は5日、ピットにつながる電源トレンチ(横穴)下部に小石を敶き詰めた厚さ約30cm

の砕石層を漏えいルートと特定し、砕石層に止水材の投入を始めた。保安院と東電によると、投入

後に汚染水の流量が減ったとみられるが、以前流出は止まっていないという。近くの海水からは王

玲限度の最大750万倍の放射性ヨウ素131が検出されている。 

 東電によると、5 日午後 1 時半ごろから、ピット周辺の砕石層に届く深さ約 2m、直径約 10cm

の穴を2本掘り、乳白色の追跡物質を流し込んだところ、海へ流れ込む汚染水が乳白色に変化。穴

を掘り、午後3時ごろから毎分約10㍑の止水材を流し込んだ。止水材は水ガラスなどが用いられ、

砕石層のすき間を埋め立て、水の流れを止める効果が期待される。5日中に計12000㍑を投入する。 

【略】 

放射性物質の拡散予測公表 気象庁 

 気象庁は 5日、福島第一原発事故を受けて、IAEA に提供している放射性物質の拡散予測を公表

した。枝野官房長官の指示を受けた対応だが、より詳細な政府の予測システムSPEEDIの情報は、

一度公表されて以降非公開というちぐはぐな対応となっている。 

 気象庁は、世界気象機関(WMO)が86年のチェルノブイリ原発事故を受けて作った枞組みに基づ

き、事故直後から 4 日までに計 23 回、IAEA に情報提供した。予測の元になるデータは放射性物

資放出の実測値ではなく、IAEAが示す仮定の条件を使っている。 

 同庁は「予測は周辺国への影響を調べるためのもの。100km四方ごとに計算したおおざっぱなも

ので、国内の原子力防災に利用できるものではないと考えている」と説明する。気象庁は今後、予

測を不定期にホームページに掲載するが、「実態を表したものではないので注意してほしい」として

いる。 

うめく漁業者 茨城産コウナゴ セシウムも 

茨城県の11漁協でつくる「茨城沿岸地区漁業協同組合連合会」の対策本部は5日、北茨城市沖で4

日に取れた大津漁港のコウナゴから放射性セシウムの暫定規制値(1kg 当たり 500Bq)を上回る

526Bqが検出されたと発表した。魚介類から規制値を超えるセシウムが出たのは初めてで、対策本

部は当面の出荷停止を決めた。また、経産省は 5 日、福島第一原発の高レベル放射性汚染水が約 6

万トンにのぼると発表。海水汚染解消のめどが立たない中、風評被害への漁業者や小売業界の苦悩



が深まっている。【略】 

 

2011/04/07(木) 毎日新聞 

高濃度汚染水止まる 2号機 1号機に窒素注入へ 

 福島第一原発事故2号機の取水口近くのピット付近から高濃度の放射性物質を含む汚染水が海に

流出していた問題で、東電は 6 日、止水材の投入で汚染水の流出が止まったと発表した。6 日夕の

時点で、別の場所の汚染水位上昇や、新たな海への流出も確認されていないという。また、1 号機

の原子炉格納容器内で水素爆発が起きるのを防ぐため、格納容器に窒素を注入するための準備を始

めた。 

 東電は 2 日の流出確認後、コンクリートや、水を吸収して膨張する特殊樹脂「ポリマー」、おが

くずなどをピットに投入したが止水に失敗。そこで5日午後から、ピット周辺9か所をボーリング

し、直下の砕石層に、粘り気の強い「水ガラス」を注入。6 日朝になって、海への流出が止まった

のを確認しという。東電はその後さらに、ピット付近の亀裂を板で覆う工事も実施した。【略】 

全漁連「国と東電無責任」 

 全国漁業協同組合連合会(全漁連)の服部郁弘会長は 6 日、経済産業省と東京電力本店を訪れ、福

島第一原発からの放射性物質を含む汚染水の海への放出を中止するとともに、風評被害も含め損害

を補償するよう申し入れた。 

 服部会長は、漁業関係者への説明のないまま汚染水を放出したことを「暴挙」と批判したうえで

「国と東電の無責任な対応に計り知れない強い怒りを抱いている」とする抗議文を勝俣会長と松下

福経産相に提出した。さらに「すべての被害に対する補償を、国と東電の責任で実施することを直

ちに明らかにする」ことを要求。勝俣会長は「大変な迷惑をかけ、心からお詫び申し上げたい」と

陳謝するとともに、補償について努力する姿勢を示した。 

 服部会長によると、汚染水放出直前の4日午後1時半ごろ、東電幹部が都内の全漁連本部を訪れ、

福島第一原発事故の経緯や今後の取り組み状況を説明した。だが、放出についての言及は一切ない

まま帰ったという。 

 服部会長は松下福経産相との会談後、記者団に、放射性物質が検出された茨城県沖のコウナゴだ

けでなく、それ以外の水産物も敬遠され、価格下落などの影響が出ていると指摘。「漁業者のことは

頭の隅に一切なかったのではないか」と国と東電への怒りをあらわにした。 

増え続ける汚染水 

 福島第一原発事故から海へ流出し続けていた高レベルの放射性汚染水の流出が6日、ようやく止

まった。東電は最重要課題である、原子炉の冷却機能回復を急ぐ。従来備わっている冷却システム

「残留熱除去系」が完全復旧しない限り、応急処置としての注水作業を続けざるを得ず、汚染水が

増えて再び流出するという悪循環につながる恐れもある。 

燃料棒まだ露出 

 福島第一原発は、津波による電源喪失で冷却機能を失った。特に、被災時に運転中だった 1～3

号機では燃料棒を冷やすための電源が足りず、燃料の過熱→空だき→水素爆発→建屋損傷、放射性

物質の放出という深刻な事故を引き起こした。 

 現在は外部電源が復旧している。1～3号機では仮設の電動ポンプを使い、タービン建屋内にある

真水を、トラブル時に働く「給水系」「消火系」配管から原子炉圧力容器内に注水、燃料棒を冷やし

ている。使用済み核燃料プール内の燃料棒も冷却が必要だ。原子炉建屋が壊れている1、3、４号機

は生コン圧送機。2号機は既存の配管を使ってそれぞれ注水を続けている。 

 東電によると、原子炉内の圧力や温度は高いもののいずれも安定しており、燃料プールも「注水

などによる冷却で制御できている」という。しかし、本来圧力容器内で完全に水没していることが

望ましい燃料棒(長さ4m)は▽1号機1.7m▽2号機1.45m▽3号機2.2m、水面から出ており、依然



予断を許さない状況だ。【略】 

 

2011/04/08(金) 毎日新聞 

20km圏内 防護服で捜索 

 危機的な状況が続いている東電福島第一原発から半径20km圏内の避難指示区域で7日、警視庁

機動隊が大規模な行方不明者の捜索を始めた。全員防護服を着用し不自由な中での捜索。記者とカ

メラマンも防護服を着用し、捜索に同行した。 

 福島県は行方不明者数が死者数の3倍以上と。宮城県など他の被災地に比べ際立って多い。放射

線量が高く捜索が進まないため。この日捜索が行われたのは、同原発から約18km北の福島県单相

馬市原町区小沢の海岸線。約250人の警視庁機動隊員が、放射線量を測定しながらの捜索となった。 

 福島県警も 3 日から 20km 圏内の捜索を始めている。ある警察官は「我々も、本当はもっと(捜

索を)やりたいんだけど‥」とうめいた。 

放射能封じ数か月 燃料除去開始に10年 東電顧 

 東日本大震災で被災した東電福島第一原発について、東電の榎本聡明顧問が毎日新聞のインタビ

ューに応じた。原子炉を冷却し、廃炉に不可欠な燃料簿の取り出しに着手するまでに約 10 年かか

るとの見通しを明らかにする一方、「放射性物質を残したまま埋め立ててしまうことはない、燃料は

必ず取り除く」と、住民感情を踏まえ、チェルノブイリ原発のように燃料ごとコンクリートで埋め

る「石棺方式」はとらないことを強調した。 

 東電の勝俣会長は先月30日の会見で1～4号機を廃炉にする方針を明らかにしている。通常の廃

炉でも 20～30 年かかるとされるが、福島第一の場合、損傷した核燃料を取り出す専用装置開発か

ら始める必要があり、廃炉完了までさらに長引くことは確実だ。 

 榎本顧問は福島第一の 1 号機の試運転も含め、4 度の勤務経験がある技術者。東電本店で取材に

応じ、1～3号機で続いている原子炉への注水作業について「水を注入するほかない。燃料がこれ以

上溶融するのを食い止めたい」と説明。本来の冷却システム「残留熱除去系」の復旧には尐なくと

も1カ月かかるとの見通しを示した。予備の冷却システム増設も併せて進め、原子炉内が「冷温停

止」と呼ばれる安定な状態になるまでには数カ月かかると述べた。【略】 

 廃炉への課題として①原子炉建屋が損傷しており、まず放射性物質の拡散を防ぐ対策が必要②1

～3号機燃料棒が推定で25～70%損傷しているため、従来の方法では取り出せない、と指摘。燃料

の回収装置を新たに開発し、燃料回収を始めるまでに10年はかかるとのべた。【略】 

 

2011/04/09(土) 毎日新聞 

汚染農地稲作停止へ セシウム土1kg当たり5000ベクレルで 

 政府は8日、放射性物質で汚染された農地でのコメの作付けを停止することを決めた。土壌中の

放射性セシウムが1kg当たり5000Bqを超えた場合、原子力災害対策特別措置法に基づき、作付け

を見合わせるよう関係自治体を通じて指示する。具体的な対象地域は今後、関係自治体と協議して

決める。枝野官房長官と鹿野農相が同日、それぞれ記者会見して発表した。 

 また、作付停止の対象とならなくても、福島第一原発周辺の地域では収穫後の玄米を検査し、放

射性セシウムの含有量が食品衛生法上の暫定規制値(1kg 当たり 500Bq)を超えたものは出荷見合わ

せとする。作付け・出荷停止ともに、対象農家に対しては東電や国による十分な補償が行われるよ

う万全を期すとしている。 

 土壌汚染については、半減期が長い放射性セシウムについて土壌から玄米に吸収される比率を

10%と算定。5000Bqを上限としている。 

関電 安全対策700億円 原発11基 福井知事に報告 

 関西電力など福井県内で国内最多の計 14 原発を運転する 3 事業者の社長らが 8 日、福島第一原



発事故を踏まえた安全対策の内容や時期をまとめた実施計画(行程表)を西川一誠知事に報告した。 

 11基を運転する関電は、尐なくとも700億円以上を投資。防波堤のかさ上げや防潮堤の設置は、

美浜、高浜原発で今年度、大飯原発で 13 年度に実施する、使用済み燃料プールの消火用水配管設

置は今年度、冷却系統設備の耐震補強は11～12年度などとしている。 

 日本原子力発電や、高速増殖原型炉「もんじゅ」を運転する日本原子力研究開発機構は、非常用

電源車や可搬式の空冷式非常用ディーゼル発電機の設置などについて報告した。 

 西川知事は「安全対策が迅速かつ着実に県民が納得する形で進められない限り、高経年化原発の

運転やプルサーマル計画、原電敦賀 3、4 号機の増設、もんじゅなどは、前に進められない」とし

た。 

震度6強余震 原発もろさ再び露呈 

 7 日深夜に最大震度 6 強を観測した東日本大震災の余震で、北海道～関東の原発は再び強い揺れ

に見舞われた。一部の原発で外部からの電力供給を断たれた。また、外部電力の復旧後も非常用電

源(ディーゼル発電機)が故障した。今のところ、東電福島第一原発のような深刻な事故に至ってい

ないが、今後も M7 級の余震が起こるとみられ、保安院は「安全策をもっと担保する必要がある」

と指摘する。地震国・日本で、原発の電力確保が「綱渡り」であることが改めて浮き彫りにされて

いる。 

 東北電力東通原発は、7時午後11時32分の地震発生直後、県内の広範囲にわたる停電の影響な

どで、2 系統あった外部からの送電が止まった。直後の非常用ディーゼル発電機 1 台が起動し、使

用済み核燃料プールの冷却は維持された。8日午前3時半には、外部電源1系統が復旧した。定期

点検中で運転しておらず、外部に放射性物質は漏えいしていない。 

 ところが同午後 2 時前、運転中の非常用ディーゼル発電機から軽油が漏れ出して故障。全部で 3

台備えているが、別の2台は検査で使えない。今後、再び外部電源が遮断すれば、電源車で対応す

るしかないという。 

 東北電力女川原発は地震直後、停電のため 3 系統ある外部からの送電のうち 2 系統が止まった。

1～3 号機は 3 月 11 日の震災後、院展していなかった。1 系統残ったが、強い揺れで使用済み核燃

料プールの計器が誤作動して自動停止し、一時、プールの冷却ができなくなった。結局、機器に損

傷はなく、約1時間後、手動で冷却を再開した。【略】 

汚染水放出ほぼ終了 

 福島第一原発事故で東電は8日、集中環境施設から続けられていた低レベル放射性汚染水の海へ

の放水が同日午後、大部分で終了したと発表した。同施設は最終的な点検、修理をして水漏れなど

が起きないと確認できれば、2 号機のタービン建屋地下にある高濃度汚染水の移送先などとして活

用される予定だ。 

 同施設からの放水は4日午後7時過ぎから始まった。放水量は当初約1万トンとみられていたが、

8日夕方までに確認されたのは約7400トン。若干の残水があり、9日までに排水を終えて点検作業

などに入る方針。【略】 

 

2011/04/10(日) 毎日新聞 

住民の4割所在未確認 福島第一原発立地の双葉郡8町村 

 東京電力福島第一原発が立地する福島県双葉郡。全8町村のうち、双葉、大熊、富岡、浪江、楢

葉の5町は全域や大半が原発から半径20km圏内の避難指示区域に、広野、葛尾、川内の3町村も

半径20～30kmの屋内退避指示圏内に位置する。住民が県内外各地へ避難したため、8町村役場は

住民計73000人のうち、約3万人の所在が確認できない状態になっている。 

 人口約 2 万人で双葉郡では最多の浪江町は 3 月 15 日、同県二本松市の役所支所に役場機能を移

した。今月4日にようやく、住民票などの交付を開始。同市や隣接する川俣町の避難所にいる町民



約 3500 人には町営診療所を用意し、職員が直接情報を伝えている。しかし、他の住民への連絡は

インターネット頼みで、約1万人と連絡が取れていない。 

 職員も175人のうち1人は連絡が取れず、30人余りは自宅を失った。過労で常に10人弱が休ん

でいる状態という。 

 約73億円の11年度一般会計予算は町長専決で成立させた。しかし、町民や法人の課税は不可能

で、20億円弱の税収はほとんどゼロの見通し。根岸弘正総務課長は「原発が落ち着かなければ、町

の未来は全く描けない」と話す。 

 郡山市の多目的施設「ビッグパレット」に役場を移した川内村。9 割近くの住民の所在を把握し

ているが、関東地方へ避難した人も多く、情報提供はできたいない。 

 予算は大震災の 5 分前に可決したが、核燃料税など約 1 億 3000 万円の原発関連収入は見込めな

い。産業の中心の稲作も見通しが立たず、井出壽一総務課長は「うちは自中皮何だが、国に補償し

てもらいたい」と訴える。 

 楢葉町はいわき市にいったん機能を移し、現在は会津美里町の庁舎に役場を構える。住民の2割

余りの所在が未確認だ。福島第二原発が立地し、関係する町民も多いが、雇用はなくなる可能性も

あり暮らしの先行きは見えない。担当者は「今後を考える余裕はない」と話した。 

 福島県は8町村に代わって住民の所在を把握する「双葉郡支援センター」を開設。住民にフリー

ダイヤル(0120・006・865、午前8時～午後10時)へ連絡するよう呼びかけている。 

日米が原発事故訓練 

 在日米軍と陸上自衛隊は9日、福島第一原発事故での非常事態を想定した初の合同訓練を米空軍

横田基地で実施した。米メリーランド州から派遣された米海兵隊専門部隊(CBIRF)の145人と、陸

自、中央特殊武器防護隊(中特防)の6人が参加し、放射性物質の除染作業などを報道陣に公開した。 

 訓練は基地の一角を汚染区域に想定。防護服を着た CBIRF の兵士が線量計を確認しながら汚染

された車や建物の中から「市民」役の米兵を救出し、特殊なシートで除染テントに搬送した。テン

トの天井からは多数のホースが下がり、「被曝者」の両脇から放水したり、スポンジで体をこすって

放射性物質を除去した。。中特防は、汚染された車両の除染作業を公開した。米軍が戦場で爆弾除去

に使用している遠隔操作の高性能カメラ付無人車両も展示された。汚染で接近しにくい場所の状況

把握に使用できるという。 

 CBIRFは今月初めから順次横田基地に到着し、「ほぼ連日、日米双方で非常事態の対応手順を協

議している」。福島第一原発から大量の放射性物質が漏えいした場合は「まず自衛隊が出動し、必要

に応じてCBIRFが支援する方針」という。CBIRFが放射性物質の拡散する現場に入るのは初めて。 

福島第一原発の一か月 深刻事故複合、収束見えず 

 東日本大震災で被災した東電福島第一原発。津波によって電源を失った原発は、ほぼ一カ月を経

ても原子炉3基の冷却機能を取り戻せないままだ。核燃料の溶融、水素爆発、放射性物質の大量漏

えいなど、どれをとっても深刻な原子力災害が複合的に発生し、政府と東電は対応に追われている。

政府は「放射性物質の放出が止まるまでに数か月」との見通しを示しているが、事故収束への道筋

は依然、不透明だ。 

 「ここまで悪化するとは思っていなかった。不明を恥じる。私の予想より、どんどん事態が先に

進んでしまった」 

 原子力政策のお目付け役である内閣府原子力安全委員会の班目春樹委員長は、毎日新聞などの取

材に絞り出すような声で悔やんだ。関係者が「世界一安全」と自負してきた日本の原発は坂道を転

がり落ちるように制御不能に陥った。 

 3月11日の地震発生時、運転中だった1～3号機は即座に核分裂反応を抑制する制御棒が挿入さ

れ、自動停止した。外部からの送電は止まったが、非常用ディーゼル春発電機が作動し、原子炉内

の冷却が始まった。  



 だが、その後に襲った高さ14m(推定)の津波によって非常用発電機13台中12台が使用不能にな

り、状況は一変。1号機が12日に水素爆発を起こした。 

 班目委員長は「11日夜の時点で炉内の蒸気を原子炉格納容器内に逃がし、消火用の配管から海水

を注入していれば、燃料溶融には至らなかったかもしれない。東電も当初から海水注入を決断して

いたが、実際の作業に手間取ってしまった」と振り返る。実際に海水を入れ始めたのは 12 日夜。

ポンプの能力が弱く、高圧の原子炉内になかなか水が入らなかったとみられる。【略】 

 

2011/04/11(月) 毎日新聞 

原発事故一か月 描けぬ将来 苦しむ福島 

 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発の事故も 11 日で発生から一カ月を迎えた。避難指示

は当初の半径 3km 圏内から 10km 圏内、20km 圏内へと拡大し、福島県内 10 市町村の約 25000

世帯、計約7万人に避難が求められている。20～30km圏内の屋内退避指示の対象者も、他の2市

町を加えて計約59000人。事故は原発の安全性に大きな疑問を投げかけただけでなく、さまざまな

波紋を広げている。 

退避20km圏内楢葉町 牛置き去り「願うしか」 

 避難指示圏内の福島県楢葉町井出に住む酪農家、渡辺昇さん(53)は、地震翌日に着の身着のまま

で避難して以降、家族同然だった乳牛と離れ離れのまま。牛たちが気がかりでならない。 

 「全員避難になったから、ここのは居られない」。渡辺さんは3月12日午前、牛小屋で乳搾り中

に長女晴睦美さん(19)からそう聞かされた。11日の地震で停電し、夜の乳搾りができなかった。牛

乳をためすぎると炎症を起こすため、妻美千子さん(44)は「尐しでも楽にさせたい」と、灯油スト

ーブと卓上コンロで沸かした湯で温めたタオルで乳房を拭き、手搾りしていた。 

 一家はいわき市に避難することにした。消防団員でもある渡辺さんは住民の避難を見届けた後、

牛小屋に寄り、22 頭の牛に稲藁や草をいつもより多めに与えた。「搾れずに乳が張ってっから、牛

は痛がって泣いていた」。2、3日すれば帰れると思っていた。 

 だが牛小屋を離れてすぐ、1 号機の水素爆発を知った。先の見えない避難生活が始まった。牛に

遭いたいけれど戻れない。「『家畜としての価値がなくなってしまった』。そんな風に思わないとやり

切れねー」。渡辺さんは抑えた口調で言う。 

 原発関連の勤めに出る農家や酪農家もいる中、渡辺さんは父千秋さん(77)と酪農とコメの専業農

家を続けた。多い時は一日500リットルの牛乳を出荷した。 

 餌も水も枯れているだろう。牛小屋には人の胸の高さほどの柵がある。「無事だとは思えない。策

を飛び越えて外に出ていてくれれば――」。一時帰宅できたとしても受けるショックを想像してしま

う。「今は願いしかねえんだ。原発が早く収まることだ」。渡辺さんは語気を強める。【略】 

年間限度8倍飯舘村 「スローライフ」窮地  

 福島県飯舘村は集落の大半が避難指示や屋内退避指示の圏外にも関わらず、村内の観測地点にお

ける大気中の累積放射線量は年間限度(1mSv)の8倍に達した。村は自然エネルギーを活用した「エ

コな暮らし」を進めていたが、「クリーンエネルギー」を掲げていた原発の事故で一転窮地に立たさ

れている。 

 「コメの作付はなかなか難しいと思う。我々はこのまま農地から離れることになるのではないか」。

飯舘村の菅野典雄村長は9日、報道陣に懸念を漏らした。村内の土壌からは国の作付制限(土壌1kg

当たり放射性セシウム 5000Bq)を超える放射線量を検出。3 月 23 日～4 月 9 日の計 406 時間にお

ける村内観測地点での累積放射線量は8.141mSvで、隣接する浪江町の13.95mSvに次ぐ高さだ。 

 3月21日には村の簡易水道水から暫定基準値(1リットル当たり300Bq)の8.5倍の放射性ヨウ素

965Bqが検出され一時飲用自粛となり、ペットボトルが配られた。【略】 

 阿武隇山地北部の高原にある飯舘村は農業や畜産が为な産業で人口減尐が続いていたが、15年ほ



ど前から自然エネルギーを生かした村づくりに取り組み始めた。3 年前に木材チップを燃料とした

ボイラーを設けた特別養護老人ホームを建設。昨年 3 月には、環境省が全国 20 地区で実施した二

酸化炭素低減を目指す「エコハウス事業」により、太陽光発電や蓄熱・断熱効果の高い建材を利用

した「飯舘村までいな暮らし普及センター」を完成させた。「までいな」とは方言で「じっくり、丁

寧に」を意味し、「スローライフ」の生活を提案しようとした。 

 その直後に起きた原発事故。单東部の一部(約 160 人居住)だけが屋内退避指示圏内にかかる村の

原発関連収入は広報関連費の年約 20 万円だけ。原発の恩恵はほとんど受けてこなかった。それな

のに事故後、普及センターは原子力安全・保安院のスタッフや原発作業員の宿舎になり様変わりし

た。【略】 

圏外 新地町・いわき市  農・漁 風評被害深刻に 

 福島第一原発から北へ約 50km、宮城県と接する福島県新地町。特産のニラは出荷制限の対象で

はないのに、福島産というだけで買い手がつかなくなった。 

 ニラは同町の農産物の出荷額の 6 割以上を占める。農協や地元農家が生産に力を入れてここ 10

年で急成長。昨年出荷額は1億1000万円と10年前の約3倍に伸び、後継者も順調に育っていた。 

 しかし、原発事故以降、相場のわずか 1～2 割程度の値段しかつかなくなった。輸送費や包装費

を考えると、出荷すれば赤字が増えるだけなので廃棄している。  

 福島県いわき市の久之浜漁港を拠点にする漁師(59)の小型船は津波に流された。地震４日前にエ

ンジンを取り換えたばかりだった。加えて風評被害が追い打ちをかける。本来ならコウナゴ漁で忙

しい時期だが、出漁など全く話題にならない。漁師の妻(54)は「一年の 2/3 は福島第一、第二原発

の沖合で操業していた。海に汚染水を流したら、今まで通りの漁はできなくなるのではないか」と

話している。 

 

2011/04/12(火) 毎日新聞 

福島・茨城 震度６弱  第一原発：注水一時停止 

 11日午後５時16分ごろ、福島県で強い地震があり、いわき市や茨城県鉾田市などで震度6弱を

観測した。気象庁によると、震源地は福島県浜通りで、震源の深さは約6km、地震の規模を示すマ

グニチュードは 7.0 と推定される。東日本大震災の余震とみられる。福島、茨城、栃木、神奈川各

県でけが人が発生。茨城県竜ケ崎市では 40 代男性が転倒、頭を強く打って死亡し、県警は地震と

の関係を調べている。 

 また、同17分と26分ごろには浜通りを震源とするM6.0、M5.6の地震が発生し、午後8時42

分ごろにも茨城県北部を震源とするM5.9 の地震があり、いずれも最大震度 5弱を観測。その後も

余震とみられる地震が続いた。 

 東京電力によると、福島第一原発では外部からの電源供給が停止し、1～3号機の原子炉に真水を

注入するポンプが一時止まった。保安院によると、電源は約50分後に回復、注水を再開した。 

5市町村「計画的避難」20km圏外一カ月以内に 政府指定 

 政府は11日、福島第一原発から半径20km圏外で放射線の累積線量が年間20mSvに達する恐れ

のある福島県内の5市町村について。全域もしくは一部を「計画的避難区域」に指定すると発表し

た。一カ月以内に住民の避難を行うよう要請する。また、政府が屋内退避指示をだしている 20～

30km圏内のうち、計画的避難区域に指定されなかった地域は「緊急時避難準備区域」に切り替え、

自力での非難が難しい子供や妊産婦、入院患者らに避難を求める。【略】 

 

2011/04/13(水) 毎日新聞 

福島原発最悪レベル7 チェルノブイリに並ぶ 

 経済産業省原子力安全・保安院はと内閣府原子力安全委員会は 12 日、東京電力福島第一原発 1



～3号機の事故について、原子力施設事故の深刻度を示す国際評価尺度(INES)で最も深刻な「レベ

ル 7」に相当するとの暫定評価結果を発表した。1～3 号機では 3 月 11 日の東日本大震災に伴い、

原子炉や使用済み核燃料プールの冷却機能が失われ、放射性物質が外部に放出される事態が続いて

いる。これにより、事故は「史上最悪の原発事故」と言われる 86 年のチェルノブイリ原発事故(旧

ソ連)と同じレベルに並んだ。 

 チェルノブイリ事故で放出された放射性物質は推定520 万テラBq(テラは1兆倍)。これに対し、

今回大気中に放出された放射性物質の総量を、保安院は 37 万テラBq、安全委は 63 万テラ Bq と

推定した。保安院は「放出量は同事故の約1/10」としている。 

 INES は、IAEA が定めた世界共通尺度で、0～7の8 段階。INES では、数万テラBq 相当の放

射性物質の外部放出がある場合を「レベル 7」と定めている。安全委は原発周辺の放射線量などか

ら、事故以降の大気中への放出量を推計。保安院は炉内の状態から試算した。 

 保安院は 1～3 号機について「レベル 5」(施設外へのリスクを伴う事故)との暫定評価を 3 月 18

日に発表済み。今回、暫定評価を引き上げた理由について「データが蓄積され、放出量を試算でき

たため」(西山英彦審議官)と説明している。原因調査終了後、国の専門委員会が検討して正式決定

する。 

「情報隠し」疑念の目 メディア指摘「データ今も過小評価」 

 福島第一原発事故の国際評価尺度(INES)がレベル7になったことは、世界各国のメディアが速報

した。管首相は 12 日の会見で情報隠しを否定したが、国際社会では、日本政府が適切なタイミン

グで必要な情報を出していないのではないかという疑念が出されている。一方、各国の報道では、

同じレベル7だったチェルノブイリ原発事故との違いを指摘したり、自国の環境への影響はないこ

とを強調するものも目立った。 

 管首相は会見で「私が知った事実関係で情報を表に出さないようにするとか、隠すように言った

ことは何一つない」と強調したが、情報公開に関する日本政府の姿勢には批判的な視点が多い。 

 米ニューヨーク・タイムズ紙(電子版)は「データは現在も過小評価されていないのか。今回のレ

ベル引き上げは、こういった点について新たな疑念を投げかけた」と指摘。韓国のハンギョレ新聞

(同)も「日本はチェルノブイリ原発に次ぐ事故と分かっていながら、レベルを低めに発表していた

のではないかという疑惑も出ている」と伝えた。 

 約 2300 万人という人口規模からは世界でも突出した額となる義捐金が集まった台湾でも、原発

事故では日本への不信感が出ている。台湾紙・経済日報は 12 日の社説で、日本側が周辺国・地域

との情報共有に積極的になるよう共同歩調で圧力をかける必要性を説いた。IAEA のあるウイーン

でも、外交筋や専門家から「事故は安定に向かっていると聞いてきただけに違和感がある」という

声が出た。【着】 

チェルノブイリ超える 東電担当者が発言 

 東京電力の松本純一原子力立地本部長代理が 12 日午前に行った会見の発言が海外メディアに取

り上げられ、波紋を広げている。 

 会見で松本代理は、政府がチェルノブイリ事故と同じ「レベル7」と評価したことを問われ。「事

故の様相が違うとはいえ、放射性物質の放出量という観点からみればチェルノブイリに匹敵する、

或いは超えるかもしれない」と発言。直後に真意を問われ、「言いすぎたかもしれない。依然として

事態の収束がまだできておらず、現時点で完全に放射性物質を止め切れていないという認識がある

ということだ」と釈明した。 

 この発言について、米ロイター通信が会見終了の約10分後、「東電がチェルノブイリを超える放

射能漏れを懸念」として速報。これを引用した英 BBC は電子版国際ニュースで読者数 1 位となる

など世界の注目が集まった。また、米ウオールストリート・ジャーナル紙(電子版)は「福島第一原

発からの放射性物質の放出量が、やがてはチェルノブイリを上回る可能性がある」と東電自身が認



めていることを紹介し、事態収拾の見通しが立っていないことを強調した。 

レベル7事前に認識 安全委 

 レベル 7 に引き上げられたことについて、原子力安全委の代谷誠治委員は同日の定例会見で「3

月 23 日の時点でレベル 7 に相当するデータを持っていたが、暫定評価の見直しを保安院に助言し

なかった」と述べた。その理由について代谷委員は、データの精度が十分でなかったことに加え「評

価するのは保安院の役割」と説明し、「レベルが変わったからといって事故対応が変わるということ

ではない」と述べた。 

汚染水移送始まる 2号機高濃度を復水器へ 

 東電は 12 日午後 7 時半過ぎ、福島第一原発 2 号機のトレンチにある高濃度放射性物質を含む汚

染水を、タービン建屋内の復水器に移送する作業を始めた。1～3号機で合計6万トンと推定される

高濃度汚染水の処理に向けた最初の作業だが、機器の不具合などで遅れていた。 

 2号機の汚染水(推定約2万 t)からは1時間当たり1000mSv以上という非常に強い線量が検出さ

れ、一部は海に流出した。東電はこの汚染水を復水器と集中廃棄物処理施設(集中環境施設)に移す。

まず、トレンチの立て坑に設置したポンプでくみ上げてホースで復水器へ送る。 

 11日にホースに亀裂が確認されたため作業が延期されていた。 

 また、11日夕方に発生したM7.0の余震で中断していた中断していた1号機の原子炉格納容器へ

の窒素ガス注入は同日中に再開された。注入量は12日午後5時までに3500㎥となった。 

 保安院は 12 日、11 日の M7.0 の余震で、2 号機の使用済み核燃料プールの水位が下がり、水温

計が使えない状態になったことを明らかにした。「燃料は水中にあるとみられ、環境への影響はない」

としている。【略】 

4号機放水口建屋から出火 

 東電によると、12日午前6時38分ごろ、福島第一原発の4号機放水口付近のサンプリング建屋

から出火しているのを作業員が発見。同原発の消防隊が消火に当たり、間もなく消し止めた。【略】 

原発事故賠償補償料足りず 電力会社累積150億円 必要額1200億円 

 原発事故の損害賠償制度を定めた原子力損害賠償法(原賠法)に基づき、、電力会社などが毎年国に

納めた補償料が、1962年の制度開始から2010年度までの累計で約150億円しかないことが12日、

分かった。東電福島第一原発事故で、国は最低でも 1200 億円を支払う必要があるが、これまで受

け取った補償料では足りず、不足分は国民負担で賄うしかない。現行制度では大規模事故への備え

が十分ではないため、政府は賠償措置額の増額や補償料率の引き上げなど制度を見直す方向で検討

する。 

 原賠法では、原子力施設ごとに、事故時に国が払う上限額が「賠償措置額」として決められてい

る。同法が初めて適用された 99 年の東海村臨界事故では、約 154 億円のの賠償金のうち、核燃料

加工会社の賠償措置額10億円が国から支払われた。発電所の賠償措置額は一か所当たり1200億円

で、今回の事故で福島第一原発と同第二原発が賠償の対象になれば、国の負担は最大 2400 億円に

膨らむ。 

 原発の賠償措置額は当初50億円だったが、法改正で段階的に引き上げられ、09年の改正では、

東海村事故を受けて 600 億円から 1200 億円に倍増した。ただ、措置額を引き上げると、保険料に

相当する電力会社の保証料負担も重くなるため、09年改正では補償料率を「賠償措置額の5/10000」

から「3/10000」に引き下げ、電力会社の負担を2割増に抑えた。 

 福島第一、第二、柏崎刈羽の3発電所を運転する東電の納付額は現在、年間1億数千万円、他の

電力会社からの分も含めると、年間の保証料総額は 8～9 億円とみられる。補償料は別会計で積み

立てられる保険のような仕組みではなく、政府の一般会計に入れられているため、支払いも一般会

計から出すことになる。 

 これまで補償料率は「今回のような大規模の原発災害を想定せずに設定していた」(文部科学省幹



部)。今回の事故で「原発のリスクに比べ、電力会社の負担が低すぎる」との意見が強まっており、

賠償措置額や保証料率など、制度の抜本的見直しは不可避だ。ただし、電力会社の負担増は電気料

金に跳ね返るため、政府は消費者負担との兼ね合いもにらみながら議論を進める。 

 

2011/04/14(木) 毎日新聞 

東電社長：賠償仮払い表明 

 東電の清水正孝社長は 13 日、東京都の本店で会見し、福島第一原発事故で地域住民や農産物な

どに生じた損害賠償金の仮払いについて「国とも協議し、一日も早く対応したい」と述べ、一時金(仮

払金)支払いを正式表明した。ただ、100 万円で調整している額や支払い時期は「詰めている段階」

と明示しなかった。一方、事故が国際評価尺度で最悪の「レベル 7」に引き上げられたことについ

て「深くおわびする。収束に全力を挙げる」と謝罪した。清水社長が本店で会見したのは震災二日

後の3月13日以来、一カ月ぶり。 

 仮払いについて鼓紀男副社長は同日、福島市で「来月になることはない」と述べ、4 月中の支払

いを明言した。清水社長は損害賠償について「原子力損害賠償制度に基づき誠実に対応する」と表

明。多額の財源負担に関し「経営のスリム化や合理化を徹底する」などと述べ、役員報酬と管理職

給与を削減する方針を明言。役員報酬は4月分からカットする方針だが、減給額などは明らかにし

なかった。 

 また、清水社長は経営責任について「会社始まって以来の危機的状況。最大の責務は事態の収束

に取り組むことだ」と述べ、進退に関する言及は避けた。ただ、日本経団連副会長と業界団体の電

気事業連合会会長職の辞意を表明した。 

 管首相から事故の収束見通しを出すよう指示されたことについては「一日も早く示せるよう全力

を尽くす」と繰り返すだけで、提示時期のめどには言及しなかった。 

 東電は福島第一原発1～4号機の廃炉を決めているが、清水社長は5、6号機の扱いについて「将

来は未定」と述べるにとどめた。また、事故の初動に関し、1 号機の海水注入などは自身の判断だ

ったことを明らかにした。 

プール燃料棒損傷 4号機ヨウ素など増加 

 東電は13日、4号機の使用済み核燃料プールから採取した水を分析した結果、通常のプールより

も若干高いヨウ素 131 など核燃料が損傷した際に放出される放射性物質が検出されたと発表した。

東電は、絶対値としては大きくないため、一部の燃料は破損しているが大半は健全だと判断。詳細

な分析を今後、実施する方針。 

 また、水温が 90 度まで上昇していた同プールに、同日未明から朝までコンクリート圧送機で注

水した。注水前にプールの水位は満水時の約半分だったとみられるが、燃料の露出はなく、注水に

よってさらに水位は 1m 上がったとしている。一方、2 号機のトレンチにたまった高濃度の放射性

物質を含む汚染水を、タービン建屋内の復水器(300t)に移す作業を13日も続行、午後6時ごろまで

に約660tを移した。トレンチの水位は同日朝から6cm下がり、地表から97cmの深さとなった。 

 保安院は 13 日、大きな余震が続いているとして、福島第一原発各号機の原子炉建屋の耐震安全

性を支給評価し、必要に応じて補強工事などを実施するよう指示した。同原発では大震災後に起こ

った水素爆発や火災で外壁などが大きく損傷、余震で建屋の健全性に問題が生じると懸念されてい

る。 

子ども年10ミリシーベルト 累積放射線量 安全委が見解 

 福島第一原発事故の影響で、福島県内の一部の小中学校などで大気中の放射線量の値が高くなっ

ている問題で、内閣府原子力安全委員会は 13 日、年間の累積被ばく放射線量について「子どもは

10mSv 程度に抑えるのが望ましい」との見解を示した。同委員会は、10mSv を目安とするよう文

科省に伝えたという。 



 10mSv は、政府が福島第一原発から 20km 圏外の「計画的避難区域」の基準とした年間被ばく

放射線量20mSvの半分にあたる。子どもは、大人よりも放射線の影響を受けやすいとされている。

代谷誠治委員は会見で「校庭で土壌から巻き上げられた放射性物質を吸い込み、内部被ばくする場

合もあることを考慮すべきだ」と述べ、「学校でのモニタリング調査を継続して実施する必要がある」

とした。 

 震災後にできた現地の市民団体「原発震災復興・福島会議」が、福島県が4月上旪に実施した小

中学校や幼稚園などの校庭・園庭での調査結果を基に集計したところ、県北地域を中心に、全体の

二割で大気中(地上1m)で毎時2.3μSv以上の放射線量が検出された。仮に校庭に1年間いた場合に

20mSvを超える値で、同団体は線量の高い学校での新学期の延期や学童疎開の検討を要請している。 

80km圏内避難 米勧告変更なし 

 米国務省のトナー副報道官代行は 12 日の定例記者会見で、福島第一原発事故の深刻度が国際評

価尺度で最悪のレベル7に引き上げられたことについて「80km圏内の米国人に避難するよう勧め

ることに変わりはない」と述べ、米政府が避難地域を拡大する方針はないことを明らかにした。 

四電 原子力本部松山移転へ 

 東日本大震災による福島第一原発事故を受け、四国電力の千葉昭社長は 13 日、現在高松市の本

店にある原子力本部を、今年6月末をめどに松山市内へ移転する意向を明らかにした。県はこれま

で移転を何度も求めており、社長がこの日、中村時広知事を訪れて表明した。同社は本部長の福社

長が松山市に常駐し、補佐するスタッフ 25 人を置くとしているが、具体的な権限や事務内容は未

定。【略】 

 

2011/04/15(金) 毎日新聞 

復興構想会議初会合 原発除外に異論噴出 

 「全国民の英知を結集する」として管首相が発足させた東日本大震災復興構想会議の議論が 14

日始まった。6 月末をめどに第一次提言をまとめることを確認したが、首相が議論の対象から原発

問題を外すよう指示したのに対し哲学者の梅原猛特別顧問らから異論が噴出。震災発生後の本部・

会議の乱立や政治为導の政権運営に疑念を呈する発言も相次ぎ、復興構想の具体化に不安を残すス

タートになった。 

 「原発問題を考えずには、この復興会議は意味がない」 

 以前から原発の危険性を唱えてきた梅原氏は会議の終了後、記者団にこう言い切った。管首相自

ら特別顧問就任を要請した梅原氏だが、東電福島第一原発事故の収束する見通しの立たない中、賛

否の割れる原発問題に踏み込みたくない首相の意向と会議の間に初会合からずれが生じた。 

 原発事故の被害に苦しむ福島県の佐藤雄平知事は「原子力問題も皆さんに共有していただきたい。

安全で安心でない原子力発電所はありえない」と躍起。秋田県出身の作家、内舘牧子氏も「地震、

津波、原発事故という三本の柱で考えたい」と述べ、復興構想の中に原発をどう位置づけるかが議

論の焦点の一つになりそうだ。【略】 

福島第一原発 最短10年で撤去 東芝が廃炉計画提案 

 東日本大震災で被災した福島第一原発 1～4 号機の廃炉について、同原発の建設に携わった東芝

の佐々木則夫社長は 14 日、「最短 10 年で撤去し、更地の戻す」との廃炉計画を東電や経産省に提

案したことが明らかにした。米スリーマイル島の原発事故処理の経験を持つ米原発機器メーカー「パ

ブコック＆ウィルコックス(B＆W)」や、東芝子会社である米ウェスチングハウス(WH)、米電力会

社エクセロンなどと計画をまとめた。 

 計画案によると、今年 10 月ごろまでに原子炉を安定的な冷却状態に持ち込み、外部施設や周辺

のがれき撤去などを行う。最短で5年後に原子炉圧力容器内の破損した燃料棒の取り出し作業に着

手。その後、建屋や圧力容器も撤去し、最短で10年後の20年に更地に戻せるとしている。原子炉



内の状態も踏まえ、東電などと連携し詳細を詰める。東芝は WH や B＆W などから技術者派遣を

受け、1400人体制で福島第一原発の事故処理に当たっており、廃炉計画も共同で策定した。 

 原発の廃炉には20～30年かかることも珍しくないが、佐々木社長は「工程の進み方で16年程度

に延びる可能性はあるが、米国では同規模の原発を7年で解体した実績もある」と強調した。【略】 

 

2011/04/16(土) 毎日新聞 

東電仮払い100万円 原発避難世帯  業者向けは先送り 

 東電の清水正孝社長は 15 日、都内の本店で会見し、福島第一原発事故で避難や屋内退避してい

る住民らへの賠償金仮払いを4月中に始めたい考えを明らかにした。支払額は一世帯当たり100万

円(卖身 75 万円)。一方、農漁業者や商工業者向けの仮払いは「政府の(賠償）指針に沿って対応す

る」として、先送りする考えを示した。被害補償額を捻出するため、不動産や社宅などの保有資産

の売却も進める。 

 東電によると、仮払いは原発から半径30km以内の12市町村、約5万世帯が対象で、総額約500

億円。30km 圏外でも計画的避難区域に指定されていれば対象とする。避難所などで申請書類を配

り、28日に設置する「福島原子力補償相談室」が支払い作業を始める。支払の開始時期について補

償担当の広瀬直己常務は「できれば大型連休前に可能になれば」と述べた。 

 一方、農業、漁業者に対しては事実上の仮払いの先送りに、福島県農業協同組合中央会の庄條徳

一会長は15日、東電本店を訪れ、「生活に窮する農家も多く、自殺者も出ている。いったん仮払い

をした後で生産すればいい」と早期の支払いを要求した。 

出荷制限の被害5県で671億円 

 原子力損害賠償法に基づき、東電福島第一、第二原発事故の被害補償の指針を作る文部科学省の

「原子力損害賠償紛争審査会」が 15 日、初会合を開いた。互選で会長に選出された能見善久・学

習院大法務研究科教授は「7 月末までくらいに、補償対象の項目の大枞を作りたい」と述べ、国の

指示で避難した住民への避難費用や休業補償など、明白な被害については 22 日の次回会合にも補

償の指針案を決める意向を示した。 

 審査会は、身体への被害や営業損害、避難費用など補償の対象や範囲、要件を具体的に定めた指

針を策定する。 

 この日は、各省庁から被害状況が報告された。農林水産省は、放射性物質の検出によって出荷が

制限された福島県など5県の野菜や原乳などの算出額が年間計671億円に上ることを報告した。 

2号機トレンチ：汚染水移送中断 水位元に戻る 

 東電は15日、2号機のトレンチにある高濃度の放射性物質汚染水の移送を中断した結果、いった

ん下がった水位が元にほぼ戻ったと発表した。水位の上昇が続くと、汚染水が海にあふれる可能性

がある。東電は移送先の確保を急いでいるが、防水措置などに時間がかかり、汚染水問題は綱渡り

を余儀なくされている。 

放出低濃度汚染水 計1500億ベクレル 

 原子力安全・保安院は 15 日、東電が 4～10 日に福島第一原発で実施した低濃度汚染水の海洋放

出量は計 1 万 393 トンで、含まれる放射性物質の総量は約 1500 億Bq だったと発表した。汚染水

の濃度は法令基準の約 500 倍(最大値)に当たるが、保安院は「周辺の海では、放出前と比較しても

放射性物質の濃度に大きな変動がない」と評価、東電に監視の継続を指示した。 

 低濃度汚染水の放出は、2 号機のタービン建屋などにたまった高濃度汚染水の移送先を確保する

ためなどに、「やむを得ない措置」(保安院)として 4 日夜から実施。10 日までに集中廃棄物処理施

設(集中環境施設)から 9070t、5、6 号機から地下水 1325t を放出し、当初の見込み、(1 万 1500t、

1700億Bq)を下回った。1500億Bqは、2号機にたまっている高濃度汚染水の数リットル分に相当

する。 



 4 日の放出時には、地元自治体や周辺諸国から「事前に連絡がなかった」などと批判が起きた。

今回、保安院は報道機関への公表前に自治体や漁協に説明し、東京の在外公館にも外務省を通じて

連絡したという。 

汚染がれき処理 関係省庁が協議 

 原子力安全・保安院は 15 日、福島第一原発の事故で放射性物質に汚染された可能性のある春電

所敶地外のがれきの処理について、滝野欢称官房副長官のもと、関係省庁が集まり協議を始めたこ

とを明らかにした。保安院によると、放射性物質による汚染は、がれきだけでなく野菜や土壌など

にも及ぶとみられ、処理対象となる廃棄物の種類についても幅広く検討する。 

 

2011/04/17(日) 毎日新聞 

汚染水冷却に利用 東電方針 浄化施設敶地内に 

 福島第一原発事故で東電は 16 日、放射性物質で汚染された水を浄化して原子炉や使用済み核燃

料プールの冷却に利用するための新たな処理施設を、敶地内に設置する方針を明らかにした。 

 新たな処理施設はフィルターや吸着剤などを使って放射性物質を取り除く。水処理に強い仏大手

原子力企業「アレバ」などの協力を得て、「できるだけ新たな動力源を必要としないシステム」(東

電)を目指している。処理した水は熱交換器を使って温度を下げ、冷却用として原発内で完結できる

ような利用方法を模索する。法令基準以下に浄化できた水は、海へ放水することも検討する。数ヵ

月後の設置を目指している。 

 1～3号機には現在、原子炉から漏れ出している推定約6万トン以上の汚染水がタービン建屋やト

レンチに存在する。特に高濃度の汚染水がある2号機を優先して排水作業をする方針で、現在は集

中廃棄物処理施設(集中環境施設、約3万 t)への移送準備をしている。 

 原子炉には燃料棒を冷やすため1～3号機で一日計約500tの真水を注入中だ。熱い燃料棒によっ

て蒸発する量を考慮しながら水を入れているが、新たな汚染水の発生は続いているとみられる。 

 汚染水は一時海に流れ出ていた。止水工事の結果、流出は止まったとみられるが、行き場がない。

東電は4月中に1万2000t分の仮設タンクを用意して汚染水を移す計画だが、いずれ受け入れ先が

不足しそう。一方、原子炉内の燃料棒を冷やす水は今後も大量に必要。保安院の西山審議官は 16

日の会見で「悪循環を何とかしたい」と述べた。 

 また、東電は16日、放射性物質を吸着する鉱物ゼオライトの海への投入場所が3、4号機取水口

付近だったと訂正した。15日には2,3号機と発表した。連絡ミスが原因としている。 

海水、ヨウ素濃度6500倍 2号機取水口前 

 東電は16日、福島第一原発2号機の取水口前の海水で、法令限度の6500倍に当たる放射性物質

のヨウ素 131 の濃度を 15 日に検出したと発表した。前日より約 6倍高い濃度で、東電は「シルト

フェンスによる拡散防止の効果が出た可能性もある」と話す。同フェンス設置により汚染水が滞留

し、濃度が上昇した可能性があるとみている。 

 一方、保安院の西山審議官は濃度上昇について「目視では、新たな汚染水の流入はない」とした。

ただ、半減期8日のヨウ素が長く滞留することは考えにくく、見えないところから漏れている可能

性も否定できないため、「今後もモニタリングデータを注視したい」と述べた。 

 また、東電は1～4号機建屋の地下水位が13日時点で、地表から7.2～6.6mまで上昇していると

発表した。通常を約6m上回る。地下水からは放射性物質が検出されており、各号機の建屋に流入

したり、建屋外の地下水などに広がる恐れがあるため、くみ上げて仮設タンクに移すことを検討し

ている。 

 

2011/04/18(月) 毎日新聞 

原発収束に6～9か月 冷温停止 東電が行程表 



 東電は17日、勝俣会長が記者会見で福島第一原発1～4号機の収束行程表を発表し、原子炉内の

水が 100 度以下で安定する「冷温停止」になるまで、最短でも 6～9 か月かかるとの見通しを明ら

かにした。東電の発表を受けて海江田経済産業相が 17 日、会見した。避難区域の住民の帰宅時期

について、「6か月から9カ月後を目標に、一部の地域の人にお知らせできるようにしたい」と述べ

た。しかし、冷温停止後も汚染状態の分析などに時間が必要で、年内の帰宅は事実上、難しくなっ

ている。 

 行程表で東電は、原子炉冷却や放射性物質の拡散防止など、63項目の具体策を示した。3カ月以

内に「放射線量を着実に減尐させる」、6～9 か月以内に「放射線量を大幅に抑える」とした。しか

し、燃料棒取り出しや解体など、中長期的な見通しは示していない。 

 東電は今後三カ月を「ステップ 1」、その後 3～6 カ月を「ステップ 2」とし、①原子炉冷却②燃

料プールの冷却③汚染水対策④大気・土壌での放射性物質抑制⑤避難地域での放射線量低減――の

課題別に対策を公表した。【略】 

東電会長6月退任 社長・副社長は補償めど後 

 東電は 17 日、福島第一原発事故の深刻化を受けて、勝俣恒久会長や清水正孝社長をはじめとし

た副社長以上の経営陣が退陣する方針を固めた。勝俣会長は同日の会見で自らの進退について「原

則(6月下旪の)株为総会時に責任を取ると思う」と表明。清水社長についても「(辞意は)同じだと思

う」と説明した。 

 さらに東電は「原発事故による多大な被害と賠償による経営責任は重大」(幹部)とし、原発事業

担当の武藤栄副社長ら副社長6人も退陣する方向で調整している。ただ、東電は(事故が収束しない)

状況で幹部がかなりの数で抜けるのが良いのか、悩みは深い」(勝俣会長)としており、清水社長や

武藤福社長らの退陣時期は、事故収束や、避難住民らへの補償に一定のめどがついた段階にしたい

考え。このため、6月の勝俣会長の辞任とは退任時期がずれる見通しだ。【略】 

 

2011/04/19(火) 毎日新聞 

原発「電源喪失想定せず」 電力各社、国指針も「考慮不要」 

 電力各社が原子炉の燃料棒が溶け出す「炉心溶融」など原発のシビアアクシデント(過酷事故)へ

の対策をまとめた報告書で、発電所への外部電源や非常用ディーゼル発電機の電源機能を長時間失

う事態をいずれも想定していなかったことが毎日新聞の調査で分かった。国は各社の報告書を了承

していたほか、設計段階の国の指針でもこうした電源を長時間失う事態を「考慮しなくてもよい」

としており、電力会社と国双方の想定の甘さに専門家から批判が出ている。 

 過酷事故対策の報告書は、79 年の米スリーマイル島原発事故などを受け、原子力安全委員会(現

内閣府原子力安全委員会)が 92 年に作成を推奨した。起こりうる可能性が極めて低く、設計段階で

考慮していなかった事態に対しても、対応手順や対策を求めた。電力各社は報告書を国に提出し、

当時の通商産業省(現経済産業省)や安全委もこれを了承した。 

 停電などで原発への送電が途絶えた場合、非常用ディーゼル発電機が起動し、原子炉や使用済み

核燃料プールなどを冷却するための代替電源となる。 

 電力各社は、電源が喪失した場合でも、原子炉内に 7～8 時間は注水を続けられる冷却機能を原

発に備えている。これに加え、各社の過酷事故対策の報告書では、隣接する号機の電源を融通する

▽非常用ディーゼル発電機を追加設置する――などの方法で電源供給能力を向上させるとした。し

かし、発電所内の電源が8時間を超えるような長時間にわたって失われる事態を想定した社はなか

った。 

 一方、安全委が 90 年に定めた原発の安全設計審査指針でも「長期間にわたる電源喪失は、送電

線の復旧、非常用発電機の修復が期待できるため、考慮する必要はない」とされていた。 

 福島第一原発では、東日本大震災の影響で鉄塔が倒れるなどして、外部からの交流電源が途絶え



た。その後の津波で 1～6 号機の非常用ディーゼル発電機 13 台中、6 号機の 1 台を除く 12 台が使

えなくなり、ほぼすべての電源が一度に失われた。その後も長期間電源を復旧できず、原子炉圧力

容器内や使用済み核燃料プールの燃料棒を冷却できなくなり、放射性物質の大量放出を招いた。 

 NPO 法人「原子力資料情報室」の伴英幸共同代表は「電源はすぐに復旧すると考えられ、電源

喪失が深刻な問題としてきちんと顧みられてこなかった。地震や津波といった広範囲に影響を与え

る事象を考えれば、複数の号機での電源トラブルが一度に長時間生じる可能性は高く、想定が甘い

と言わざるを得ない。それを認めていた国の責任も問われる」と指摘する。 

東電社長、初動遅れ釈明 参院予算委 

 東電の清水社長は 18 日、参院予算委員会に参考人として出席し、福島第一原発事故への初動対

応で、原子炉格納容器の内部圧力を下げる「ベント」作業が遅れ、事故が悪化したとの指摘に対し、

「暗闇の中で作業を強いられ、通信機能も喪失して連絡が困難だった」と釈明。放射能漏れを謝罪

したうえで「電源が喪失し、放射線量も高い厳しい状況だった。作業員が交代で作業するが、現場

の線量の確認や被ばく評価などに時間がかかった」と釈明した。【略】 

首相：「原子力政策を白紙から再検討」 

 管首相は 18 日の参院予算委員会の集中審議で、福島第一原発事故を受けた今後の原子力政策に

ついて「一度白紙から検証して再検討する必要がある。安全性を確認することを抜きに、これまで

の計画をそのまま進めていくことにはならない」と述べ、計画見直しを検討する考えを表明した。 

 首相は原発事故の要因となった大津波について「予想なり予測なりに甘さがあり、一つの原因に

なった。政府が事前にチェックできなかったことをおわびしたい」と陳謝した。【略】 

電源喪失 1時間40分で炉心溶融：原子力基盤機構報告書 

 国内の原発には東日本大震災に伴う、「命綱」ともいえる電源を長時間失う事態への対策が用意さ

れていないことが判明した。一方、原子力安全基盤機構が昨秋公表したシミュレーションによると、

電源を喪失し、冷却機能を失った原子炉は、わずか 1 時間 40 分ほどで核燃料が溶け出す炉心溶融

を起こすなど、短時間で危機的状況に陥ることが指摘されていた。最悪の事態が予想されていなが

ら、対策を怠っていた国や電力会社。設計や審査のあり方が見直しを迫られるのは必至だ。 

 原子力安全基盤機構は経産省所管で、原子力施設の安全性を研究する独立行政法人。10年10月、

7 タイプの原子炉を対象に、地震時の为な過酷事故の流れをシミュレーションした結果を報告書に

まとめた。 

 福島第一原発事故の 2～5 号機と同じタイプの沸騰水型軽水炉(出力 80 万 kw)について、電源を

喪失し、原子炉への注水ができなくなり炉心の冷却が止まった場合、事故がどのように推移するの

か調べた。その結果、注水不能になって約1時間40分後に原子炉圧力容器が破損、約6時間50分

後には格納容器も破損すると予測された。 

 実際の事故では、福島第一原発 1 号機が注水不能に陥ってから約 8 時間 40 分後の 12 日午前 1

時20分に格納容器の圧力が異常上昇、容器内の蒸気を放出したが、同日午後3時36分に水素爆発

を起こした。電源喪失後、電源がなくても、原子炉の余熱を利用する冷却機能がしばらくは働いて

いたため、同機構の解析より緩やかに事態が進展したとみられる。 

 過酷事故の対策では、事故のきっかけとなる出来事が起こる可能性が低くても、対策を取ること

が求められている。福島第一原発の事故では、非常用ディーゼル発電機が津波の被害を受けたため

に電源が失われたが、従来、非常用発電機が長時間全て使えない事態は想定されていなかった。 

 吉田正・東京都市大教授(原子炉工学)は「非常用発電機が全滅するとは、私も含め誰も思ってい

なかった。設計指針や国の審査のあり方を根本的に見直す必要がある」と話す。 

 松岡猛・宇都宮大教授(システム工学)は「予測された事態が実際に起こった時の被害や社会的損

失を考えれば、どれほど電源喪失の確率が低くても、政府が対策を支持すべきだった。政府の責任

ある立場の人たちに、こうした知見を活用する視点が欠けていたのだろう。各電力会社にも、基盤



機構の結果を基に、独自の解析をする力はあったはずだ」と指摘する。 

 

2011/04/20(水) 毎日新聞 

福島県内13校・園 屋外活動制限 

 文部科学省は 19 日、福島県内の幼保育園と小中学校の校舎などを通常利用する際の限界放射線

量を、1 時間当たり 3.8μSv に設定すると発表した。通常通りの学校活動を行った場合、年間の線

量が20mSvを超えるため、現段階で計13校・園は屋外活動を1時間程度に制限することなどを通

知した。対象園児・児童・生徒は計3500人に上る。【略】 

自衛隊10万人派遣縮小へ 

 防衛省は東日本大震災の被災地への自衛隊派遣について、現在の約10万6550人態勢を縮小する

方向で調整に入った。行方不明者の捜索が手つかずの地域は尐なくなってきた上、生活支援も民間

で代替可能なケーすが増えたため。縮小の時期や規模は来週の数日間、生活支援の担当部隊も投入

して不明者の一斉捜索を実施し、地元の意向を踏まえ今月末にも判断する。【略】 

2号機：汚染水の移送開始 

 東電は 19 日午前、福島第一原発 2 号機のトレンチにある高濃度の放射性物質を含む汚染水を、

集中廃棄物処理施設(集中環境施設)へ移送し始めた。1日240tから始め、その後ポンプを増設して、

5月14日ごろまで26日程度かけて、約1万トンを移送する予定。復旧作業の大きな障害となって

いる汚染水解消への一歩といえるが、大量の汚染水の処理には、かなりの時間がかかる見通し。ロ

ボットによる計測などで、原子炉建屋内の作業環境が厳しいことも判明し、東電が示した原子炉安

定化までの工程が予定通り進むのか、不透明な状況が続いている。 

 高濃度汚染水の集中環境施設への移送作業には、「海への流出防止」「原発本来の冷却設備の回復」

という、大きく二つの目的がある。 

 汚染水は为に 1～3 号機のタービン建屋などに計約 6 万 7500t ある。先月の震災直後から、原子

炉や燃料プール冷却のために注入した水が放射性物質で汚染され、破損個所などから建屋内に漏れ

出したとみられる。 

 特に原子炉格納容器が破損している可能性が高い 2 号機では、水表面から出る放射線量が毎時

1000mSv以上で、通常運転時の炉水の10万倍前後。さらに今月上旪には、トレンチや亀裂を通じ

て高濃度の汚染水が海に流出していることが発覚し、地下に止水材を投入する応急処置をとった。

その後、トレンチの水位は上昇を続けており、抜本的な対策を取らなければ一か月ほどであふれだ

し、海に流出する可能性もある。 

 東電は集中環境施設に元々たまっていた低濃度汚染水9070tを、4月4日から「やむを得ず」海

洋に放出し、同施設に貯蔵先を確保。施設の水漏れ対策工事などを行って約1万トンが補完できる

ようになり、保安院が19日からの高濃度汚染水の移送を認めた。【略】 

2号機建屋 毎時4.1ミリシーベルト 

 東電は19日、2号機の原子炉建屋内の放射線量をロボットで計測した結果、1階出入り口の二重

扉の内側すぐの場所で4.1mSvだったと発表した。湿度が94～99%と非常に高かったという。温度

は34～41度。2号機は3月15日に格納容器下部の圧力抑制室付近で爆発があり、容器が損傷して

いるとみられる。 

 

2011/04/21(木) 毎日新聞 

被ばく管理ずさん 

 福島第一原発の復旧をめぐり、作業員の被ばく線量の上限を 100mSv から 250mSv に引き上げ

た特例措置が現場であいまいに運用され、作業員の放射線管理手帳に線量が記載されなていないケ

ースがあることが分かった。関係法を所管する厚生労働省は通常規則に基づき「100mSvを超える



と5年間は放射線業務に就けない」とする一方、作業員の被ばく線量を一括管理する文部科学省所

管の財団法人は「通常規則とは全く別扱いとする」と食い違う見解を示し、手帳への記載方法も決

まっていないためだ。 

 運用があいまいだと作業員の安全管理上問題がある上、将来ガンなどを発症した際の補償で不利

益になる可能性もあり、早急な改善が求められそうだ。 

 作業員の被ばく線量は、原子炉規制法に基づく告示や労働安全衛生法の電離放射線障害防止規則

で、5年間で100mSv、1年間では50mSvに抑えるよう定めている(通常規則)。ただ、緊急時につ

いては別途100mSvを上限に放射線を受けることができりとの条文があり、国は福島第一原発の復

旧に限り、この数値をさらに250mSvに引き上げる特別措置をとった。 

 問題となっているのは特例措置と通常規則との兼ね合い。厚労省は「通常規則は有効で、今回の

作業で100mSvを超えた場合、5年間は放射線業務をさせないという方向で指導する」とし、細川

厚労相も3月25日の参院厚労委の答弁で全く同じ認識を示した。 

 一方、作業員の被ばく線量を一括管理する財団法人・放射線影響協会の放射線従事者中央登録セ

ンターは「250mSv浴びた労働者に通常規則を当てはめてしまうと、相当年数、就業の機会を奪う

ことになる。まったく別扱いで管理する」と説明。さらに「労災申請時などに困らないよう、なん

らかの方法で手帳に記載することを検討している」とし、放射線管理手帳への記載方法が決まって

いないことを明らかにした。 

 復旧作業に当たる二次下請け会社の男性作業員(30)は3月下旪、現場で元請け会社の社員から「今

回浴びた線量は手帳に載らないから気にするな」と説明された。その上で「ここで250mSv浴びて、

仮に翌月、柏崎刈羽原発で働くことになっても、その 250mSv は免除される」と言われたという。

他にも複数の作業員が同様の証言をした。 

 作業員が所持する線量計のデータは通常、原発から同センターのオンラインシステムに送られ一

括管理されるが、福島第一原発では事故後、オンラインシステムが使用できないという。 

 

2011/04/22(金) 毎日新聞 

原発20km圏「警戒区域」指定 

 政府は21日、福島第一原発から半径20km圏内の地域について、22日午前0時から立ち入り禁

止や退去を命令できる「警戒区域」に指定すると発表した。枝野官房長官は 21 日の記者会見で、

20km 圏内からの避難住民の一時帰宅に関し、①一世帯一人に限る②バスで集団移動し、在宅時間

は最大2時間――との方針を明らかにし、1～2ヶ月で一巡し、その後も一時帰宅を続ける考えを示

した。ただ、原発から 3km 圏内については、原発の状況が悪化する場合に備え、一時帰宅の対象

から除外する。 

 管首相は21日、視察先の福島県郡山市で、東電が発表した事故収束に向けた工程表について「な

んとか計画をもっと前倒しするように努力し、将来の展望が持てる形にしたい」と語り、避難住民

の早期帰宅を目指す考えを示した。 

 警戒区域への無断立ち入りには 10 万円以下の罰金などの罰則があり、今回の設定は、一時帰宅

の際、再び圏外への避難を求める法的根拠を整える目的がある。同区域は災害対策基本法に基づい

て市町村長が設定するが、今回は政府による避難指示に伴う措置のため、原子力災害特別措置法に

基づいて首相が指示する。対象は福島県の20km圏内に居住者がいない広野町を除く2市5町2村。

また、福島第二原発の避難指示区域を半径10km圏内から8km圏内に縮小変更したと発表した。 

【略】 

高濃度汚染水 海へ流出4700兆ベクレル 史上最悪レベル 

 福島第一原発 2 号機の取水口付近から高濃度の汚染水が海へ流出した問題で東電は 21 日、汚染

水によって放出された放射性物質の総量は尐なくとも 4700 テラ Bq と推定されると発表した。東



電の保安規定で定めた同原発 1～6 号機の年間限度の約 2 万倍に相当する。また、流出想定量は約

520tだったという。 

 1000テラBqというレベルは、史上最悪の海洋汚染とされる英セラフィールド核施設で 70年代

に放出された放射性廃液の年間の総量と同程度だという。東電は「影響については魚介類のサンプ

リングなどを通じて調査を続けたい」としている。 

 放出されたと考えられるのは、放射性ヨウ素が 2800 テラBq、放射性セシウム 134 と 137 が各

940 テラ Bq。集中環境施設などから海に放出された低濃度の汚染水に含まれた放射性物質の総量

(0.15テラBq)の約3万1000倍に当たる。 

 流出総量は、4月1日から流出が始まり6日の止水確認時まで一定量が続いたと仮定して試算し

た。東電は汚染水が海へ拡散するのを防止するため、1～4号機取水口前面や取水口を囲む堤防の隙

間に「シルトフェンス」を設置するなどの対策を取っている。 

セラフィールド 80年代から白血病増加 

 英国北西海岸のセラフィールド地区周辺には再処理工場などの核施設が集中し、70年代中盤をピ

ークに放射性物質を含む大量の廃液が海に放出された。80年代以降、小児白血病の発生率が高いと

する論文が発表され、放射性物質との関連が指摘されている。英国政府の調査結果によると、白血

病発生率の増加は見られるものの、放射性物質との因果関係は分かっていない。処理技術の向上で、

90年代以降の放射性物質の放出量は1/100以下に減っている。 

 海洋生物環境研究所の御園生研究参与は 4700 テラ Bq は絶対量としては尐なくない。ただし、

人間や魚類などに影響が出ていないセラフィールドの海岸汚染よりも尐なく、時間とともに放射性

物質は減るから、あわてる必要はない」と話す。 

 

2011/04/23(土) 毎日新聞 

出荷停止被害を賠償 審査会方針 

 東電福島第一、第二原発事故の被害補償の指針を作る文部科学省の「原子力損害賠償紛争審査会」

は 22 日、第二回の会合を開いた。会合では、出荷停止を受けた農家や漁業者らの被害を賠償対象

と認定する方針を固めた。28日に開かれる次回会合で、第一次指針を公表する予定。 

 議論では、出荷停止措置の対象となっている農作物の生産者、海上保安庁の航行危険区域内(福島

第一原発から30km圏内)で普段作業していた漁業者に加え、その外側で漁を自粛している漁業屋の

損害も賠償対象とすることでまとまった。また、国の指示で避難した人は体育館など費用のかから

ない施設に避難した場合でも標準的な宿泊費を請求できることなどで大筋合意した。 

 現状では事故の収束時期は不透明で、被害が継続している。このため、すべての損害が確定して

から賠償金を支払うのではなく、一定期間で区切って支払う方法を検討することにも、委員から異

論はなかった。農作物などの風評被害による損害や、事故による精神的損害も会合で論点の一つに

なったが、さらに議論が必要とされた。 

福島12市町村のコメ作付制限 

 政府は 22 日、福島第一原発事故による放射性物質で土壌が汚染されたことなどから、11 年度産

のコメの作付けを制限する区域を▽警戒区域▽計画的避難区域▽緊急時避難準備区域――の三区域

とすると決め、福島県に通知した。12市町村が対象となる。 

 指示は原子力災害特別措置法に基づく措置で、食品の暫定規制値を超す放射性物質に汚染された

コメを排除する狙いがある。三区域では作付は困難と判断、県は区域のコメ農家と市町村に作付け

しないよう求める。農家は東電による補償の対象となる。 

 農林水産省によると、対象農家は約7000戸で作付面積は約1万ha、コメ収穫量は推定6万トン。

12年度以降は土壌調査などを基に判断する。鹿野農相は閣議後会見で「補償は万全を期していきた

い」と述べた。 



 作付制限基準について、政府は土壌中の放射性セシウムが1kg当たり5000Bqを超えた場合に制

限を指示すると既に決定している。福島県の土壌調査で、三区域以外で5000Bqを超える地点はな

かった。 

4号機燃料プール 水温91度高止まり 

 東電は 22 日、福島第一原発 4 号機の使用済み核燃料プールを、コンクリート圧送車を遠隔操作

して測定した。その結果、水温が約 91 度と高止まりしたままで、水位も燃料棒の上部から約 2m

上回った程度と低い状態が続いていた。東電は「注水を、燃料棒の発熱による蒸発量に相当する量

に止めているため」と説明している。 

 4号機は3月15日に水素爆発があり海水で冷やす通常の循環冷却装置システムが失われた。その

後、外部からの注水で冷やしている。 

 

2011/04/24(日) 毎日新聞 

がれきから高放射線 900ミリシーベルト3号機建屋付近 

 保安院は23日、福島第一原発の3号機原子炉建屋付近で、毎時900mSvの放射線を出すがれき

が20日に見つかっていたと発表した。同建屋では3月14日に水素爆発が発生。放射性物質に汚染

された建屋の一部が飛び散った可能性があるという。 

 がれきは縦30cm、横30cm、高さ5cmのコンクリート片。20日午後1時半ごろ、敶地内の放射

線量の定期調査中、建屋西端で線量が高かったため調べたところ、このがれきを見つけた。21 日、

作業員が一人で重機で回収し、鋼製のコンテナに保管した。東電によると、この作業員の 21 日の

被ばく量は3.17mSvだったという、 

 同原発では復旧作業の支障となるがれきの処理を急いでいる。これまでに確認されたがれきの放

射線量は高いものでも1時間に100～200mSvで、今回の線量が最も高い。東電によると、累積被

ばく量が 100mSv を超えた作業員が 23 日、30 人(うち東電社員 27 人)に達した。厚生労働省は、

作業員の累積被ばく量限度を事故後、100mSvから250mSvに引き上げている。 

 発見から発表まで 3 日かかったことについて保安院の西山審議官は 23 日の会見で「高線量のが

れきが見つかったことは聞いていたが、東電のきちんとした報告を待っていた」と説明した。 

1号機：水棺作業の状態に 

 東電は 23 日、福島第一原発 1 号機の原子炉格納容器に深さ約 6m の水がたまっていることを明

らかにした。格納容器を燃料頂部まで水で満たして原子炉を冷やす「水棺」作業が事実上進んでい

るとみられる。水棺は、事故収束に向けた行程表で最初の三カ月目標に掲げた対策の一つだが、こ

のまま燃料頂部まで水位が達するかは不確定要素もある。 

 東電によると、1号機は燃料棒の損傷が推定70%と最も激しく、圧力容器にこれまで約7000tを

注水して冷却を続けてきた。ここで発生した蒸気が格納容器に移って水になっている可能性や、圧

力容器と直結する配管などが地震で破損し、格納容器に水が漏れ出している可能性が考えられると

いう。 

 水位は、水素爆発を防ぐための窒素注入による格納容器の圧力変化から東電が推計した。その結

果、格納容器下部にある圧力抑制プールはすでに満水となっており、「ドライウェル」と呼ばれるフ

ラスコ状の球形部(直径17,7m)も半分程度(深さ約6m)まで水がたまっていることが分かった。 

 2、3 号機も同様に圧力容器への注水が続けられているが、2 号機では圧力抑制プールが破損し、

高濃度の放射性汚染水が外部へ漏れ出ており、容器内の水の溜まり具合は分かっていない。 

 一方、水棺方式には課題もある。格納容器には既に容量(約 6000 ㎥)の 2 倍近い窒素約 1 万 700

㎥を注入しているが、一定以上に圧力が高まっていない。容器の損傷も考えられ、このまま水位が

上がれば、損傷部分からの水漏れが懸念される。また、水の重量の負荷に伴う耐震性は「最終チェ

ックしている段階」(保安院)の上、長期的には高濃度に汚染された水の処理も必要となる。 



 

2011/04/25(月) 毎日新聞 

20キロ圏家畜殺処分へ 

 福島県は24日、東電福島第一原発の半径20kmに指定された「警戒区域」で、25日から衰弱し

て瀕死の状態の家畜を薬で安楽死させることを決めた。立ち入り禁止区域のため飼い为がおらず、

死骸が放置されると衛生上問題があるため、殺処分した後、消石灰で消毒し、シートで覆う。 

 警戒区域には畜産農家が 376 戸あり、原発事故前に▽牛 4000 頭▽豚 3 万頭▽ニワトリ 63 万羽

▽馬100頭――が飼育されていたが、多数が死んでいるとみられる。 

 家畜伝染病予防法では、原子力災害時時の殺処分は規定がなく強制的にできないため、飼い为の

了解を得て実施する。しかし、埋却など死骸の処理方法は決まっていない。 

 一方、柵が壊れたり、飼い为が避難前に逃がしたりして野放しの家畜は元気なら畜舎に戻す。餌

や水のやり方は今後検討する。 

 作業には県職員と獣医師らであたり、一日の被ばく最上限の目安 50μSv と決めた。放射線量の

高い大熊、双葉、浪江3町への立ち入りは当面見送り、作業方法をさらに検討する。 

原木シイタケに基準超セシウム 

 厚生労働省は 24 日、福島県本宮市産の露地栽培の原木シイタケから食品衛生法の暫定規制値を

超える放射性セシウムが検出されたと発表した。同市産の原木シイタケが基準を超えたのは初めて。

福島県は市に対し、出荷自粛を要請した。政府は原子力災害対策特別措置法に基づきこれまで、同

県に対し 17 市町村産の露地栽培の原木シイタケの出荷停止を、飯舘村産については摂取制限も加

えて指示している。 

原発事故25年悲劇の連鎖 放射線被害孫にまで 

 旧ソ連・ウクライナで86年に起きたチェルノブイリ原発事故は、発生から25年となる今も深い

傷跡を残している。特に当時の周辺住民は今なお健康被害に苦しみ、原発事故との関連が認められ

ず切り捨てられる例も多い。被ばくとの因果関係がきちんと解明されていないためだ。大気中に放

出された放射性物質のレベルは大きく違うとはいえ、福島第一原発事故でも今後、周辺住民への長

期にわたる健康調査と配慮が求められる。 

 「(当時のソ連）政府は深刻な問題は起きないといっていた。それなのに」 

ウクライナの首都キエフ北東部のデスニャンスキー地区にある自宅アパートで、ナジェージュダさ

ん(56)は孫のイリヤ君(3)を抱きしめた。次女オリガさん(32)の三男イリヤ君は、心臓弁膜症とダウ

ン症に苦しむ。オリガさんは「話すことは理解しているのですが、言葉が出ないのです」と顔を曇

らせた。 

 25年前。ナジェージュダさんは、原発職員だった夫と娘二人と一緒に原発から約 3km離れたプ

リピャチに住んでいた。原発労働者の町として建設され、当時の人口は約5万人。当時としては最

先端の設備がそろい、自然も豊かで住みやすかったという。住民の平均年齢は 26 歳と若く、活気

にあふれていた。 

 事故は4月26日午前1 時29分ごろ起きた。「深刻な事故とは知らされず、屋内退避の指示もな

かった。その日は土曜日で暖かく、子どもたちは日中、外で遊んでいた」。住民に避難命令が出たの

は良く27日。「ヨウ素剤も支給されなかった」とナジェージュダさんは振り返る。 

 半年後に今のアパートに入ったが、しばらくして家族に健康被害が認められるようになった。別

のアパートに暮らす長女レーシャさん(35)は 6 年前、甲状腺に異常が見つかり、手術で甲状腺を全

摘出した。レーシャさんの3人の子供も病気がち。ナジェージュダさんとオリガさんも頭痛などの

体調不良に悩まされてきた。 

 オリガさんの長男(14)は妊娠 6 か月の早産で、二男(10)もぜんそくを患う。三男のイリヤ君は病

気のため幼稚園から入園を拒否された。オリガさんは「小学校には通えるといいのですが」と話す。



イリヤ君は病気と原発事故の関連が認定され、月に 166 フリプナ(約 1700 円)の手当てを国から支

給される。だが、ほかの5人の孫たちは事故と健康障害の関連が認定されず、プリピャチ出身者の

子供向けの手当て、月16フリプナ(約160円)しか受け取れない。 

 被災者の医療支援を行っているウクライナの民間組織「チェルノブイリの医師たち」のニャーグ

代表は「放射線と病気の因果関係を解明につながる統計や調査は、費用がかかることもあり行われ

ていない」とウクライナ政府を批判する。【略】 

 

2011/04/26(火) 毎日新聞 

原発事故賠償負担案 四電社長：国の責任明確化前提 

 東電福島第一原発事故で、政府が損害培養のための「原発賠償機構(仮称)」を設立し、同社以外

の電力会社にも負担金を求める案を検討していることについて、四国電力の千葉昭社長は 25 日の

記者会見で、「他社にも負担を求めるなら、原発を国策として進めてきた国が責任を明確にした上で、

株为や顧客に説明のつく趣旨説明が必要」と述べ、国の責任明確化が負担の前提となる認識を示し

た。 

 今回の事故による損害賠償は、巨額の賠償で東電の電力供給に支障が出る可能性があるため、政

府は国が賠償資金を負担する仕組みを模索している。政府案では、原発賠償機構には、国や金融機

関だけでなく、東電以外の電力会社も負担金を出す枞組みという。 

 政府からの負担要請を受け 23 日、電気事業連合会と各電力会社が協議したが、千葉社長は「負

担は電気料金に転嫁する形だが、具体的な額は示されなかった」と説明。また、賠償金負担に伴う

電気料金値上げについては「東電の大リストラが必要」と述べた。 

 6 月末に松山市に移転する四電原子力本部については、自治体との連絡調整や、原発関連の戦略

立案スタッフなど約25人が勤務する、と説明。県との定期協議の開催も検討するという。 

 

2011/04/27(水) 毎日新聞 

「水棺」着手見極め 福島1号機 

 東電は 26 日、福島第一原発 1 号機の格納容器を水で満たして冷やす「水棺」の着手に向けた作

業に入った。同日はロボットで、格納容器に破損がないかを点検。27日には試験的に原子炉への注

水量を倍に増やし、格納容器の損傷具合を確認する。一方、4 号機のタービン建屋地下にたまった

水の放射性物質濃度が、一か月で最大約250倍に上昇していることが判明。事故収束に向け、新た

な課題が浮上した。 

 1号機は燃料棒の約7割が損傷したとされる。東電は三カ月以内に 1号機で「水棺」を実施する

計画を、事故収束に向けた工程表に盛り込んでいる。 

 26日は、原子炉建屋1階に米国製ロボット2台を投入。撮影した映像の分析に基づき「格納容器

からの目立った水漏れは確認されなかった」とした。建屋内の線量は前回 17 日の調査時(毎時 10

～49mSv)と変わっていないという。 

 27 日以降、一時的に原子炉への注水量を従来の約 2.3 倍に当たる毎時 14 ㎥に増やし、圧力や水

位の変化から、水棺が可能か見極める。 

 格納容器内には現在、原子炉圧力容器に注いだ冷却水が漏れるなどして、すでに約 6mの水がた

まっているとみられる。水を満たす作業が順調に進んだとしても、その水を冷却するシステムの構

築はこれからで、格納容器を守る建屋の耐震性も今後の課題だ。 

4号機建屋地下汚染水濃度上昇 

 また、東電は 25 日夜、4 号タービン機建屋地下の汚染水の放射性物質濃度を明らかにした。21

日に調べたもので、セシウム 137 が 1 立方㌢当たり 8100Bq、セシウム 134 が 7800Bq 検出され、

いずれも前回調査(3 月 24 日)の約 250 倍に上昇していた。半減期が約 8 日と短いヨウ素 131 は、



12倍の4300Bqだった。 

 3、4号機のタービン建屋は、共通の電源盤などがある「電気品室」を通じてつながっている。東

電は、3 号機の原子炉を冷やすために注いでいる水が 4 号機に流れ込んでいると見ている。水深は

26日午前7時現在1.15mで、この2週間で25cm上昇している。 

 タービン建屋と周辺の汚染水は 1～3 号機に計約 6 万 7500t があり、一部は保管場所への移送が

始まっているが、すべてを回収できるめどは立っていない。東電は「建屋外への漏出は見られない

が、移送先を早く確保する必要がある」としている。 

 

2011/04/28(木) 毎日新聞 

第一原発周辺 小中23校再開断念 今学期避難先転入 

 福島第一原発事故の影響で休校となっていた周辺地域の小中学校54校のうち、23校が新学期中

の再開断念に追い込まれたことが福島県教委の調査で分かった。特に半径20km圏を立ち入り禁止

とする警戒区域にある 25 校の約 7 割で学校卖位の移転ができず、児童生徒が個別に避難隻の学校

へ転入する事態になった。子ども同士の絆が断たれてしまいかねない状況に、学校関係者から懸念

の声が上がっている。【略】 

汚染水浄化施設「6月稼働」 東郷本部 

 政府と東電の事故対策統合本部は27日、1～4号機のタービン建屋地下などにたまった高濃度の

放射性汚染水を浄化する設備を設置する計画を正式に発表した。処理した水は海などへ放出せず、

炉心の冷却に再び利用する方針。5月上旪に設備の搬入を始め、6月中の稼働を目指す。【略】 

1号機 原子炉建屋内で1120ミリシーベルト 

 東電は 27 日の記者会見で、損傷が激しい 1 号機の原子炉建屋内部の写真を公開した。撮影場所

の放射線量は毎時 1120mSv で、原子炉建屋内で計測された線量としてはこれまでで最も高い。東

電は原子炉格納容器を水で満たす「水棺」作業を含め、原子炉冷却を目指して準備を進めている。

だが、高線量の放射性物質は建屋内での作業の支障となり、収束まで「6～9カ月」とした工程表の

スケジュールにも影響を与えそうだ。 

 撮影場所は、1 号機原子炉建屋 1 階にあるポンプ室の入口付近。高線量が予測されたため、ロボ

ット 2 台を使って 26 日に測定・撮影した。ポンプ室は、原子炉を停止した際に炉内の残留熱を含

む水を冷却する熱交換機と冷却水を循環させるポンプが設置されている。東電は「配管をつなぐ弁

の緩みなど、何らかの原因で放射性物質を含む水が配管の中に流れ込んでいる可能性がある」とみ

ている。 

 東電は当初、この残留熱除去系のシステムを利用して、循環型の冷却機能を復旧させる考えだっ

た。だが、ポンプ室入り口で高い放射線量が確認されたことで、東電の松本純一原子力立地本部長

代理は「ポンプ室を経由しての作業は今後困難になる。迂回するルートを確保したい」と述べた。 

4号機プール水漏れ可能性 

 東電は26日、4号機の使用済み核燃料プールから水が漏れている可能性があることを明らかにし

た。プールへの放水を続けているが、想定ほど水位が上昇していないという。今後、新たな作業が

必要になり、事故収束に向けた工程表に影響する恐れがある。【略】 

1号機の燃料棒損傷55%に訂正 

 東電は27日、1～3号機の炉心にある核燃料の損傷割合の推定値を訂正し、保安院に提出したと

発表した。算出過程でのミスが判明したためで、訂正後の値は 1 号機約 55%(訂正前は約 70%)▽2

号機約35%(同約30%)▽3号機約30%(同約25%)――となった。 

50代女性社員被ばく 

 東電は27日、先月まで福島第一原発事故の復旧作業に当たっていた50代の女性社員が、国の規

則を超える17.55mSvを被ばくしていたと発表した。「健康への影響はない」としている。【略】 



 

2011/04/29(金) 毎日新聞 

福島原発「避難で健康悪化」賠償 一次指針 風評被害も対象 

 東電福島第一、第二原発事故の伴う損害について、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は28

日、避難や農作物の出荷制限など事故後の政府指示で発生した被害を賠償対象と定めた第一次指針

を策定した。農作物などの風評被害や長期間の避難に伴う精神的苦痛の一部も賠償対象とするが、

それらの範囲や基準については次回以降に持ち越された。東電は同日、補償相談室を開設した。 

 審査会は東電に早急な損害賠償を促すため、緊急性が高く事故との因果関係が明白な被害につい

て、まず第一次指針を定めた。今後、議論がまとまったものから順次指針を追加し、7 月末までに

補償範囲の全体像を示す。能見会長は審査会後、「次回以降、賠償額の目安も議論したい」と語った。 

 一次指針は賠償範囲を、政府の指示による①避難や屋内退避②航行危険区域の設定③出荷制限措

置――に分類し、対象となる損害を列挙。事故が継続中であることを考慮、定額支払いや期間を区

切った支払いにも応じるよう東電に求めている。 

①では避難に伴う交通費や宿泊費▽被ばくや放射性物質汚染の検査費用▽区域内で行っていた事

業の減収分や就労不能になった場合の給与減収分▽世話できなくなった家畜など財物価値の減尐分

▽避難生活で生じた健康被害による治療費などが、対象と認められた。 

避難に伴って病気になったり、肉親が死亡した場合の精神的被害については加えたが、長期間の

避難生活による精神的苦痛は「今後、判定基準を検討する」とした。 

②では航行危険区域とされた半径 30km 圏内での操業が困難になった漁業者や海運業者に対し、

減収分や航路迂回による費用増加分、就労不能になった場合の給与の減収分を対象としている。 

③では、政府や自治体の指示で出荷が停止されたり、自粛された農作物や魚介類の減収分や廃棄

費用、就労不能になった場合の給与の減収分などが盛り込まれた。農協などの業界団体が政府や自

治体と相談し実施した出荷自粛も認められた。 

東電は28日、一次指針について、「今後、内容を調査・分析し、対応を検討したい」とのコメン

トを出した。 

損害線引きに課題 

 原子力損害賠償紛争審査会が 28 日、損害賠償の第一次指針を示した。被害補償の第一歩が踏み

出されたが、一次指針は政府の指示によって発生した被害のみを基本としている。風評被害や精神

的苦痛に対する賠償の道筋は不明で、莫大な損害責任を負う東電の支払い体制も問われる。実際に

賠償金が支払われるまでには、多くの壁が待ち受けている。 

 「原子力災害は、風評被害と精神的苦痛が非常に大きい」。原子力損害賠償紛争審査会に出席した

福島県の松本友作副知事は、県内の被害状況と早急な賠償金の支払いを切々と訴えた。 

 福島県では、風評被害で出荷制限を受けていない農作物の価格も下落。商工業、観光業も打撃を

受けた。県外の学校に転入し、放射能がうつるので学校に来るなと言われた子供もいる。「尐しでも

先が見えて県民が安心できるように速やかな救済を求めたい」という松本副知事の訴えは切実だっ

た。 

 一次指針で対象となるのは、政府などの指示で出荷制限された品目だ。今後は産地が福島県とい

うだけで売れなくなったり、値下がりした「風評被害」の扱いが問われる。茨城県の農協グループ

などでつくる「東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策茨城県協議会」は原発事故の損害額を約18

億4598万円と算定。原発事故で農作物の価格が70～80%程度下がったとしている。茨城県東海村

で99年に起きた核燃料加工会社JCOの臨界事故で風評被害が補償された前例はある。しかし、今

回は福島県から関東地方の複数の県に影響が及ぶほど広がった。原発事故に収束の見通しが立たな

い中、風評被害の範囲を決めることには困難が予想される。 

 農作物の風評被害について、委員の中島肇・桐蔭横浜大法科大学院教授は「生産地の表示は県卖



位で行われる。その県の農産物価格が下落しているのだから、出荷制限の出た県の農産物はすべて

賠償対象として、一次指針に盛り込むべきだ」と指摘した。【略】 

福島1号機 注水増量見合わせ 

 東電は 28 日、格納容器全体を水で満たす「水棺」計画を進めている 1 号機について、当初予定

していた注水量の段階的な増加を見送った。格納容器内の圧力が下がっており、酸素が容器内に流

入すれば水素爆発も懸念されるため。東電は「計画への大きな影響はない」としている。 

 当初東電は、注水量を試験的に引き上げて水棺の可否を判断するとしていた。27 日に毎時 6t の

注水量を10tに増やし、14tまで引き上げた上で、28日中には元に戻して、ロボットで水漏れ個所

を調べる予定だった。 

 27 日午前に 10t に増やしたところ、格納容器内の圧力が低下。28 日正午現在の上部の圧力は約

1.2 気圧と、大気圧に近づきつつある。大気圧を下回ると、格納容器内に外から酸素が入り、容器

内の水素と反応して爆発する恐れが出てくるため、東電は14tへの増加を見送った。【略】 

関西広域連合：「脱原発」に慎重論 

 大阪府の橋本知事は、28日に開かれた広域行政組織「関西広域連合」の会合で、原発の新設や運

転延長を認めず、節電計画の策定や代替エネルギーの検討を行うべきだとする構想を提案した。他

府県の知事からは「時期尚早」などと慎重論が相次ぎ、「脱原発」構想は不発に。節電や代替電力の

検討を進めていくことでは合意した。【略】 

浜岡3号機「7月再開」 中部電 

 中部電力は28日、定期検査中の浜岡原発3号機(静岡県御前崎市)を7月に運転再開することを前

提にした 12 年 3 月期の業績予想を発表した。地元自治体などからは、福島第一原発事故の深刻化

を受けて浜岡原発の津波対策を不安視する声も高まっており、実現できるかどうかは不透明だ。【略】 

 

2011/04/30(土) 毎日新聞 

内閣官房参与辞任 子ども20ミリシーベルトに抗議 

 東電福島第一原発事故の政府の対応を巡り、内閣官房参与の辞任を 29 日表明した小佐古敏荘・

東京大教授は、放射性物質の健康影響や放射線防護策の専門家の立場から、政府の情報公開や緊急

事態に応じた放射線量の基準決定の過程に疑問を投げかけた。いずれも是非を巡り地元住民から批

判の声が上がったほか、専門家の間で論議を呼んでいただけに、波紋を広げそうだ。 

 福島県内の学校や幼稚園では、放射線量が毎時3.8μSv以上のところは、校庭の利用が1日1時

間に制限されている。これは、国際放射線防護委員会(ICRP)が原子力事故の収束後に適用すべきだ

と勧告した年間1～20mSvの上限値を根拠に、1日8時間を屋外で過ごすことなどを仮定した上で

定められた。内閣府原子力安全委員会の助言で決められた基準だが、小佐古教授は「ヒューマニズ

ムからして受け入れがたい」と強く抗議した。 

 この問題をめぐっては、放射線の影響を受けやすい子供に大人と同じ 20mSv という基準を適用

することなどに対し、日本弁護士連合会などが反対声明を出しているが、文部科学省は「かなり余

裕を持って決めた基準のため、実際に年間20mSvを被ばくすることはない」と説明する。【略】 

4号機燃料 損傷なし 

 東電は29日、福島第一原発4号機の使用済み核燃料プールの水中映像を公開した。3月15日の

爆発で破損した建屋の一部とみられるがれきが確認されたが、東電は映像とプール水の放射性物質

濃度から「使用済み燃料に大きな損傷はみられない」と分析している。【略】 

茨城沖でも放射性物質 海水モニタリング 福島以外発公表 

 福島第一原発事故を受け、東電は 29 日、茨城県沖の海水中に含まれる放射性物質を分析した結

果、ヨウ素131とセシウム134を検出したと発表した。茨城県沖の海水モニタリング結果が公表さ

れるのは初めて。東電は「放射性物質の拡散が進んでおり、今後も継続して調査する」と話してい



る。調査は海上保安庁が 25 日に実施したものを東電が分析した。第一原発に最も近い北茨木市沖

から利根川沖までの約 50km を 10km 間隔に分け、沿岸から 20～30km 沖の 5 地点で、表層、中

層(深さ200m付近)、下層(同400m以上)の3層で調べた。 

 5地点のうち、利根川沖の海面でヨウ素131が海水1㍑当たり5.8Bq▽鹿島港沖の深さ582mで

セシウム134が同12.6Bq▽日立市沖の深さ208mでセシウム134が同9.1Bq、深さ420mでヨウ

素131が同6.0Bq検出された。【略】 

 

2011/05/01(日) 毎日新聞 

原発事故 避難で死亡  弔慰金支給：悩む市町村 

 福島第一原発事故で、避難中に体調を崩すなどして死亡した高齢者らの遺族への「災害弔慰金」

支給をめぐり、市町村が対応に苦慮している。自然災害による死者について最大500万円を支給す

る制度だが、福島県が「原発事故による避難は支給対象外」とするのに対し、厚生労働省は「対象

になる」と見解が分かれているためだ。市町村によって判断が分かれる事態も起きかねず、専門家

は「国が指針を示すべきだ」と指摘している。【略】 

福島原発に防潮堤 

 福島第一原発事故で、政府と東電の事故対策統合本部は 30 日、今後予想される余震や津波への

対策を発表した。防潮堤の設置や、4 号機の使用済み核燃料プールの補強などを盛り込んでいる。

東電は「今後もM8級の余震が起こりうる。最優先の対策だ」としており、工事を7月末までに完

了する方針。 

 東電によると、M8級の余震が起きた場合、標高約10mの地点にある3、4号機の原子炉建屋や

タービン建屋が津波で浸水する可能性もある。これを防ぐため、金属製のカゴに石を詰めたブロッ

クを積み上げ、高さ約1～2mの仮設防潮堤を6月中旪までに設置する。【略】 

原発事故賠償 東電負担軽減狙う 

 東電福島第一原発事故の損害賠償問題で、東電の賠償責任を巡る論戦が過熱している、東電は「事

業者の免責に該当するほどの巨大な災害」との認識を示しているのに対し、管首相は「国がすべて

を負うというのは違う」と一蹴。ただ、東電の狙いは、免責をちらつかせて賠償負担を軽減するこ

とにあるとみられ、賠償の枞組みが固まる大型連休明けをにらみ、政府や金融界を巻き込んだ議論

が続きそうだ。 

 東電の「免責問題」に焦点が集まったのは、清水正孝社長が 4 月 26 日、記者団に「そういう理

解があり得る」との見方を示したためだ。原子力事業者の賠償責任を定めた原子力損害賠償法は、

「異常に巨大な天災地変」の場合に事業者は責任を免れるとの例外規定を盛り込んでおり、26日の

金融機関向け説明会でも、勝俣恒久会長らが「免責でもおかしくない」との認識を示した。 

 東電が免責を訴えるのは、過去の国会答弁で、関東大震災の3～4倍超なら「異常に巨大な天災」

との見方が示されており、40倍以上の東日本大震災は該当するとの解釈が成り立つためだ。勝俣会

長はすでに辞意を固め、「東電を守るのが最後の仕事だと腹をくくっている」(大手銀幹部)という。 

 東電の発行済み社債は国内社債市場の 7%超に及んでおり、経営が悪化すれば社債や株価の下落

を通じて機関投資家などの財務を直撃するため、金融界にとどまらず、経済界も東電の負担軽減を

为張。日本経団連の米倉弘昌会長は7日の毎日新聞のインタビューで「国は賠償を支援する責任が

ある」と述べ、免責に言及。26日の会見でも、「国は腰が引けている」と批判した。 

面積適用 政府は否定的 

 仮に東電が免責された場合、同法は誰が賠償するかを定めていないが、特別立法などで国が救済

する道を探るとみられる。 

 しかし、東電の初動の遅れが事故を拡大させたとの見方がある中、「東電が負担しないと国民の理

解は得られない」(経済官庁幹部)。このため海江田経済産業相は 29 日の衆院予算委員会で「(異常



に巨大な天災地変とは)人類の予想していないようなものだ」と述べ、今回は免責の対象外との見方

を示した。管首相も「東電に賠償責任がなく、国がすべてを負うというのは尐し違う」とはねつけ

た。 

 もっとも、東電側も免責適用が現実的とは見ていない。金融説明会では「すべて免責されるとは

考えていない」と説明。政府が検討中の損害賠償対策で、東電の負担に上限額を設けるような仕組

みがないと「投資家が社債を買ってくれない」(東電幹部)との懸念があるため、交渉材料として免

責の解釈論を持ち出してきたようだ。 

 東電は。政府が原子力を「国策民営」で進めてきた経緯も踏まえ、国の負担を引き出したい考え。

政府は従来、「賠償責任は一義的に東電」と繰り返してきたが、管首相は 29 日の予算委で、「補償

することを、国としても責任を持たないといけない」と述べた。 

 ただ、損害賠償策は5月中旪に予定している東電の決算発表までにまとまる見通しで、政府がど

こまで支援に関与するかが注目される。 

 

2011/05/02(月) 毎日新聞 

一時帰宅一世帯2人に 福島警戒区域 

 東電福島第一原発事故で立ち入りが規制されている「警戒区域」(半径 20km)への一時帰宅につ

いて、国の現地対策本部と関係9市町村の会議が1日、福島県郡山市で開かれた。国は、一世帯 2

人の帰宅を認めるなど、原案より条件を緩和する案を示した。各市町村は再度検討するが、大筋で

受け入れるとみられる。この日は国や自治体職員による一時帰宅の予行演習を3日に行うことが決

まり、結果を踏まえ、今週中にも実施方法が固まる見通しとなった。 

 4 月 25 日に国が示した原案は▽帰宅できるのは一世帯 1 人▽在宅時間は 2 時間▽持ち帰れるの

は通帳や現金など必要最低限のもの――との内容。これに対し 29 日の前回の会合で、各市町村か

ら「福数人で帰宅」「ペットや乗用車の持ち帰り」「在宅時間2時間以上」などを求める意見が相次

いでいた。【略】 

1号機水棺難航 

 東電が1号機で実施中の原子炉格納容器を水で満たして燃料を冷やす「水棺」作業が難航してい

る。すでに格納容器が満たされる量を超える注水をしたが、実際には水位の上昇が確認できていな

い。一方、水位を上昇させるために注水量を増やしたところ、容器内の圧力が低下。水素爆発の危

険性があるとして注水量を元に戻さざるを得なくなっており、対応に苦慮している。【略】 

新たに女性限度超す 震災当日作業員を介護 

 東電は1日、新たに一人の女性社員が被ばくしていたと発表した。限度を超えたのは2人目。検

査中のもう一人の女性は限度以下だった。 

 新たに限度超えが判明した女性は40代で、3月11日の事故発生時、同原発内の復旧活動の拠点

となる免震重要棟で体調不良の作業員の介護などをしており、同 15 日まで働いていた。被ばく線

量は7.49mSvで、うち外部被ばくが0.78mSv、内部被ばくが6.71mSv。現時点で健康状態に問題

はなく、今後、医師の診察を受ける。【略】 

 

2011/05/03(火) 毎日新聞 

原発事故と国家権限 

憲法 13 条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利

については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

 東電福島第一原発の事故で、日本の原発の「安全神話」は大きく揺らいだ。震災時点で運転中だ

った原発は54基。各地で40年近く前から設置許可の取り消しや運転差し止めを求める裁判が起こ

されてきたが、裁判所は住民が被ばくする具体的な危険性を認めず、大半の請求を退けてきた。人



権の砦と呼ばれる裁判所のあり方も問われている。 

 各地の訴訟で、原告側は原発事故が起きれば「人格権」が侵害されると为張してきた。人格権は

個人の尊重や生命、自由、幸福追求の権利を規定した憲法 13 条に基づく基本的人権の一つととら

えられている。13条から導き出される「環境権」の侵害が为張されることもある。裁判所は行政の

専門的な裁量を認める立場で審理、原子力安全委員会の安全審査や電力会社の安全対策に不合理な

点がないかぎり、事故の具体的な危険性はないと判断してきた。 

 もんじゅ訴訟の二審・名古屋高裁金沢支部判決(03年1月)と志賀原発2号機訴訟の一審・金沢地

裁判決(06年3月)だけが原告の請求を認めたが、いずれも高裁や最高裁で見直され、原告の敗訴が

確定した。 

 「原発事故は人権侵害のオンパレード。裁判所は今こそ行政に対するチェック機能を生かし、す

ぐ原発を止めてほしい」。東海地震の想定震源域に位置する中部電力浜岡原発(静岡県御前崎市)の運

転差し止めを求める訴訟の原告弁護団長、河合弘之弁護士(67)は、今回の事故で、原発の違憲性が

明確になったと为張する。 

 事故では、多くの住民が先の見えない避難生活を強いられている。人格権や幸福追求権だけでな

く、居住・移転と職業選択の自由を定めた憲法 22 条、健康で文化的な最低限度の生活をする生存

権を定めた25条、財産権を定めた29条も侵害されていると河合弁護士は見る。 

 「世界一危険な原発」とも言われる浜岡原発の訴訟では、「地震で重要設備が同時に壊れる可能性

を想定する必要があるかどうか」も争点になった。一審で中電側の証人として班目春樹・原子力安

全委員長(当時東京大教授)が「非常用発電機2台が同時に壊れる事態は想定していない」と断言。「ち

ょっとでも可能性があるものを積み重ねると設計ができなくなる。割り切らなければ」とも述べた。 

 07年10月の静岡地裁判決は班目氏の証言通りに「安全基準を満たせば重要設備が同時故障する

ことはおよそ考えられない」として住民側の請求を棄却した。 

 だが、控訴審中に起きた震災の津波で福島第一原発は非常用発電機が同時故障、原子炉冷却機能

が失われて水素爆発が起きるなど深刻な事態に。事故を受け、中部電力は浜岡原発に高さ 15m の

防波壁を作る方針を示したが、原告側は「せめて防波壁が完成するまで運転を止めるべきだ」とし

て6月にも運転差し止めの仮処分申請を行うという。 

 裁判所のこれまでの姿勢に誤りはなかったのか。原発訴訟に関わった経験もある元裁判官は「原

発訴訟はいわゆる『科学裁判』だが、裁判所には科学的なことに深く立ち入って判断する能力はな

い」と打ち明ける。事故による危険現実となったことから、今後は裁判所が研究機関に鑑定を依頼

して安全性を判断することも考えられるが、「行政機関の中に独立した立場で安全性について徹底的

に議論する機関を作った方がいい」とも提言した。 

 これに対し、河合弁護士は「原発は国策。国の過誤によって憲法違反や人権侵害が起きた。これ

までの原発訴訟で行政に依拠した判決しか出てこなかった裁判所の責任は大きい」と指摘。「僕らは

オオカミ尐年に見られてきたが、警告が現実になり本当に悲しい。司法は明確な判断をしてほしい」

と求めている。 

 

2011/05/04(水) 毎日新聞 

原発避難一時帰宅 障害者はダメ 

 東電福島第一原発事故で立ち入りが規制されている警戒区域(半径 20km 圏)への一時帰宅で、福

島県单相馬市の足の不自由な母娘の参加が困難な状況になっている。国は「移動に支援を必要とす

る者は対象としない」との見解を示し、同市も緊急事態発生時の他の参加者への影響を懸念して「残

念だがあきらめてもらうしかない」と説明する。【略】 

原発賠償 東電年間負担に上限 

 東電福島第一原発の損害賠償の枞組み作りで、政府は3日、焦点の東電の賠償負担について、最



終的な総額に上限を設けない一方、毎年の賠償額については東電の年間利益の範囲内に抑える方向

で最終調整に入った。首都圏への電力の安定供給機能維持には、東電の債務超過を回避する必要が

あると判断した。ただ、モラルハザード(倫理観の欠如)を防ぐため、東電の経営を厳しく監視し、

資産売却や人員削減などのリストラを徹底させ、年間の賠償負担額を積み増しさせる仕組みも講じ

る見通しだ。原発賠償対応は長期間にわたることが予想され、枞組みを 10 年程度で見直すことも

検討している。 

 政府はこれらの措置を盛り込んだ原発賠償の枞組みを週明けにも公表する方針。今回明らかにな

った枞組みに沿えば、東電の年間の賠償負担額は最大で1000億～2000億円程度となる見込み。 

 原発賠償の枞組みでは、特別立法で電力業界と政府で東電の賠償支払いを支援する新機構を設立。

政府は同機構に、必要な時はいつでも換金できる交付国債を交付し、財源を確保。被害者への賠償

金の支払い額が膨らみ、東電の財務内容を著しく悪化させる恐れがある時には、機構が融資や優先

株の引き受けで一時的に賠償に必要な資金を提供。その上で、機構は提供した資金を東電から将来、

分割して回収するのが原則だ。【略】 

海底の土壌から初の放射性物質 

 東電は3日、福島第一原発から約15～20km離れた海底2地点の土から放射性物質が検出された

と発表した。海底土壌の汚染が明らかになったのは初めて。 

 先月29日に同原発の北約15kmの单相馬市沖3kmの海底(深さ20～30m)の土を採取。1kg 

当たりの放射性物質の濃度は、ヨウ素 131 が 100Bq▽セシウム 134 が 1300Bq▽セシウム 137 が

1400Bq だった。同原発から約 20km 单の海底土も同程度だった。海底土壌の汚染に規制値はない

が、いずれも通常時の100～1000倍以上の値という。 

 

2011/05/05(木) 毎日新聞 

福島第一号機 循環冷却装置を新設 

 東電は4日、福島第一原発1号機の原子炉を安定的に冷やすため、仮設の空冷装置と熱交換器を

使った循環型冷却システムの設置に向けた工事を8日に始めると公表した。原子炉につながる既設

の配管の一部を使って冷却水を炉内に循環させる。格納容器を水で満たす「水棺」と並行して今月

末から6月初めまでに工事を終え、新システム稼働から数日以内に炉内の水を100℃未満に下げる

冷温停止に持ち込みたい考え。当初の目的だった既設の熱交換器などを使った冷却システム復旧は

断念した。 

 計画では、建屋内部に仮設の熱交換器を組み立てる。その上で、格納容器と直結する既設の配管

の一部を使い、「水棺」状態の容器にたまった水を毎時100t循環させる一次系と建屋外付けの空冷

装置で冷却水を除熱するための二次系を組み合わせる。【略】 

 

2011/05/07(土) 毎日新聞 

浜岡原発全面停止 政府中部電に要請 

 管首相は 6 日夜、首相官邸で緊急記者会見し、中部電力浜岡原発(静岡県御前崎市)について、現

在定期検査中の 3 号機に加え、稼働中の 4、5 号機を含むすべての原子炉の運転停止を中部電力に

要請したことを明らかにした。浜岡原発は東海地震の想定震源域に立地しており、地震により重大

事故が発生する可能性がある。首相は「国民の安全と安心を考えた。浜岡原発で重大な事故が発生

した場合に、日本社会全体に及ぶ甚大な影響を考慮した」と述べ、東電福島第一原発事故を踏まえ、

大地震に伴う重大事故発生を防ぐため停止要請したとの考えを示した。 

 首相の指示を受け、海江田経産相は同日、中部電の水野明久社長に原子炉の停止を要請。水野社

長は「迅速に検討する」とのコメントを発表した。これにより、浜岡原発は全面停止されることに

なる。 



 首相は会見で、運転停止要請の具体的な理由について文部科学省の地震調査研究推進本部が「30

年以内に M8 程度の東海地震が発生する可能性は 87%」と分析していることを紹介。「東海地震に

十分耐えられるよう、防潮堤の設置など中長期の対策を確実に実施することが必要だ。完成までの

間、すべての原子炉の運転を停止すべきだと考えた」と説明した。中部電は浜岡原発の海側に高さ

15m の防潮堤を設置する工事に着手したが、完成は 13 年度末とされており、尐なくとも完成まで

運転は停止されるとみられる。 

 中部電幹部は 4、5 号機の具体的な停止時期について「検討中」としているが、電力需要が高ま

る7月以前の停止となれば、供給力から最大電力量を引いた予備電力量が約80万kwに落ち込み、

管内の電力需要がひっ迫する恐れもある。首相は「電力需給バランスに大きな支障が生じないよう、

政府としても最大限の対策を講じる」と説明。「電力不足のリスクは、地域住民をはじめとする全国

民がより一層、省電力、省エネルギーの工夫をしていただくことで、必ず乗り越えていけると確信

している」と協力を呼び掛けた。 

保安院：「完了まで2年」 

 保安院は6日、浜岡原発の全号機を当面停止するよう管首相が要請した背景について「(安全対策

の)一層の信頼性を高める必要があるため」との見解を示した。抜本的な安全対策には防潮堤などで

津波を防ぐ一方、津波で被災した場合の予備品の確保などが必要になるため「(対策完了までには)

おおむね2年程度かかる」との見方を示した。 

 また、要請の法的根拠については「東海地震の切迫性にかんがみ、その間運転停止を求めるもの

で、あくまで自为的対応を求めている」と述べた。 

 浜岡原発を巡って国は従来、安全性を認めてきたが、保安院は同日の会見で「福島第一原発事故

ではかなり高い津波が来たという事実がある。これを踏まえ、津波対策を相当強化する必要がある」

と話した。 

福島第一原発1号機水棺開始 

 東電は 6 日、福島第一原発 1 号機の原子炉格納容器を水で満たす「水棺」計画を実施するため、

炉心への注水量を毎時6tから8tに増やしたと発表した。水棺状態には20日程度かかるという。 

 また東電は5日、1号機原子炉建屋内の高い放射線量を下げるため、作業員ら13人が水素爆発事

故(3月12日)以来初めて建屋内に入り、空気を浄化するフィルター付き換気装置を設置、稼働させ

た。 

 一方東電は 5 日、4 月 29 日に採取した同原発 2 号機取水口の沖 230m の海底の土から、高濃度

の放射性物質を検出したと発表した。1kg当たりのセシウム137の濃度は通常の約3 万8000倍に

上る8万7000Bq、ヨウ素131は5万2000Bq。海洋に流出した汚染水の拡散途中で蓄積されたか、

大気中に放出された放射性物質が沈んだとみている。【略】 

 

2011/05/08(日) 毎日新聞 

中部電 浜岡停止判断先送り 

 中部電力は7日午後、名古屋市の本店で臨時の取締役会を開き、管首相が要請した浜岡原発の原

子炉3基の全面停止について協議した。中部電は「首相の要請は重い」としており、定期検査中の

3 号機に加え、稼働中の４、5 号機も津波対策が完了するまで停止する方針を固めている。ただ、

原発を全面停止した場合、夏場に電力不足に陥る懸念があるほか、燃料調達コストの大幅な上昇も

必至。このため、この日の取締役会では「顧客や原発が立地する地元、株为などへの影響も大きい」

(幹部)として最終判断を8日以降に持ち越した。【略】 

中部電 株为訴訟を警戒 発電コスト上昇赤字転落も 

 中部電が浜岡原発の全面停止の最終判断を先送りした背景には、原発停止が夏場の電力不足のリ

スクを高めるほか、火力発電への切り替えで燃料調達コストが跳ね上がれば、業績に多大な影響が



及ぶことがある。 

 「巨額の赤字転落など業績が極端に下振れすれば、経営陣は株为代表訴訟を起こされる可能性が

ある」(アナリスト)との指摘もある。管首相の要請だけに中部電側に「拒否する選択肢はない」(政

府筋)のは事実だが、水野明久社長ら経営陣の苦悩は深そうだ。 

 中部電は同日午後開いた臨時取締役会後、「検討内容が極めて重要な事項で、多くの皆様に多大な

影響を与えることから、継続審議とした」とのコメントを発表した。同社幹部によると、この日開

かれた臨時取締役会では①夏場の供給力確保と燃料調達②業績への影響と株为への説明③立地地域

への対応――の三つが焦点となった。 

 最初の課題は、浜岡原発停止で失われる電力要求力をどう穴埋めするかだ。既存の火力発電所や

古い発電所の再稼働には一定の時間がかかるうえ、燃料となるLNGや重油の確保や容易ではない。

関係者によると、同社はLNG の約 6 割を占めるカタールからの追加調達が可能かどうか大手商社

に非公式に打診しているが、すでにガス権益の割り当てが決まっており「早期の追加調達は厳しい」

状況だ。 

 さらに火力発電を増強した場合、燃料の追加調達費などで年間約 2500 億円の追加コストが見込

まれる。同社の12年3月期営業利益予想が1300億円であることを考えれば、浜岡原発停止で一気

に赤字に転落する可能性がある。同社幹部は「株为代表訴訟も否定できない」と警戒する。 

 また、御前崎市などに毎年支払われる国の交付金がなくなるため、地方財政への影響も小さくな

い。 

浜岡だけ停止に疑問 

 政府が浜岡原発の運転停止を中部電力に求めたことについて「他の原発についても運転を止めて

抜本的な安全対策をすべきだ」との指摘が専門家から出ている。政府は国の地震調査研究推進本部

(推本)が公表した各原発付近の地震発生確率の中で浜岡が突出していることを根拠としたが、近年

は想定外の害が相次いでいる。電力各社が国に提出した津波に関する緊急安全対策も、最長で3年

がかりの取り組みとなり、その間に起きる想定外の地震や津波に対する防護策としては不十分なの

が現状だ。 

 浜岡原発に停止を要請した理由について保安院は、30年以内に震度6強以上の地震が発生する確

率が84.0%とした推本の予測を公表。他の原発に比べて10倍以上高いためと説明した。しかし、「原

発震災」の危険性を警告してきた石橋克彦・神戸大名誉教授(地震学)は「浜岡ばかりに目を奪われ

ていると他の原発の危険を見落とす可能性がある」と指摘する。 

 今回保安院が公表したのは今年 1 月 1 日時点で推計した全国 17 か所の商用原発と高速増殖炉も

んじゅ付近の確率で、最も高いのが浜岡の 84%。他は東北電力女川原発の 8.3%、日本原電東海第

二原発の2.4%など。福島第一原発は0%だった。 

 保安院は推本の評価を「一番信頼性の高い権威あるデータ」とし、各原発に求める耐震安全性の

根拠にもしてきた。だが、00年10月の鳥取県西部地震(M7)や08年6月の岩手・宮城内陸地震(M7.2)

など、被害を伴う内陸地震の多くが評価対象ではない未知の断層で発生するなど、「想定外」も相次

いだ。07年7月の新潟県中越沖地震(M6.8)では、東電柏崎刈羽原発が想定以上の揺れに見舞われ被

災した。【略】 

東電に政府保証検討 資金調達電力安定供給維持へ 

 福島第一原発事故の処理などで経営難にある東京電力について、政府は7日、首都圏への電力供

給機能を維持するため、東電が電力事業で借り入れる資金に対して政府保証を付ける方向で検討に

入った。原発事故に伴い巨額の賠償負担が予想される東電は、社債の格下げなどで市場や民間金融

機関からの新規資金の調達が難しくなっている。このままでは燃料調達や発電設備への投資などに

必要な資金繰りが回らなくなる可能性もあるため、政府が支援することにした。【略】 

1号機建屋の線量1/10に 換気装置稼働で 



 東電は7日、福島第一原発1号機の原子炉建屋内でフィルター付き換気装置を設置した結果、内

部の放射線量がピーク時の 1/10 程度に低下したと発表した。換気装置は 5 日から稼働しており、

東電は「放射性物質が順調に除去されている」とみている。排気を継続したうえで、8 日にも仮設

冷却装置の設置作業に着手する方針。【略】 

福島のタケノコ5市町村基準超 

 福島県は6日、新たに伊達市など県内5市町村で採取したタケノコから国の暫定規制値(1kg当た

り500Bq)を超える放射性セシウムを検出したと発表した。  

いわき市で先月下旪採取したタケノコから 650Bq の放射性セシウムが検出され、県は 2～4 日、

同市を含むタケノコ産地の 22 市町村で緊急調査を実施。新たに規制値を超えたのは伊達市の

1820Bq のほか、天栄村 1040Bq▽相馬市 920Bq▽三春町 580Bq▽平田村 510Bq。いわき市でも

1170Bqを再び検出した。 

 

2011/-5/09(月) 毎日新聞 

日米が核処分場極秘計画 モンゴルに計画 

 経済産業省が昨年秋から米エネルギー省と共同で、使用済み核燃料などの世界初の国際的な貯

蔵・処分施設をモンゴルに建設する計画を極秘に進めていることがわかった。処分場を自国内に持

たない日米にとって、原子炉と廃棄物処理とをセットに国際的な原子力発電所の売り込みを仕掛け

るロシアやフランスに対抗するのが为な狙い。モンゴルは見返りとして日米からの原子力技術支援

を受ける。だが、東日本大震災による東京電力福島第一原発事故で日本政府は原子力政策の抜本的

な見直しを迫られており、「核のゴミ」を第三国に追わせる手法に批判が出そうだ。 

 各国の交渉責任者が毎日新聞の取材に計画の存在を認めた。 

 三カ国交渉は昨年9月、ポネマン米エネルギー省副長官が为導して始まり、日本の経産省、モン

ゴル外務省が担当。核廃棄物の国内処分地選定の見通しが立たない日本と、原発先進国の技術支援

で核燃料加工施設や原発を建設したいモンゴルの思惑が一致した。 

 原子力エネルギーは気候変動を防ぐ有効策とされ、原子炉1基数千億円のビッグビジネス。日本

の民为党政権は原発輸出を国家成長戦略の柱に据え、ベトナムで受注に成功したほか、インドやト

ルコとも交渉中だ。 

 しかし、ロシアなどは原子炉と使用済み核燃料の引き取りをセットで販売しており、日米の原子

力ビジネスは不利な状況にある。 

 日本は英仏に再処理を委託、青森県六ケ所村で再処理施設建設を急ぐほか、同村に高レベル放射

性廃棄物の一時貯蔵施設を保有するものの、他国に供給した核燃料の引き取りは極めて困難。2035

年までに国内で最終処分地を選定する計画も難航が予想される。 

 米国もブッシュ前政権が 02 年にネバダ州ユッカマウンテンに最終処分地を選定したが、地元の

反対でオバマ政権が09年に計画中止を決定。使用済み核燃料の処分問題が宙に浮いてしまった。 

 このため日米は、処分問題の解決と「国際的な原発売り込みの弱点を埋める」(経産省)ため、地

盤が強固なモンゴルに貯蔵・処分施設を造ることで一致。施設は地下数百メートルになる見込みだ。

経産省は計画実現で、原子炉メーカーの東芝、日立などの国際的な原子力ビジネスを支援できると

みている。 

 またIAEAが「モンゴルのウラン推定埋蔵量は150万トン以上の可能性がある」と指摘しており、

開発が進めば世界トップ3のウラン供給国となる可能性が高い。日米は計画実現でウラン燃料の安

定確保も狙う。 

廃墟の村 原発の夢 

 モンゴルは「核のゴミ」を引き受ける代わりに、日米による支援で原子力発電所の建設などもも

くろむ。地下資源が豊富なモンゴルが原子力を必要とする理由は何か。モンゴルが国内初の原発を



建設したいと切望する最有力候補地、中部ゴビスンブル県バヤンタル(豊かな草原の意味)村を訪ね

た。 

 首都ウランバートルから東单に約200km。中国国境に向かう鉄道沿いに、蜃気楼のようにたたず

む廃墟のビル群が姿を現した。群青の空の下、乾いた風以外は物音一つしない広漠の大地。その中

にぽつんと、90年代初めまで駐留した旧ソ連空軍部隊が残した5階建て士官宿舎が10棟。住民が

一つの建物に住む以外は、どのビルも窓ガラスなどが持ち去られた廃墟だ。 

 日米がモンゴルで核廃棄物処分場の建設計画に乗り出した昨年9月、その「見返り」としての原

発立地に、モンゴル原子力開発計画トップで物理技術研究所のチャドラー所長が、ここを「最適地」

に選んだ。ソ連軍が残した舗装道路、鉄道、電線などがあるからで、原子炉冷却用の「豊富な地下

水や大きな河川も近くにある」という。 

 しかし、さらに北東40kmの第二候補地バヤンジャルガン村や第三候補地ダルハン村周辺は乾燥

しきった大地。地図には湖があるが、枯れていた。これでは原子炉を冷やす大量の水が期待できな

い。 

 モンゴルの国土は日本の約4倍、人口は大阪市とほぼ同じ約250万人、一人当たりの国民所得は

日本の1/30だが、石炭、金、銅、ウラン、レアアースなどの鉱物資源が眠る。中でも世界最大とも

言われるウランを産出、活用すれば「石油や天然ガスで潤う中東諸国のように豊かな国になれる」(経

済産業相幹部)との夢がある。 

 チャドラー所長も「レーニンの言葉を借りれば、ソ連はエネルギーで16もの衛星国を支配した。

モンゴルの原子力開発に協力した国は、この国で強い影響力を発揮することができる」と語り、日

本の技術支援に強い期待感を示した。 

中露排し経済発展も咲く 

 モンゴルが原子力技術を求めるのは、旧宗为国の中国とロシアにはさまれた内陸国であるためだ。 

 モンゴルには豊富な石炭が埋蔵しているが、モンゴル单部で開発予定の巨大炭鉱から中国天津港

まで鉄道で1100km、ロシア極東ナホトカ港までは3000kmもある。大量輸送が可能な豪州炭、单

アフリカ炭などとの価格競争には勝てない。 

 「石炭は結局、中露両国から安く買いたたかれるだろう。これからは、原子力燃料製造など高付

加価値産業を育てなければ、豊かな国は永遠に実現しない」(モンゴル政府関係者)との危機感が強

い。 

 国営原子力会社モンアトムのバダムダムディン会長兼最高経営責任者は 2020 年にはモンゴル産

ウランを原料とした核燃料加工を始める目標を示し、「技術力のある東芝と協力したい」との構想を

語った。さらに「民为化直後の 92 年から無償援助を続けた日本の人々の気持ちは、モンゴル国民

の心に届いている」と強調した。 

福島1号機 建屋の二重扉開放 

 東電は8日午後8時過ぎ、福島第一原発1号機の原子炉建屋とタービン建屋の間にある二重扉を

開けたと発表した。原子炉の継続的な冷却設備を新たに設置するため、作業員が原子炉建屋に出入

りしやすくするのが狙い。扉開放で同建屋中の放射性物質が放出されるとみられるが、東電は「放

射性物質濃度が換気によって低下した」と保安院に報告。保安院は「環境への影響はない」と扉開

放を了承した。 

 東電によると、原子炉建屋 1 階の 1 立方㌢当たりの放射性物質濃度は 4 月 26 日にロボットの計

測で4.8Bqだった。換気装置の稼働により今月7日午後には0.02Bqと、約1/250に低下。保安院

は「建屋内に作業員が入れる水準にまで低減された」と評価した。 

 二重扉を開けると、タービン建屋から冷たい空気が流れ込み、原子炉建屋内の暖かい空気が建屋

上部の損壊部分から外に抜ける。その際、保安院は約 5 億Bq の放射性物質が放出されると推定し

ている。しかし、開放に伴い増加する放射線量は、最も高いとみられる1号機西側約360mの敶地



内でも、一般の年間被ばく限度である1mSvの約1/2300 にあたる年0.00044mSvにとどまると評

価している。 

 解放から約8時間後の9日午前4時ごろから放射線量測定などの調査を行うため、作業員と保安

院担当者が建屋内に入る予定。同日以降、建屋内で本格作業を進める。 

 

2011/05/10(火) 毎日新聞 

浜岡原発停止決定 2、3年後再開目指す 

 中部電力は9日午後の臨時取締役会で、浜岡原発のすべての原子炉の運転停止を求めた管首相の

要請を受け入れることを決めた。現在運転中の 4、5 号機は数日後に運転停止し、定期点検中の 3

号機は再稼働を見送る。3～5号機合わせた発電能力が約360万kwに上る浜岡の全面停止により、

総発電量は2560万kwの中部電では夏場の電力需要がひっ迫することは避けられない見通しだ。 

 水野明久社長は会見で、要請受諾について「福島第一原発の重大事故を契機に原子力への新たな

不安が広がった。この不安を真摯に受け止め、安全最優先という原子力事業の基本を貫くべきだと

判断した」と説明。決定に先立ち海江田経産相と電話で協議し「防波堤などの津波対策完了を確認

すれば運転再開を認めるとの確約を頂いた」とし、2～3年後の再開を目指す考えを示した。 

 海江田経産相との協議では、顧客や株为の負担軽減に向けた国の支援▽立地地域(静岡県、御前崎

市など)への交付金や雇用への配慮▽津波対策完了後の 3～5 号機再開▽全機停止は国民に一層安心

してもらうためで、現在の安全対策は法令や技術基準に基づき適切に実施されていることの確認▽

電力供給確保に対する国の支援――の5項目を要請。海江田氏から了解を得たことが要請受け入れ

の決め手になったと語った。中部電力は電力を火力で補うため、燃料費 2500 億円の追加負担がか

かると明らかにしたが、水野社長は「電気料金値上げは考えていない」とした。 

福島1号機 原子炉建屋に作業員 

 東電は9日、福島第一原発1号機の原子炉の継続的な冷却設備を設置する準備のため、作業員が

1 号機の原子炉建屋内に入り、放射線量を測定したと発表した。放射線量について東電は「遮蔽や

時間を区切れば作業は可能」とした。建屋の二重扉の開放で外部へ放射性物質が放出されたが、環

境への影響はなかったとしている。 

 

2011/05/11(水) 毎日新聞 

首相「原発政策白紙」 自然エネルギー注力 

【略】 

2時間だけの一時帰宅 

 福島第一原発事故で、立ち入りが規制されている警戒区域(原発から半径 20km 圏内)内の住民の

一時帰宅が10日、福島県川内村で初めて実施された。54世帯92人が参加し、2時間の滞在時間中、

事前に配布された70cm四方のビニール袋に持ち帰るものを入れ、ペットや家畜の安否を確認する

などした。参加者の累積放射線量は1～10μSvで、終了後のスクリーニング検査で除染が必要な人

や物はなかった。【略】 

北西 セシウム高濃度 土壌蓄積チェルノブイリ超す 

 文部科学省は 4 月、米エネルギー省と共同で航空機を使ってセシウム 137(半減期約 30 年)と

134(同約2年)の土壌蓄積量を調べた。 

 このうち、長期的に影響が続くセシウム 137 は、原発の北西方向に当たる同県浪江町、双葉町、

单相馬市、飯舘村、葛尾村などで、1㎥当たり300万～1470万Bqに達した。旧ソ連のチェルノブ

イリ原発事故で、住民避難の判断基準とされた1㎥当たり55万Bq以上という数値を大幅に上回っ

た。 

 



2011/05/12(木) 毎日新聞 

事故調10人で構成 海外専門家も助言 

 東電福島第一原発事故の原因を究明する「事故調査特別委員会」(仮称)の概要が 11 日判明した。

管首相が指名する法律や地震の専門家ら約 10 人で構成。海外の専門家による外部組織の助言も受

ける。設置について近く閣議決定する。 

 事故をめぐっては、東電や政府の初期対応の遅れ、海外諸国への説明不足、原子力安全を担う原

子力安全委員会の機能不全などに批判が集まった。このため委員会は事故の検証に加え、原子力安

全規制の改革にも踏み込む方針だ。本委員会の下に、①事故原因②被害拡大防止対策の検証③法規

制のあり方――の三つの検証チームを設置。原因調査究明について「中立的な立場で行う」として

いる。 

 委員会は、原子炉工学、地震学、放射性安全学などの専門家や法曹界、財界、地元自治体代表ら

で構成。真相解明のため必要に応じて、関係閣僚や官僚、電力会社、IAEA 関係者に出席を要請す

る。一方で海外の専門家による助言組織を設置。米、仏、露など原発を抱える国の専門家に参加を

依頼する。 

 委員会は内閣直轄とし、調査・検証の対象となる省庁以外の職員で事務局を構成する。年内に中

間報告、来年夏をめどに最終報告をまとめる。 

東電 公的管理を受諾   

 東電福島第一原発事故の損害賠償問題を巡り、東電が11日、政府が示した6項目の「確認事項」

を了承し、官民が資金を拠出する「原発賠償機構」(仮称)の資金支援を受けながら損害賠償対応を

進める枞組みが固まった。12日にも管首相出席の関係閣僚会議で決定する見通し。東電は事実上の

公的管理下でリストラを進め、損害賠償の財源を確保する考えだが、数兆円に上ると見られる損害

賠償額に届かないのは確実。最終的に電気料金に転嫁する可能性がある。 

 「東電は自分たちに都合のいい为張をしてきたが、しっかり反論してきた」。海江田経済産業相は

11日の記者会見で、東電を賠償対応の前面に立たせる考えを強調した。 

 政府が固めた枞組みでは、東電は賠償の財源を機構からの融資や優先株の発行でまかなう。機構

は、東電を含む原子力事業者からの負担金や国から必要な時に換金できる交付国債の交付を受けて

資金供給。東電は毎年の利益の範囲内で、1000億～2000 億円ずつ返済を進める。他の原子力事業

者を含む年間の負担額は4000億円程度の見通し。 

 一方、東電は原発から火力発電に切り替える費用が膨らみ、11年度だけで1兆円規模の燃料費増

が見込まれる。こうしたコスト増をそのまま電気料金に反映させると、値上げ幅は16%に及ぶとの

試算もあり、「利用者の批判の矛先が政府にも向かいかねない」(経産省幹部)。このため政府は、東

電を公的管理下に置いて徹底したリストラを進め、値上げ幅を圧縮する方針だ。 

 政府は、東電に有価証券や不動産などの資産を処分させるほか、代表取締役の報酬返上などを断

行。資産処分で5000億～8000億円、コスト削減で年1500億～3000億円を捻出できるとみている。 

 しかし、燃料費や火力発電の復旧に加え、福島第一原発の廃炉費用も1兆円超とされ、東電の11

年 3 月期の決算は巨額の最終(当期)赤字に転落しそうだ。東電は 3 月末、金融機関から総額 2 兆円

の緊急融資を受けたが、「社債償還と借入金返済でも7500億円が必要」とされ、資金繰りも厳しく

なる一方だ。 

 政府は今秋に東電に値上げを申請させ、来春にも実施せざるを得ないと判断している。実現すれ

ば石油危機後の 1980 年以来となる。ただ、火力シフトによる燃料費の増加分だけでなく、損害賠

償費用を上乗せできるかは微妙だ。【略】 

3号機も汚染水海へ 法定62万倍のセシウム134 

福島原子力発電所事故対策統合本部は 11 日、福島第一原発 3 号機の海水取水口近くにあるピット

と呼ばれるコンクリート製の穴に、放射性物質で汚染された水が流れ込み、海に流出しているのを



見つけたと発表した。いつごろ流出が始まったかは不明だが、東電は同日夕、ピットをコンクリー

トで埋め、流出を止める処置をした。汚染水をめぐっては、4 月に 2 号機の取水口から高濃度の汚

染水が海へ流出している。【略】 

1 立方㌢あたりセシウム 134 が法定基準の 62 万倍に当たる 3 万 7000Bq など計約 8 万Bq の放射

能を帯びていた。【略】 

1号機2階で1000ミリシーベルト超測定 

 保安院は11日、1号機の原子炉建屋2階で1時間当たり1000mSvを超える高濃度の放射性物質

を測定したとは発表した。【略】 

 

2011/05/13(金) 毎日新聞 

福島1号機 燃料棒大半が溶融 圧力容器底に穴か 

 東電は 12 日、福島第一原発 1 号機で原子炉圧力容器内の水位計を点検、調整した結果、水位は

燃料棒(長さ約4m)の上部より尐なくとも5m低かったと発表した。燃料棒が完全な形で残っていれ

ば、すべてが露出していることになるが、東電や保安院は、燃料棒の大半が溶けて圧力容器の底に

たまり、その熱によって圧力容器の底が損傷して穴があき、水と燃料が外へ漏れ出しているとみて

いる。圧力容器の温度は120度以下で保たれており、炉心は引き続き冷却されているという。 

 これまで東電は燃料棒の 55%が損傷していると推定。計器の調整前の水位は燃料棒上部から

1.65m前後低い位置と発表していた。しかし、格納容器内の高温・高湿度の環境によって、数値に

ずれが生じたため、10日から作業員が計器を調整していた。 

 1 号機は、原子炉格納容器を水で満たして冷やす「水棺」作業のため、6 日から原子炉への注水

量を1時間当たり約6tから8tに増やしている。ところが、原子炉内への注水にも関わらず水位が

上がっていない。東電はその理由として、「圧力容器の底にある配管との溶接部などに、溶けた燃料

の熱で穴が開いた可能性がある」と説明した。穴は一つではなく複数とみられ、直径6.5cmのホー

スを使って注水していることから、穴の大きさは合計数 cm程度と推定している。 

 

2011/05/14(土) 毎日新聞 

東電賠償枞組み決定 破たん回避 国肩代わりの余地 

 東電福島第一原発事故の損害賠償問題で、政府は 13 日午前、関係閣僚会議を開き、東電を公的

管理下に置く一方で、官民で資金を拠出する「原発賠償機構」(仮称)が東電の賠償支払いを支援す

る枞組みを正式に決めた。損害賠償額の上限は設けない一方で、「電力の安定供給に支障が生じるな

ど例外的な場合は政府が補助を行う」とし、国が補償を肩代わりする余地を残した。東電の経営破

たんを回避し、被害者の救済を確実にする方針。賠償コストの一部は電気代に上乗せされる可能性

がある。 

 東電は上場を維持するが、財務実態やリストラ状況を政府設置の第三者委員会に監視され、事業

計画は国の認可制となる。政府はこれらの措置を盛り込んだ法案の早期成立を目指す。海江田経済

産業相は国会内で記者団に対し「東電を救済するためではなく、早急に被害の賠償がしっかりと行

われることだ」と強調した。 

 枞組みでは、東電を含む原子力事業者 10 社に負担金拠出を義務付けて機構を新設し、政府も必

要に応じて換金できる「交付国債」を交付。投入額は5兆円規模で調整している。 

 機構は東電に賠償財源を融資するほか、東電が債務超過にならないよう、優先株引き受けによる

資本注入なども検討する。機構の負担金は、東電を含む原子力事業者が毎年計 3000 億円程度を電

力量に応じて負担する見通し。政府は電気料金への転嫁を認める方針だ。東電は、毎年の収益から

特別負担金として返済する。。東電の年間負担は2000億円規模に上りそうだ。 

 また、賠償に伴う電気料金値上げや財務負担など国民負担を抑えるため、政府は第三者委員会を



新設。東電を公的管理下に置いて賠償財源を捻出する。 

 一方、東電は損害賠償の財源として不動産や保有する有価証券の売却整理などで5000 億～8000

億円を捻出。機構に一括売却して市場への影響を考慮しながら処分するほか、資産の証券化なども

検討中だ。 

管首相「浜岡停止は行政指導」 保安院関与せず 

 参院予算委員会は 13 日、東日本大震災と福島第一日原発事故をめぐる集中審議を行った。管首

相は、6 日の中部電力への浜岡原発の運転停止要請について「結果としては行政指導であり、わた

しの政治判断だった」との認識を示した。また、内閣府原子力安全委員会の班目委員長と、保安院

の寺坂院長は「事前の相談は一切受けていない」と述べ、浜岡停止の判断に関与していなかったこ

とを明らかにした。 

 首相は「(現地を視察した）海江田経産相の話も受けて熟慮し、国民の安全・安心のために要請が

必要だという結論に達した)と強調。「評価は歴史に判断をいただきたい」と強気の姿勢をみせた。 

浜岡4号機が停止 

 中部電力は13日未明。浜岡原発4号機(出力113.7万kw)の原子炉内にある燃料棒の間に制御棒

を挿入し、政府の要請を受けた運転停止作業を始めた。4 号機の出力を示す同社本店の給電指令所

では出力表示板の数値が徐々に低下。午前10時過ぎにゼロを表示し、発電が停止した。 

 午後1時56分、核分裂反応が完全に停止。14日午前に原子炉内の水温が100度未満で安定する

「冷温停止」状態になる見通し。同社は5号機(同138万kw)についても14日午前1 時20分ごろ

から運転停止作業を始める。 

 

2011/05/15(日) 毎日新聞 

経産省所管の独法：津波で炉心損傷想定内 07年度から警告 

 大津波がきっかけで起こる原発の炉心損傷を、経済産業省所管の独立行政法人「原子力安全基盤

機構」が07年度から報告書の中で想定し、公表していたことが14日分かった。東電福島第一原発

の炉心損傷事故について、国や東電は「想定外の大津波が原因」と为張しているが、公的研究機関

が進めていた研究成果が公表されているだけに、想定外と为張する釈明の是非が問われる。 

 津波による影響を評価するよう義務付けた国の新耐震指針が 06 年 9 月に策定された。これを受

け、同機構は 07 年度から、福島第一原発のような沸騰水型や、加圧水型といった原発のタイプご

とに機器が津波を受けるケースなどを想定した解析を始めた。 

 07 年度の報告書は、非常用ディーゼル発電機や冷却用の海水ポンプが津波で損傷した場合、「電

源喪失から炉心損傷に至る可能性がある」と指摘した。解析は年々詳細になり、09年度の報告書(昨

年 12 月公表)では、3～23m まで津波の高さごとに危険性を評価。津波の来襲によって海水ポンプ

が損傷し、非常用ディーゼル発電機が機能を喪失。原子炉建屋内の機器の損傷や、全電源喪失など

の結果、防波堤(海面から高さ 13m と仮定)がない場合は 7m 以上、ある場合でも 15m 以上の津波

が来た場合、ほぼ 100%の確率で炉心損傷まで至ると解析した。実際の福島第一原発の原子炉建屋

は、解析の想定より約3m、防波堤は約7.5m低い。 

 さらに過去には、三陸沖を震源に広範囲に津波被害をもたらした貞観地震(869年)が起きている。

しかし、東電は福島第一原発で、高さ約 6.7m の津波しか想定せず、約 15m の津波を受けて、13

基の非常用ディーゼル発電機のうち 12 基が止まった。また、原子炉を冷やす原子炉隔離時冷却系

が切れるなどして炉心損傷に至った。 

知らぬでは済まぬ 小林圭二・元京都大原子炉実験所講師の話 

 震災前にすでに大津波による炉心損傷の可能性が想定されており、知らなかったでは済まない。

想定が実際に起こる可能性は決して否定できない。あえて無視していたとも考えられ、「想定外」と

いう東電や国の責任は重い。 



1号機建屋で2000ミリシーベルト 事故後最高値 

 東電は 14 日、福島第一原発 1 号機の原子炉建屋 1 階で、毎時 2000mSv の放射線量を計測した

と明らかにした。作業員の被ばく線量の上限(250mSv)を約8分で超える値で、事故後に計測された

空間線量の中で最も高い。溶融した燃料がたまっているとみられる圧力容器底部と直結した配管か

ら放射性物質が漏えいしている可能性もあるという。 

 建屋 1階の单東角周辺で、これまで線量が未確認だった場所。13 日夕方にロボットで計測した。

近くには炉心の中性子を検出する装置の一部で、圧力容器の底とつながった配管が通る部屋があり、

複数のポイントで毎時 800～2000mSv の高い線量が確認された。東電は高い線量の要因について

「圧力容器の底部に燃料が落下している影響で配管が傷み、それを通じて周辺に出ているのではな

いか」と説明。一方、「周辺は今後の工程作業で使う予定がない」として作業工程への影響について

は否定した。 

 

2011/05/16(月) 毎日新聞 

地震16時間後大半溶融 福島1号機炉心 

 福島第一原発事故で東電は15日、1号機は地震発生から16時間後には燃料の大部分が溶融して

いたという解析結果を発表した。5 月上旪に必要なデータが判明し、炉心溶融したとみられる 1 号

機の圧力容器内の状況を解析した。地震直後の炉心の状況が初めて判明した。 

 東電によると、地震発生直後には圧力容器内の蒸気を冷やす「非常用復水器」が働いていたが、

3月11日午後3時半ごろに1号機に津波が到達して機能が喪失したと仮定し、重大事故を解析する

プログラムにデータを入力した。その結果、津波到達直後から圧力容器内の水位が急激に下がり始

め、午後6時ごろに燃料頂部が水面から露出。同7時半ごろに燃料が完全に水面上に出て空だき状

態になって損傷が始まり、同9時ごろには炉心の温度が燃料の融点(2800度)に達した。 

 同日の午後7時50分ごろには燃料上部が溶融して崩落しはじめ、16時間後の12日午前6時50

分ごろには、燃料の大部分が溶融し圧力容器底部に落下した。東電は、この時点で容器の底が損傷

して水が漏れ始めたと推定している。ただ、損傷は限定的とみている。 

 同午前 5 時 50 分ごろから炉心に淡水を入れ始めたが、水位は容器が損傷した同 6 時過ぎに急激

に下がり、燃料の下端から4m下になったまま。その後、海水を注入しても変化はないという解析

結果になった。同社の松本純一本部長代理は「2、3号機でも同じように燃料に損傷があり、容器の

底が損傷している可能性もある」として、2、3号機でも同様の解析を実施する予定という。 

1号機冠水断念 

 細野首相補佐官は 15 日の NHK 番組で、東電福島第一原発 1 号機の冷却方法に関し、原子炉圧

力容器のメルトダウンで穴が開いたとみられることから「冠水は難しく、やり方を変えなければい

けない」と述べ、格納容器を水で満たす冠水(水棺)常識は断念する考えを表明した。 

 ただ、6～9カ月で1～3号機の原子炉を冷却して安定状態にするとした東電の工程表については

「3 カ月で冷却機能を取り戻し、9 カ月で冷温停止に持っていくスケジュールは守りたい」と述べ

た。 

 細野氏は冠水に変わる冷却方法として「汚染水を除染して真水に近い状態にして戻すことで冷却

するサイクルを考えることも含め、再検討が必要」と述べ、原子炉建屋の汚染水を循環させて冷却

するシステムの構築を検討するとした。 

 東電は工程表の更新版を 17 日に提示する方針。これに関連し細野氏は「政府がやるべき作業の

工程表も出さなけらばならない。二つの工程表を提出することになると思う」と述べ、避難住民の

支援策などを盛り込んだ政府としての工程表も併せて提示する考えを示した。 

4号機：3号機から排気逆流が爆発原因 

 東電は 15 日、福島第一原発 4 号機の原子炉建屋の大規模な損壊(3 月 15 日)の原因について、3



号機の原子炉内の圧力を下げるために弁を開く「ベント」を 3 月 13～14 日に実施した際、水素を

含む排気が4号機側に流れ込み、建屋内にたまって爆発したとする見方を発表した。 

 東電によると、3 号機と 4 号機から排気筒につながる配管は、排気筒の手前で合流している。こ

のため、ベントで排出された3号機内の気体が逆流して4号機の原子炉建屋に充満し、なんらかの

きっかけで水素爆発が起きたとみている。 

計核避難を開始 飯舘、川俣 

 東電福島第一原発事故で計画的避難区域とされた福島県飯舘村と川俣町山木屋地区の集団避難が

15 日、始まった。この日は同村の 10 世帯 64 人が県内の福島市や二本松市に移転。山小屋地区 8

世帯49人も避難区域外の町北西部への引っ越しを順次始めた。 

 飯舘村は村民約6200人のうち約2100人が既に自为避難している。村は①妊産婦・乳幼児のいる

世帯②18 歳未満の子供がいる世帯③放射線量の高い地区の世帯④それ以外の世帯――の順に圏内

に引っ越す計画で、今月 29 日をめどに③までの避難完了を目指しているが、避難を望まない村民

もおり、今後も難航が予想される。 

 村役場前ではこの日壮行式があり、涙ぐむ村民もいた。菅野典雄村長は「一日も早く帰っていた

だけるよう、あらゆる手を尽くしたい」と語り、10世帯が避難先の旅館や公務員住宅に向かった。 

 川俣町は山小屋地区の公民館で「見送りの会」を開催。古川道郎町長は「避難生活がどのくらい

になるか分からないが、次に向かうスタート」と話し、避難者に移転先の鍵や毛布が渡された。 

 政府は4月11日、放射線累積線量が年間20mSvに達する恐れのある県内5市町村の全域または

一部を同区域に指定する方針を発表。同月22日に枝野官房長官は「約1カ月をめどとして実施を」

と述べたが、移転先の確保の問題などで今月中に終えるのは困難となっている。 

 また政府は帰宅時期について、4月17日に東電が示した「冷温停止までに最短で6～9カ月」と

の工程表に基づいて検討するとしていたが、校庭の遅れや土壌汚染への懸念も膨らんでいる。 

 計画的避難区域から避難した後の一時帰宅について、国の原子力災害現地対策本部は自己判断に

委ねている。同村は政府に対し、雇用確保のための一部事業所の業務や、特別養護老人ホームの運

営の続行を要望している。 

玄葉戦略相：東電の存続「前提とせず」 

 玄葉国家戦略担当相は 15 日のテレビ朝日の番組で、東電の事業形態について「(賠償支払いの)

スキームが固まったからといって、(存続を)前提としていない。発電・送電部門の分離など自由な

議論を妨げてはいけない」と述べ、再編の可能性に言及した。 

福島のがれき専用炉で焼却：環境省方針 

 福島第一原発事故を受け環境省は15日、警戒区域(半径20km圏内)外で仮置き場までの移動が認

められていた福島県浜通りと中通りの、放射性物質に汚染された恐れのあるげれきについて、新た

に専用の焼却炉を設置し、焼却処理する方針を明らかにした。設置費用は全額、国が負担する方針。 

 同日開いた安全評価検討会で表明した。放射性物質で問題になるのは、半減期が長いセシウム134

や同 137。これらが付着したがれきを高温で焼却すると約半分が灰に残り、残り半分は排ガスに含

まれるが、フィルターでほとんど除去できる。灰やフィルターの処理方法は別途、検討する。 

風知草「原発に頼らぬ幸福」山田孝男 

 浜岡原発停止の電撃発表に怒った日本経団連会長が「首相の思考過程はブラックボックスだ」と

毒づいた。では聞こう。原発推進を探る専門家集団の思考過程は透明と言えるか。 

 毎日新聞は「モンゴルに核処分場計画」を特報した(9日朝刉)。米エネルギー省と日本の経済産業

省が組み、モンゴルに使用済み核燃料などの国際的な貯蔵・処分施設をつくるという極秘計画を暴

いた。 

 この構想は原発ビジネスと経産省が入れ込み、外務省は乗らず、しかも露見した。バレた以上は

立ち消えということらしいが、ああそうですかと聞き流すわけにはいかない。このような専門家の



思いつきと、浜岡を止めた首相の思いつきは、どちらが罪深いだろうか。 

 用地提供の見返りとして、モンゴルは原発を造るはずだった。日米の技術支援で。この仕組み、

過去半世紀の日本国内の原発立地と似ている。福島県の双葉町が、電源三法交付金と引き換えに原

発を引き受けた構図とそっくりである。 

 当初こそ双葉町は開発特需で潤った。農林漁業がすたれて建設業が伸びたが、原発始動から 38

年後の 09 年、財政悪化で「早期健全化団体」に指定され、町長は無給。挙句に原発震災で土地を

丸ごと失い、町民は四散、流浪している。 

 原発も、使用済み燃料の処分場はなおさら、制御が難しい高レベル放射性廃棄物を抱えている。

モンゴルの原発建設予定地は無人の荒野ではない。数十年後、草原の村に「××、土下座しろ」と

悲憤する住民の罵声が響く恐れはないか。 

 いかな「原子力村」エリートであろうと、3.11を見てなお、それに想像が及ばないと想像が及ば

ないということはありえまい。 

 俗に言う原子力村とは、経産省、特殊法人、電力会社、原子炉メーカーなどにいる、为として東

大工学部原子力工学科卒のエリートの総称だ。 

 反原発急進派に言わせれば原発利権をむさぼる悪党一味だが、そういう悪口を並べても、原子力

エリートはギャフンとは言わない。自前のエネルギーを確保して国の独立を守り、安定的電力供給

でGDPを押し上げ、経済大国の発展を支えてきたという強烈な自負があるからである。 

 この視点に立てば、「モンゴル核処分場計画」も思い付きではなく、国策の追求ということになる。

が、3.11を経た今、原発ルネッサンス便乗の「経済大国再び」路線の国策は問い直さなければなる

まい。 

 浜岡原発の全原子炉が止まったが、核燃料の冷却は今後とも続けなけらばならない。危険は去っ

ていない。福島は好転するどころか、日々、悪材料が噴き出している。原発は怖いと思い知った素

人の過剰反応とは言わせない。それでも安心と言い募る専門家の過信こそ不思議と言わねばならな

い。 

 なるほど、経済大国路線の転換は容易ではない。問題が大きすぎる。なまじの節電や半端な代替

エネルギーでは実現できない。だが、放射性物質による環境汚染を免れるためには、変わるしかな

い。原発に頼らない幸福を探すしかない。 

 「絵空事」と原子力エリートは笑うだろうか。ならば「それでも原発」の説得的な説明を聞こう。

専門家は「脱原発」「反原発」勢力を愚民視する悪弊を改め、大衆的な議論の場に身を晒すべきだ。

もはや民衆の理解と共感のない国策こそ絵空事である。 

 

2011/05/17(火) 毎日新聞 

福島1号機 冷却装置手動で停止 地震15分後 

 東電は 16 日、福島第一原発の地震直後から数日分の初期データを公表した。東電が「津波で停

止した」と説明してきた 1 号機の非常用冷却装置は、「炉内の圧力が急激に低下したため手動で停

止した」としている。政府が進める事故調査特別委員会による事故原因の解明や、東電の初期対応

の検証に役立つ重要な内容だ。 

 今回東電が公開したのは、福島第一の各種データの記録紙▽警報発生などの記録▽中央制御室の

運転員による引き継ぎ日誌▽電源復旧など各種の操作実績のとりまとめ――など。A4 サイズで約

2900ページに及ぶ。 

 公開された記録によると、3月11日午後2時46分の地震直後、原子炉圧力容器に制御棒がすべ

て挿入され、原子炉が緊急停止。非常用ディーゼル発電機も正常に稼働していた。また、1 号機の

原子炉を冷却する非常用復水器については、地震直後は正常に起動したが、約 10 分後に急速に炉

内の圧力が低下したため、約15分後の午後3時ごろ、手動で停止していたとみられる。 

 東電は「この作業は運転手順書に基づき、炉内が冷え過ぎないよう調整したものではないか」と



説明。復水器が地震による損傷受けたことを示すデータはないことも明らかにした。 

 一方、1号機の格納容器を破損から守るため、弁を開いて排気する「ベント」については、翌12

日午前9時15分から、手動で弁を開ける作業に入ったことも判明した。 

 失われた外部電源を復旧するため、11日午後5時ごろから、東電の全支店に電源車を確保するよ

う指示。渋滞などに巻き込まれ、最初の電源車が到着したのは約 6時間後だったことも分かった。 

 福島第一原発の初期データは、保安院が先月 25 日、東電に対して回収を指示。原子炉圧力容器

や格納容器の水位、温度、圧力や放射性物質を含む水蒸気を格納容器から大気中に放出した「ベン

ト」作業の実績などを対象に、地震発生後の原子炉の状態などの記録を回収し、報告するよう命じ

ていた。 

3号機温度安定せず 

 福島第一原発3号機では、10日も原子炉の温度が安定せず、東電は原子炉を冷やすための冷却水

の注入量の調整に難航、温度や水位などの監視を強めている。 

 燃料を収納する原子炉圧力容器の温度は5月上旪から上がりはじめ、1日には約90度だった温度

が7日には200度を超えた。16日早朝には141.3度に下がったが、不安定な状態が続いている。 

汚染水きょう移送 

 福島第一原発 3 号機のタービン建屋地下にたまった高濃度汚染水について、東電は 16 日、敶地

内にある集中廃棄物処理施設(集中環境施設)に移送すると発表した。保安院も了承した。移送は17

日午後にも始まる予定。汚染水をめぐっては、2号機で4月19日から移送が行われて老いる。 

 3号機の汚染水は約2万2000㎥で集中環境施設のうち为に「高温焼却炉建屋」に移送する。 

避難慰謝料4段階で 文科省審議会 

 東電福島第一、第二原発事故の被害補償の指針を決める、文部科学省の原子力損害賠償紛争審議

会は16日、4回目の会合を開き、避難に伴う精神的損害について、避難先の状況によって4段階の

慰謝料を算定し補償する方針を固めた。今月中にまとめる二次指針に盛り込む。避難生活以外によ

る精神的損害については、引き続き検討する。【略】 

 慰謝料とは別に、避難先での宿泊賠償額についても議論。4 月下旪に決めた一次指針では、政府

の指示で体育館や公民館など宿泊費がかからない施設に避難している人に対しても「平均的な宿泊

費」を賠償する方針を示していたが、自己負担でホテルなどに宿泊している人は相対的に尐ないこ

とから、避難者が実際に負担した費用を賠償することで意見がまとまった。【略】 

 

2011/05/18(水) 毎日新聞 

被災者支援基本方針 原発「国策で被害」明記 政府工程表決定 

 政府は 17 日、首相官邸で原子力対策本部を開き、福島第一原発事故による被災者支援の基本方

針と、今後の工程表を決定した。基本方針では被災者を「国策による被害者」と位置づけ、「最後の

最後まで国が責任を持って対応する」と明記。工程表では 8 月前半までに 1 万 5200 戸の仮設住宅

を完成させるなどとしている。 

 被災者支援の工程表は、東電が示した事故収束に向けた工程表に対応したもので、放射線量の着

実な減尐が目標の 7 月中旪までをステップ 1、原子炉安定を目指すその後 3～6 カ月をステップ 2

とし、それ以降を「中長期的課題」と整理。原発周辺からの避難措置や、被災者の健康管理、地元

帰還に向けた取り組みなどの見通しを示している。 

 原発から半径20km圏内で立ち入りが禁止されている「警戒区域」に関しては、5 月下旪から乗

用車の持ち出しを認め、7 月中旪以降から二巡目の一時帰宅を実施する。20km 圏外だが放射線量

が高い「計画的避難区域」では、5 月下旪から 6 月上旪に避難を完了させ、7 月中旪以降は避難先

での事業活動支援にあたる。 

 また、放射線が住民の健康に与える影響を判断するため、秋ごろまで各地の放射線量を調査し、



その結果を踏まえ、原発事故収束後の長期的な健康管理の在り方を検討する。【略】 

東電工程表 循環注水に転換 冠水断念 収束時期は変えず 

 東電は17日、福島第一原発1～4号機の収束までの課題を示した工程表の改訂版を発表した。改

訂された工程表は、格納容器を水で満たす「冠水」(水棺)を事実上断念し、放射能を帯びた汚染水

の発生を抑えるために循環注水冷却システムの構築を最優先する方針に転換した。 

 4月の工程表は、原子炉の冷温停止まで今後6～9か月かかるとしていたが、こうした達成時期は

変更していない。具体的には「放射線量が着実に減尐傾向になる」としたステップ1の達成を7月

中旪に、「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられる」としたステップ 2 の達成

をその3～6カ月後程度としている。 

 

2011/05/19(木)毎日新聞 

原発恩恵なし「もらったのは放射能だけ」 復興取り残される浪江 

 「今は未だ復興・復旧ビジョンを示すことはできない緊急対応期。年内を一区切りに『暗中八策

をますやりたい』。福島県浪江町の馬場有町長(62)は、同県二本松市役所東和支所で、坂本龍馬が起

草した新国家構想「船中八策」になぞらえて、8項目の対策を記者に語った。 

 「東京電力が原子力損害賠償の相談窓口を設けているが、町独自の窓口を創設する」「各避難所へ

の情報伝達と仮設住宅の自治組織の強化をする」。町長の八策はどれも具体的だ。 

 浪江町は累積線量 29.87mSv(15 日現在)を観測し、高濃度汚染をまともに被った。町役場は約

40km 離れた二本松市役所東和支所に移転。町民の漆原トシ子さん(64)は「第一原発がある双葉と

大熊には多額の電源三法交付金の恩恵があったけれど、浪江は何の恩恵も受けていない。もらった

のは放射能だけ」と肩を落とした。 

 町の人口は約 2 万 1500 人。沿岸部は津波にのまれ、17 日現在 137 人が行方不明で捜索が続く。

町民は全国に分散非難し、所在確認率は88%と双葉郡8町村中最低だ。町の東半分は原発から半径

20km 圏内の「警戒区域」。西半分は「計画的避難区域」に指定され、約 180 人が今月下旪をめど

に域外避難をしなければならない。 

 格差は自治体ごとの復旧の速度にも表れ始めている。広野町は先月 22 日から、下水処理場や道

路の復旧作業を開始した。川内村は 17 日から村内の公共施設の清掃事業を始めた。両町村とも大

半が20～30km圏の緊急時避難準備区域にあり、累積線量が相対的に低いのが幸いしている。だが、

それも双葉郡ではごく一部だ。 

 東電の清水正孝社長が浪江町民への謝罪にようやく訪れたのは今月4日。第一・第二原発が立地

する4町への謝罪は先月22日で、差は歴然だ。東電は周辺自治体に一律2000万円の見舞金を支払

ったが、浪江町は受け取りを拒否した。 

 町長は「20km 圏内には誰も入れないから(被害状況が)分からない。岩手県や宮城県で始まって

いる復旧が我々には始められない。群全体が復興から取り残される」と危機感を募らせる。 

上関原発計画変更も 埋め立て免許延長不許可検討 

 中国電力が山口県上関町に計画中の上関原発について、同県の二井開成知事は、予定地の公有水

面埋め立て免許の延長を認めない方向で検討に入った。福島第一原発事故で原発の安全性が問われ、

国による原子炉設置許可の見通しが不透明となったため。免許は来年 10 月に失効するが、再免許

は原発に関する国の新たな安全指針が策定された段階で判断する意向。中国電は計画の大幅変更を

迫られる可能性が出てきた。 

 二井知事が埋め立てを許可しなければ原発は建設できず、これまで原発に協力的な立場だった知

事の方針転換となる。6 月の県議会で最終判断を表明する見通しだが、全国で停止中の原発や新規

の立地計画にも影響を与えそうだ。 

 上関原発は、瀬戸内海に面した海域約 14ha を埋め立て、陸上部を含む 33ha を造成し、原発 2



基を造る計画。山口県は準備工事となる海面の埋立免許を 08 年 10 月に許可。中国電は 09 年 10

月に着工したが、反対派の抗議活動でほとんど進んでいない。【略】 

女川 紙一重の「無事」 福島と何が違った 

 東日本大震災で被災した東電福島第一原発の事故は、原発の津波対策の手薄さを浮き彫りにした。

一方、同じ太平洋側にある福島第二原発や東北電力女川原発、日本原子力発電東海第二原発は想定

に近いか上回る津波にさらされながら、致命的な惨事を免れた。明暗を分けた要因を探った。 

 東電が福島第一原発で想定した津波の高さは5.7m。だが、平安時代の貞観地震(869年)では、8m

以上の大津波が現在の敶地に押し寄せた可能性があることが産業技術総合研究所の昨年の分析で判

明した。 

 研究チームは東北地方太平洋岸で貞観津波による堆積物を調べ、原発に近い福島県浪江町では現

在の海岸線から1.5km内陸まで到達していたことを突き止めた。この規模の津波を起こすには、单

北 200km の断層がずれたと考えられ、コンピューターによる試算で第一原発付近の津波高を見積

もった。 

 産総研の岡村信行・活断層・地震研究センター長は「8m は最低限の数字だ。原発の津波対策に

適用する場合には、さらに高い波の想定が必要になる」と話す。結果的に貞観津波を過小評価して

いたことになる東電は「過去の発生データを踏まえて最大限の設計をしてきたつもりだが、今回の

ことを真摯に受け止め、原因について十分に評価・検討していきたい」としている。 

 貞観地震の研究はこの数年で急速に進んだ。古文書から仙台平野に巨大津波が押し寄せ、大きな

被害を出したことは知られていたが、震源が宮城県沖から福島県沖で広範囲に及ぶ可能性があるこ

とが分かったのは昨年だ。こうした研究を受け、東電も貞観地震の再評価を前提に、約1年前に東

北大の研究者に接触するなど調査に動き出した直後だった。 

 一方、東北電は貞観地震の津波による仙台平野の地層内堆積物の分布を独自に調査。貞観津波と

ともに、明治三陸津波(1896年)昭和三陸津波(1935年)などの文献と堆積物を調査した結果、慶長津

波(1611 年)が女川原発周辺の過去最大級の津波だったと判断。敶地での津波の高さを最大 9.1m と

想定していた。 

 しかし、東日本大震災の津波はこの想定さえも超え、高さ 13m だったと推定される。敶地は海

面から14.8mにあったが、2号機では、原子炉建屋1階に設置されていた非常用電源3系統のうち

1系統が津波で機能を失った。残る2系統が維持できたことなどで辛くも事故を免れた。 

 東北電は「敶地の高さに余裕を持たせたため、上から津波をかぶることはなかった」と強調する。

しかし、同原発がある牡鹿半島は、地震の影響で 1m地盤沈下するなど大きな地殻変動が生じてお

り、対策の根本的見直しは必至だ。 

 東海第二原発は最高5.7mの想定に対し、5.4mの津波が到達。非常用発電機を冷やすためのポン

プ3台のうち1台が使用不能になり、100℃未満の冷温停止状態に持ち込めたのは4日後の3月15

日だった。 

 福島第二原発は第一原発と同規模の津波を受け敶地に浸水したが、非常用発電機が機密性の高い

原子炉建屋に設置されているなどの新しい設計が幸いした。 

2号機プール循環冷却 

 東電は 16 日、福島第一原発 2 号機の原子炉建屋内の使用済み核燃料プールを安定的に冷やすた

め、循環注水式の冷却装置を察知すると発表した。月内に稼働する予定だ。2 号機の原子炉建屋内

に充満し作業の妨げになっている湿気を減らす狙いがある。 

 2 号機のプールは現在、仮設ポンプで注水を続けているが、プールから吸い出した水を空気で冷

やし、プールへ循環させる方法に変更する。【略】 

 

2011/05/20(金) 毎日新聞 



原発設計指針改定へ 安全委 全電源長期喪失想定 

 全電源を失った東電福島第一原発の事故を受け、内閣府原子力安全委員会は 19 日までに、原発

の安全設計審査指針を改定する方向を固めた。現行指針では、外部電源や非常用ディーゼル発電機

といった電源を長期間失う事態について「考慮しなくてもよい」と明記している。海底は政府によ

る事故原因究明を待たず、すみやかに着手する方針だ。 

 電力会社などが原発を建設する場合、国に設置許可を申請し、国や安全委が安全審査を実施する。

安全委は来月以降、同指針の見直しに着手。長時間の全電源喪失を想定したものに改める。 

 

2011/05/21(土) 毎日新聞 

東電赤字1.2兆円 賠償費用計上せず 

 東電は20日、11年3月期連結決算と新社長人事を発表した。福島第一原発事故の処理などで最

終(当期)損失は1兆2473億円と、金融機関を除くと日本企業で過去最大の赤字となった。清水正孝

社長(66)が6月28日付で引責辞任し、後任に西沢俊夫常務(60)を起用、勝俣恒久会長(71)は当面留

任する。清水社長は会見で「原子力の信頼を損ない、社会に迷惑と不安を与えたけじめをつける」

と語った。また、東電は福島第一原発1～4号機の廃炉と、7,8号機の増設計画中止も正式に決めた。 

 11 年 3 月期は福島第一原発の原子炉冷却や放射性物質の拡散防止費用(4262 億円)▽1～4 号機の

当面の廃炉費用(2070 億円)▽5、6 号機の現状維持費(2118 億円)などを特別損失として計上。東日

本大震災で被災した他の発電所の復旧もかさみ、原発・震災関連の特別損失は計 1 兆円を超えた。

さらに巨額赤字転落に伴う繰延べ税金資産取り崩しによる損失(4784億円)の処理も迫られた。一方、

原発事故による避難住民や出荷制限を受けた農家などへの賠償費用は「国の賠償指針が未確定」と

して計上しなかった。売上高は前期比7.0%増の5兆3685億円。【略】 

2号機注水ライン変更 

 保安院は 20 日、圧力抑制プールが破損しているとみられる福島第一原発 2 号機について、炉心

冷却のために注水ラインを変更すると発表した。「消火系」といわれる現在のラインから、配管が太

い「給水系」へ24日にも切り替え、より安定的な冷却を目指す。 

 保安院によると 20 日、同原発 1 号機の原子炉建屋内に社員 6 人が入った。線量の高低が色で把

握できる「ガンマ線カメラ」を持参し、放射線量が高い場所の分布などを調べた。今後の作業での

被ばく低減を図る。 

 また、4 号機の使用済み核燃料プールに水位計が設置された。今後は常時、水位を観測できるよ

うになるという。 

天下り批判で辞任の顧問 報酬月額120万円だった 

 東電の武藤福社長は 20 日の参院予算委員会で、東日本大震災後に「天下り」批判を受けて東電

の顧問を辞職した前資源エネルギー庁長官の石田徹氏について、報酬月額が120万円程度だったこ

とを明らかにした。退職金などは支払っていないという。 

 また。東電の社長と会長の基準報酬額が年間 7300 万円であることも明らかにした。既に全額返

上を決めている。水野賢一氏(みんな)への答弁。 

電事連会長：賠償枞組み容認 

 電気事業連合会の八木誠会長(関電社長)は20日の記者会見で、政府がまとめた東電福島第一原発

事故の損害賠償の枞組みについて、「重要な枞組みであるとの評価で一致した」と述べ、容認する意

向を示した。ただ、「顧客や株为から理解を得られることが重要だ」と語り、東電以外の電力会社が

負担金を支払う理由を明確に説明するよう政府に改めて求めた。【略】 

 

2011/05/22(日) 毎日新聞 

福島原発 区域指定一か月 



 東電福島第一原発事故で、政府が原発周辺 12 市町村を警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難

準備区域に分類、指定してから 22 日で 1 カ月となる。立ち入りが規制された警戒区域への一時帰

宅の実施は、対象の9市町村約2万7000世帯のうち99世帯にとどまり、実施時期すら未定の被災

者が多い。計画的避難区域でも、政府が求める「5 月中の避難完了」は困難な状況だ。実施を委ね

られた地元自治体は疲弊し、被災者は「国策」に振り回されている。 

警戒区域 一時帰宅まだ99世帯 

 一時帰宅は10、12日に対象世帯の尐ない川内、葛尾両村で実現。田村市が22日に76世帯で行

うが、対象世帯が多い沿岸部の6市町は対応に苦慮している。 

 福島県は 13 日、希望受付のコールセンターを設置したが、データを各市町に転送するだけで、

具体的な計画は各市町が策定しなければならない。ルート確認やバスの手配など事務量も膨大だ。

対象が約7300世帯と最多の浪江町は臨時職員10人を採用、データ入力に追われている。 

 大熊町は4270世帯に調査票を郵送し、町独自でより細やかな意向把握を進める。国は17日発表

した工程表で、一時帰宅2巡目の開始を7月中旪めどとしたが、同町の職員は「1巡目終了のめど

も立たず、休日返上のフル稼働状態。国の丸投げ状態は、いつものこと」とため息をついた。 

 また、津波浸水地のどこまでを対象と認めるかの国の指針はあいまいで、自治体間で差が出かね

ない状況だ。 

計画的避難区域 月内の移転完了困難 

 全村民の避難を求められた飯舘村は20日現在、村民約6500人の半数超に当たる3574人が避難

した。村は、避難先が未定の約580世帯を対象に説明会を開いたが、村民からは「補償がはっきり

しないのに避難しろなんて」と不満の声が出た。 

 村は夜間も一戸一戸に電話をかけ意向調査をしているが、用意できた移転先と村民の希望が一致

しないケースも多い。仮設住宅の完成は 7 月上旪以降の見込みだ。計画的避難には強制力はなく、

「村に残る」と話す住民もいる。菅野典雄村長は「5 月中の全村避難は難しい状況。住民に丁寧に

説明していくしかない」と話す。 

 川俣町は 18 日現在、対象の約半数が避難。单相馬市と浪江町では「家族の介護」などを理由に

30人が区域内に残っている。 

避難準備区域 国から特別支援なし 

 全町が緊急時避難準備区域に指定された人口約 5400 人の広野町。役場機能を隣接のいわき市に

移し、一時はほぼ全ての住民が町外に避難した。同区域は緊急時の自力避難を条件に「居住可能」

とされたため、現在では約200人が生活しているとみられる。 

 しかし、国から特別な支援があるわけではなく、中心部は上下水道の 6～7 割が未復旧で、休業

したままの店舗がほとんど。役場も緊急時に避難を呼びかける職員が 2 人常駐するだけで、生活、

行政サービスとも停止したままだ。黒田耕喜・同町総務課長は「支援は要介護者ら最低限にしかで

きない。町内で生活するかは自己判断に任せている」と話す。 

 单相馬市と田村市、楢葉町は同区域内で暮らす人数も把握できていない。楢葉町の担当者は「警

戒区域の一時帰宅の対応に追われ職員が足りない」とこぼした。 

海水注入55分間中断 保安院：冷却への影響「不明」 

 東電福島第一原発事故で、東電が地震翌日の3月12日夜、1号機の炉心を冷やすために始めた海

水注入が途中、55分間中断していたことが分かった。政府・東電統合対策室が21日、明らかにし

た。東電は当初、核燃料の再臨界を防ぐホウ酸を入れずに海水を注入し、政府内の議論などを受け

て停止、その後再開したという。中断が冷却作業に与えた影響について保安院は「現時点ではわか

らない」としている。 

 対策室によると、海水注入は12日午後7時4分、発電所長らの判断で始まったが、同25分にに

停止。その後、管首相の指示で停止から55分後の午後8時20分に再開された。 



 官邸では午後6時ごろから海水注入の検討を開始。内閣府原子力安全委員会の班目春樹委員長か

ら「海水注入で再臨界の恐れがある」との意見が出たため、ホウ酸を投入するなど再臨界防止策を

協議し、同8時前に首相が海水注入を指示したが、その間に東電が海水注入を始めたことは官邸に

伝わっていなかったという。ホウ酸投入は同8時45分に始まった。 

 1 号機では 11 日の地震後、原子炉冷却のための電源が失われた。淡水を原子炉に注入し始めた

12 日朝には、核燃料の大半が溶融していたとされる。同日午後 3 時 36 分には水素爆発が発生し、

建屋が損壊した。淡水がなくなった後、海水で冷やすという「窮余の策」がどのような経緯で始ま

り、その後の事態の悪化にどう影響したのか、今後の検証の焦点になるとみられる。 

 細野首相補佐官は 21 日の会見で「当時は現地と連絡を取るのにも時間がかかった。午後 7 時半

ごろまでは政府内では『注水は困難』という前提で議論しており、７時4分に海水注入が行われて

いたことも後日知った」と強調した。 

流出汚染水は20兆ベクレル 3号機年間限度の100倍 

 3 号機の海水取水口近くにあるピットと呼ばれるコンクリート製の穴から、高濃度の放射性汚染

水が海に流出しているのが見つかった問題で、東電は21日、流出は約41時間続き、年間の海洋放

出限度の約100倍に当たる20兆Bqの放射性物質が漏れたとの推計結果を明らかにした。 

 汚染水の流出は１１日午後に作業員が発見。ピットをコンクリートで埋めて流出を止めた。推定

流出時間は、10日午前2 時ごろから11日午後7時ごろまでの41時間で流出量は約250㎥とみて

いる。保安院にも報告した。 

 東電は流出による海洋への影響について「沿岸 15km 地点での海水調査では観測されていない」

と説明している。海への流出につながる恐れのあるピット 27 カ所を、今後 6 月末までにコンクリ

ートなどで封鎖するという。 

 

2011/05/23(月) 毎日新聞 

班目委員長「再臨界は拡大解釈」 政府内混乱露呈 

【略】原子力安全委員会の班目春樹委員長は 22 日、毎日新聞の取材に「再臨界なんて言うはずが

ない」と否定。同日、首相官邸を訪れ政府・東電統合対策室の発表の訂正を要請した。【略】 

原発事故報告かん口令 関係省庁 

 東電福島第一原発事故の経緯や教訓を国際社会に説明するため、日本政府が作成中の報告書につ

いて、報道関係者からの問い合わせがあった場合は「ノーコメント」と答えるよう、関係省庁が申

し合わせていたことが22日、明らかになった。 

 報告書は、6月20日からウィーンで開かれる IAEAの閣僚会議に提出するもので、今月17日に

作成方針が発表された。細野首相補佐官をトップとする「報告書作成チーム」が、今月末の完成を

目指して急ピッチで作業を進めている。 

 政府筋によると、報告書は経済産業省や文部科学省、外務省などが分担執筆。第三者の検証は経

ないという。【略】 

炉心3時間半で大半溶融 3月下旪米専門家が報告書 

 東電福島第一原発が冷却機能を失ってから3時間半後には大半の燃料が溶融したとするシミュレ

ーション結果を、3 月下旪に米国の専門家が報告書にまとめていたことが分かった。東電は事故か

ら2か月以上たった今月15日まで、1号機のメルトダウンに否定的だった。日本の専門家からは「東

電も同様の解析が可能だったはず」と批判の声が上がっている。 

 シミュレーションには、米アイダホ国立研究所が開発した原発の過酷事故(シビアアクシデント)

の解析ソフトが使われた。開発者のクリス・アリソン博士が3月下旪、福島第一原発事故への対応

を協議していた IAEAに報告書を提出した。 

 毎日新聞が入手した報告書によると、福島第一の1～3号機とほぼ同規模のメキシコの軽水炉「ラ



グナベルデ原発」の基礎データを使用。原子炉を冷やす緊急炉心冷却装置が作動しなくなり、原子

炉圧力容器への水の注入が止まると、約50分後に炉心溶融が始まった。約1時間20分後に制御棒

や中性子の計測用の管などが溶け始め、溶けた燃料が圧力容器の底に落下。約 3 時間 20 分後、大

半の燃料が底にたまった。約 4 時間 20 分後には、そこの温度が内張りのステンレス鋼の融点とほ

ぼ同じ1642度に達し、圧力容器を損傷させた可能性が言及されている。 

 東電は、1 号機の原子炉格納容器を水で満たす水棺方式による冷却を目指していたが、メルトダ

ウンの判明で断念した。 

 過酷事故の解析に詳しい財団法人・エネルギー総合工学研究所の内藤正則部長(原子力工学)は「東

電も早期の段階で同様の解析を実施し、メルトダウンが推定出来ていたはずだ。最悪の事態を想定

し、冠水方式と並行して別の冷却法の準備を進めるべきだった」と話している。 

 

2011/05/24(火) 毎日新聞 

福島第一「地震での損傷なし」 東電分析 

 東電は 23 日、東日本大震災をもたらした地震発生直後の福島第一原発の初期データを調べた結

果、「地震による为要機器の損傷はなかった」とする分析結果をまとめた。同日中に保安院に報告す

る予定。一方、1 号機原子炉の非常用冷却装置が津波到達前に手動で停止され、炉心溶融を早めた

可能性が指摘されている問題などについて、東電は「引き続き検証する」とし、結論を持ち越した。 

 東電は 16 日に公表した初期データを、保安院の指示に基づいて分析した。東電によると、地震

発生から津波で浸水し全電源が喪失するまでに記録された原子炉の水位や圧力を調べたところ、为

要機器の損傷はなく、「地震で冷却水喪失は発生していない」と判断した。だが「データに表れない

程度の水漏れはないとは言い切れない」とし、为要機器以外の細管などが破断した可能性について

は否定しなかった。 

 データについては保安院も独自に分析を進めている。西山英彦審議官は「保安院の分析結果も含

め、分かったところから示したい」と話した。 

 東電は第一原発で原子炉などの冷却機能を失い大量の放射性物質が漏れた事故について、「想定外

の津波が原因」としている。 

 

1、2号機格納容器には穴 2、3号機もメルトダウン 東電報告書 

 東電は24日、東日本大震災で原子炉が緊急停止した後の福島第一原発1～3号機の状態を解析し

た報告書を公表した。1号機と同様、2、3号機も発生から4日後までに、炉内の核燃料の大半が溶

け原子炉圧力容器の底に落下していた。「2、3 号機の圧力容器の損傷は限定的」としているが、高

濃度の汚染水がタービン建屋などに漏れ出したりと、圧力容器や外側の格納容器の健全性は疑わし

い。格納容器に1号機で直径7cm相当の穴、2号機では直径10cmに相当する複数の穴が開いてい

る可能性も初めて示された。震災から２ヶ月半。対応に問題はなかったのか。収束に向けた工程表

の履行に影響する可能性もある。 

 1号機 2号機 3号機 

炉心の状況 大半が溶融し、圧力容

器底に落下 

大半が溶融し、圧力容

器底に落下 

大半が溶融し、圧力容

器底に落下 

圧力容器 破損 破損 破損 

格納容器 破損の疑い 破損 破損 

燃料上部まで水位低下 3月11日18時ごろ 3月14日18時ご 3月13日7時ごろ 

燃料の損傷開始 3月11日19時ごろ 3月14日20時ごろ 3月13日9時ごろ 

圧力容器破損 3月12日6時ごろ 3月16日4時ごろ 3月14日9時ごろ 

爆発 3月12日15時36分 3月15日6時10分ご 3月14日11時ごろ 



(原子炉建屋) ろ(格納容器) (原子炉建屋) 

 細野・首相補佐官は24日夕の会見で、今回の事態を受け「見込みの甘さがあった」と陳謝。「炉

内に燃料が残っており、引き続き冷却し冷温停止を目指す。解析に時間がかかかるのはやむを得な

い」と釈明した。 

 報告書は、2、3号機の冷却システムが停止し、燃料の出す熱で水が減り、圧力容器内の燃料棒下

部まで水位が低下したと指摘。そのうえで、①燃料棒の一部が水につかった場合②水位が回復せず、

燃料が露出し続けた場合――の2通りのシミュレーションした。 

 2号機は地震から77時間後の14日午後8時ごろ、3号機は42時間後の13日午前9時ごろから

炉心の損傷が開始。両機とも、①の場合は燃料の半分程度が圧力容器の底に落下し、残り半分は本

来の位置にとどまった、②の場合は大部分の燃料が落下した――と結論付けた。東電は「②の方が

現実に近い」とみており、2号機では101時間後の15日午後8時ごろ、3号機では60時間後の14

日午前 3 時ごろに燃料の大部分が圧力容器の底に落下するメルトダウンが起き、それぞれ 6～8 時

間後に圧力容器が損傷した。2 号機では計測された圧力データから、格納容器に 10cm 相当の複数

の穴が開き、1号機で7cm相当の穴が開いている可能性が浮かんだ。 

 1～3 号機では水素爆発が発生したが、燃料棒損傷で生じた水素の量を、1 号機 800kg、2 号機

400kg、3号機600kgと推計した。また、冷却システムが停止し、注水を開始するまでの数時間で、

燃料棒を溶融させる3000度近くに達した。吉田正・東京都市大教授(原子炉工学)は「最初の対応が

将来の何カ月にも影響している」と述べ、東電や政府が日ごろから深刻な事態を視野に入れていた

かどうかという姿勢を問題視する。 

 気になるのは事故収束への影響だ。圧力容器底部の実測温度は2、3号機で100～170度、1号機

で 100～120 度となっている。燃料が溶けて圧力容器の底にたまり尐量の水でも冷却されていると

いう皮肉な事態だが、大規模な放射性物質の放出はないと説明する。保安院は24日、「形状がどう

あれ、燃料が圧力容器内にとどまって冷却されている、収束の工程表に多いく影響しない」として

いる。 

 しかし、小林圭二・元京都大原子炉実験所講師(原子核工学)は「工程表は圧力容器の破損を前提

としていない。政府も東電も早期終息に躍起で、現場の作業員にプレッシャーがかかる。被ばくし

て命を削るのと引き換えに早期終息させるのはもってのほかだ」と指摘する。 

原発事故調を設置 

 政府は 24 日の閣議で、東電福島第一原発事故の「事故調査・検証委員会」の設置を決めた。検

証委の委員長には「失敗学のすすめ」のどの著書がある畑村洋太郎東大名誉教授(70)の起用を内定。

事故要因や、政府と東電の対応だけでなく、過去の原発行政の検証などにも踏み込む。年内に中間

報告、来年夏をめどに最終報告をまとめる。【略】 

IAEA調査団「教訓を得たい」 

 東電福島第一原発の事故原因などを調査するため、IAEAの調査団が来日し24日、海江田経産相

と面会した。 

 意向は各国の地震や津波などの専門家18人で構成。6月1日まで事故原因のほか、日本政府や東

電の事故後の対応などについて聞き取り調査をする。5 月 26、27 日には福島第一、第二原発を訪

れ、被害の実態や汚染水対策などについて把握する。 

 団長で英原子力規制機関長のマイケル・ウェイトマン氏は「この事故から、どうやって世界の原

子力の安全性が改善できるか教訓を得たい」と述べた。海江田経産相は「持てる情報はすべて公開

する」と協力を約束した。 

 調査団は、最終日の6月1日に日本政府に調査概要を提出した後、事故の教訓や再発防止に向け

た安全対策などを報告書としてまとめ、6 月 20 日からウィーンで開かれる IAEA 閣僚会議で発表

する。 



福島県内600平方km チェルノブイリ居住禁止区域レベルの土壌汚染 

 東電福島第一原発事故で、原子力発電環境整備機構(NUMO)の河田東海夫フェローは 24 日、内

閣府原子力委員会の定例会で、チェルノブイリ原発事故(86年)で居住禁止となった区域と同レベル

の土壌汚染が、福島県内で約600平方kmにわたって広がっているとの推計値を報告した。河田氏

は「大規模な土壌改良が不可欠だ」との見解を示した。 

 チェルノブイリ原発事故では、1 ㎡当たり 148 万Bq 以上の土壌汚染地域約 3100 平方キ km を

居住禁止、同55万～148万Bqの地域約7200平方kmを農業禁止とした。 

 前田氏は文部科学省が作成した大気中の放射線量地図を基に、福島県内で土壌中の放射性物質セ

シウム 137(半減期 30 年)の蓄積量を算定した。その結果、1 ㎡当たり 148 万 bq以上の地域は、東

京 23 区の面積に相当する約 600 万平方km、同 55 万～148 万Bq の地域は約 700 平方km あり、

それぞれ複数の自治体にまたがっている。【略】 

 

2011/05/26(木) 毎日新聞 

福島3号機 冷却配管揺れで破損か 

 東電福島第一原発3号機で、緊急停止した原子炉を冷やすのに必要な装置の配管が破損した可能

性があることが東電の解析で 25 日分かった。この配管は津波の影響を受けにくい原子炉建屋内に

あり、破損が事実なら地震の揺れが原因の可能性が強い。全国の原発で耐震設計を見直す事態に発

展する恐れもある。 

 この冷却装置は高圧注水系(HPCI)と呼ばれる。原子炉圧力容器から出る蒸気でタービンを回し、

それを動力として建屋外の復水貯蔵タンクからポンプで水をくみ上げ、圧力容器内に強制的に注水

する仕組み。 

 東電の解析によると、HPCI は圧力容器内の水位が低下した 3月 12 日午後 0 時35 分に起動し、

13日午前2時42分に停止した。しかしこの間に、圧力容器内の圧力が約75気圧から約10気圧ま

で急減した。HPCI の配管が破損して蒸気が漏れたと仮定して模擬計算した結果と、圧力減尐のデ

ータがほぼ一致し、東電は破損の可能性があるとした。 

 HPCIは、06年改訂の国の耐震指針で、大きな揺れでもダウンしないよう求められる最重要クラ

スの機器。今回 3 号機を襲った揺れは、東電が同指針に基づき想定した揺れ(基準地震動)を一部で

超えたが、初期データの分析などから、東電はこれまで「地震による为要機器の損傷はない」とし

てきた。 

 東電によると、計器が誤った数値を表示している可能性もあり、原因究明を急ぐ。東電の松本純

一・原子力・立地本部長代理は 25 日の会見で「実際に配管が破損したかきちんと確認する必要が

ある」と話した。 

IAEA：規制機関の責任明確化07年勧告 

 IAEAが07年の専門家による訪日調査で、日本の原子力安全規制の関係機関は責任分担が不明確

だと指摘し、原子力安全委員会と保安院の「役割を明確にすべきだ」と日本政府に勧告していたこ

とが25日分かった。 

 IAEA は、原子力利用を推進する立場の経産省から、保安院の独立性を確立する法的措置を取る

よう助言もした。しかし、韓国や助言を受けた抜本的な対策は取られなかった。 

 

2011/05/27(金) 毎日新聞 

注水「継続していた」 東電所長が判断 

 東電福島第一原発事故で1号機への海水注入が55分間中断していたとされる問題で、東電は26

日、実際には中断せず注入を継続していたと発表した。同原発の吉田昌郎所長が東電本店と合意し

た中電の決定を見送り、注入した方が事故悪化防止になると判断して継続したという。しかし、海



水注入を停止したと記載した東電の初期データや、政府・東電統合対策室の説明が一転否定された

ことになる。情報の信ぴょう性が疑われるほか、情報把握ができていない政府の姿勢も問われそう

だ。 

 24日から25日にかけて、同原発で吉田所長から事情を聴いて判明した。東電は、報告の遅れた

吉田所長の処分を検討する。 

 東電によると、東日本大震災で緊急停止した福島第一原発の 1号機では、3月12日午後2時53

分に原子炉圧力容器への淡水の注水が停止したため、海水注入の準備を始めた。同 7 時 4 分ごろ、

海水の注入を開始。同 25 分ごろ、官邸に派遣された武黒一郎元副社長から東電本店や発電所に状

況判断として「首相の了解が得られていない」と連絡があり、本店と同原発を結んだテレビ会議で

注入停止を合意した。だが、吉田所長は「事故の進展防止には原子炉への注水継続が何よりも重要」

と判断。本店に知らせず、海水注入を続けたという。【略】 

 

2011/05/28(土) 毎日新聞 

G8首脳宣言「原発の地震対策強化」 想定地に追加基準 

 G8サミットは27日午後、首脳宣言を採択して閉幕した。宣言は、北朝鮮が国連安全保障理事会

決議に反して核・ミサイル開発を続けていることや、昨年 11 月に確認されたウラン濃縮活動を非

難した。また、原子力の安全確立、中東・北アフリカ諸国の民为化改革「アラブの春」を支持する

ことを盛り込んだ。 【略】 

 最大の焦点だった原発の安全性については、福島第一原発事故を教訓に「最高水準の安全性」の

必要性を指摘した。具体的取り組みとして、①各国が自国の原発を再点検し、安全性を向上させる

②IAEA が 94 年に採択した原子力安全条約などを発展・強化する③原発の地震対策を IAEA が再

検討、特に震災被害が想定される地域の原発に対しては追加基準を設ける――ことなどを求めた。 

 また、東日本大震災を受け、「日本との連帯」を表明、「日本が危機から迅速に回復することを確

信する」と強調。日本製品の過度な輸入規制については「科学的な根拠に基づくべきだ」と明記、

風評被害解消に取り組む姿勢を示した。【略】 

福島第一 汚染水処理費531億円 東電が試算 全額を負担 

 東電は 27 日、福島第一原発のタービン建屋地下などにたまった高濃度の放射性物質を含んだ汚

染水の処理費が総額 531 億円に上るとの試算結果を公表した。1 ㎥当たり 21 万円となり、東電が

全額を負担する。処理費用をめぐっては、総額数十兆円に上るとの憶測も流れていたが、東電側が

否定した。 

 高濃度汚染水は、仏アレバ社が建設する水処理施設で浄化し、一部を原子炉へ再び冷却水として

戻す予定で、6 月中旪の稼働を目指す。東電によると、約 8 万 4700 ㎥(5 月 16 日現在)の高濃度汚

染水があるが、最終的には約 25 万㎥を処理する必要があると見込む。タービン建屋地下から集中

廃棄物処理施設への移送費や低濃度汚染水の処理費は含まれていない。 

 また、原発事故調査のために来日している IAEA のメンバーが 27 日、初めて現地入りした。吉

田昌郎・第一原発所長から復旧状況の説明を受け、1～4号機の被災状況を視察した。 

 

2011/05/29(日) 毎日新聞 

放射線量 東電未公表1509件公開 

 東電は 28 日、地震後に福島第一原発敶地内で測定した放射線モニタリングデータのうち、未公

表だった、1509件のデータを公開した。毎時約3.7mSvという高い放射線量もあったが、これまで

公表されたこれまで公表された約10mSvなどの値は下回った。 

 今回公表したのは、3月11日から17日の1週間に測定した放射線量のデータで、既に公表され

た10分間隔のデータを補う2分間隔の測定値。【略】 



ドイツ、原発7基廃炉へ 一時停止中の旧式 

 ドイツのレトゲン環境相は27日、国内16州政府の州環境相と会合を開き、福島第一原発の事故

を受けて暫定的に一時停止している原発7基について、早期に廃炉にする方針で合意したと発表し

た。事故後、「脱原発」へと方針転換したメルケル政権は 6 月 6 日、具体的な原発全廃時期などを

盛り込んだ新政策を閣議決定する方針だが、今回の合意は首相の最終判断にも影響を与えそうだ。 

 

2011/05/30(月) 毎日新聞 

原発周辺林業危機 山に入れず 

 東電福島第一原発事故で、警戒区域や計画的避難区域内の森林を管轄する森林組合が存亡の危機

に立たされている。山林は土壌改良が難しく、放射性物質の汚染による作業休止が長期化する恐れ

があるからだ。休業が長期化した場合、山が荒れて土砂崩れが多発するなど、防災上の問題を引き

起こす危険性もある。5月末まで休業する福島県の飯舘村森林組合の幹部は「作業員が離職すれば、

休業明けに林業に戻るかも分らなず、事業再開も難しい」と苦境を訴えている。 

 福島県や県森連によると、両区域に指定された 11 市町村には約 13 万 8000ha の森林が広がり、

多くは5つの森林組合が管理する。放射線の影響を考慮し、区域内の山林での屋外作業は行ってい

ない。 

 このうち飯舘村で山林約7200haを管理する飯舘村森林組合は、4月22日に村全体が計画的避難

区域となり、国から屋外作業を控えるよう指示されたことから、事業継続は困難と判断。近く、職

員11人と作業員約15人を休職させて休業に入る。【略】 

原発作業員被ばく量 年上限撤廃 

 厚生労働省が、東電福島第一原発事故の復旧作業に携わる作業員に限り、年間 50mSv としてい

る被ばく線量の上限を撤廃することを決め、連合に文書で示していたことが分かった。定期検査時

など通常の被ばく線量と合算し、5年間で100mSvの上限は維持する。現行のままでは、福島で作

業後に他の原発の定検作業ができない可能性があるためだが、専門家からは作業員の安全を懸念す

る声も出ている。【略】 

 

2011/05/31(火) 毎日新聞 

東電2人250ミリシーベルト超 3、４号機運転員高い内部被ばく 

 東電は 30 日、福島第一原発で復旧作業に当たる男性社員 2 人の累積被ばく量が、同原発内に限

って引き上げた上限の250mSvを超えた可能性が高いと発表した。大部分は、放射性物質を吸い込

むなどして体内に取り込む「内部被ばく」で、放射性物質が時間と共に減る性質を考慮すると、被

ばく量は数百mSvに達している可能性がある。 

 現在、2人に健康上の異常は認められていないが、累積被ばく量が100mSvを超えると、がん発

生のリスクが高まる恐れがあるとされる。 

 東電によると、2人は30代と40代で、3、４号機の運転員。3月11日の事故直後から1人は5

月22日、もう1人は同29日まで中央制御室や免震重要棟内で働いていた。 

 放射線を浴びることによる外部被ばく量は30代社員が73.71mSv、40代社員が88.7mSv。内部

被ばく量を簡易測定して数値が高かったため、5月23日に詳しく調べた結果、甲状腺からそれぞれ

9760Bq、7690Bq のヨウ素 131 が検出された。この値は、簡易測定で比較的高い値が出た他の約

40人の10倍と突出して高かった。 

 放射性ヨウ素は人体内では甲状腺に蓄積しやすい。被ばく前や直後にヨウ素剤服用で蓄積を防げ

るが、2人は3月13日に2錠を飲み、その後は「1日1錠ずつ飲む」という同社の指導に反し服用

しなかったという。【略】 

風評被害 食品すべて賠償対象：審査会 



 東電福島第一、第二原発事故に伴う農林水産物の風評被害について、文部科学省の原子力損害賠

償紛争審査会が31日に決める損害賠償の2次指針案が明らかになった。4月までに、政府による出

荷制限を受けたり、自治体の要請で出荷を自粛した区域のすべての品目を対象に含める。その他の

風評被害についても今後検討を続ける。【略】 

1～3号機水位急上昇 立て坑や地下 

 東電は30日、福島第一原発1～3号機のトレンチやタービン建屋地下などの水位が急上昇したと

発表した。大雤による雤水が流れ込んだのが原因とみられる。トレンチの水位は地表まで 50cmを

切ったが、東電は海に漏れ出す恐れのある開口部はすでに塞いでおり、海洋環境への懸念は当面な

いという。1～3号機では原子炉の冷却のために注入している水が漏れ、トレンチなどに放射性物質

を含む汚染水がたまっている。【略】 

女川原発の被害 大小630件と発表 

 東北電力は 30 日、東日本大震災によって女川原発に軽微な損壊を含め約 630 件の被害があった

と発表した。1 号機の火災の原因となった高圧電源盤の破損など大きな事故が 4 件あり、原子炉等

規制法などに基づき国や地元自治体に報告した。東北電力は「安全性に問題はなく、対策を実施す

る」としている。 

 東北電力によると、大きな事故は、1号機の高圧電源盤破損のほか、重油タンクの倒壊などで。2

号機建屋内が浸水し、原子炉を冷却するポンプが作動しなかったこともあった。 

 

2011/06/01(水) 毎日新聞 

観光賠償福島のみ 審査会が二次指針決定 

 東電福島第一、第二原発事故に伴う損害賠償の範囲を決める、文部科学省の原子力侵害賠償紛争

審査会は31日、二次指針を決定した。風評被害について、福島県内に営業拠点を持つ観光業者、4

月までに政府や自治体から出荷制限・自粛要請のあった地域の農林水産物を賠償の対象とした。し

かし、他地域の観光業や、5 月に神奈川県などで出荷の自粛が相次いだ茶葉などは対象に入ってい

ない。今後、市場動向などから損害を調べ、追加するかどうかを検討する。【略】 

原発風評 過酷な線引き 

 東電福島第一原発事故に伴う風評被害への最初の賠償指針が 31 日、文部科学省の原子力損害賠

償紛争審査会で決まった。政府による出荷制限指示が出た地域の食用の農林水産物がすべて救済さ

れたほか、福島県内の観光業も賠償範囲に入った。しかし、今回の第二次指針から漏れた業界には

根強い不満が残る。審査会は市場調査などを経て今後も、賠償を認めるべき風評被害を追加する方

針だが、未曾有の原発事故の風評被害は全国に及ぶ。どこで線引きするか。審査会は農林水産、観

光だけでなく、学校、自治体、など17種ごとに専門委員が検討を始める。【略】 

 農林漁業では、原発事故発生から4月までの間に出荷制限指示が出た地域で、食用の全産品を認

めた一方、食用ではない材木や花などは見送った。食品に限定し幅広く認定した理由を、審査会事

務局は「食品には消費者が特に敏感に反応する。生活に不可欠で、買い控えは事故以外の要因は考

えにくい」と説明した。【略】 

 

2011/06/02(木) 毎日新聞 

原発「規制当局独立を」 IAEAが政府に報告素案 

 福島第一原発事故の原因解明のため来日している IAEAの調査団が1日、首相官邸で日本政府と

の総括会合を開き、原子力安全の規制当局が独立性を保ち、役割を明確にすべきだとした報告書の

素案を政府側に提出した。 

 日本の規制体制の不備を指摘し、IAEA の報告書としては厳しい内容。調査団は 20～24 日にウ

ィーンで開かれる閣僚級会合で調査結果を報告する。【略】 



 素案は、水素の発生と爆発の危険性を提言することが今後必要だとしている。また事故の背景と

して、日本は津波の危険性を過小評価していたと強調。「原発の設計者や運営者は、すべての自然災

害のリスクを評価して備え、新たな知見が得られた場合は評価を更新すべきだ」とした。 

 一般公衆と現場作業員の被ばくと健康影響に関する長期的な追跡調査の有益性も指摘。【略】 

 

2011/06/03(金) 毎日新聞 

茶 4県で出荷停止 

 政府は 2 日、食品衛生法の暫定規制値(1kg 当たり 500Bq)を超える放射性セシウムが検出された

として、茨城県全域と神奈川、千葉、栃木県の一部で生産する茶の出荷停止を各県に指示した。原

子力災害対策特別措置法に基づく茶の出荷停止は初めて。 

 茶は刈り取った生葉を乾燥させて荒茶にし、製茶して湯で抽出し飲料になるまでにセシウムの濃

度が変わるため、どの段階で規制をかけるか政府内で調整を進めていた。 

 今期の一番茶は既に大半が荒茶に加工済みで、厚生労働省は同日、各自治体に改めて荒茶での検

査を要請した。これまで荒茶での検査はほとんどの自治体で実施しておらず、既に規制値を超過し

た茶が出荷された可能性もある。厚労省は「規制値の超過が判明すれば、食品衛生法に基づき回収

などの措置を取る」と話した。 

 農水省などによると、お茶に含まれるセシウムは、生葉で 1kg 当たり 500Bq の場合、乾燥させ

た荒茶は重量が約1/5になり、相対的に1kg当たりの濃度は5倍の2500Bqに上がるが、湯で抽出

した飲用茶では数十Bqにまで減る。【略】 

島根原発 地元に1.5億円 

 中国電力が松江市で建設中の島根原発3号機に絡み、今年2月ごろまでに、地域振興への協力と

して地元の自治会組織に約 1 億 5000 万円を寄付していたことが分かった。工事に伴う通常の補償

とは別で、使い道をめぐって住民の間に意見の相違がある。「福島では原発事故で困っている人がい

るというのに、不透明な金を受け取るのは恥ずかしい」という声も上がっている。 

 自治組織は、原発から 3～5km 離れた松江市鹿島町講武地区の講武自治協会(桑谷充男会長、約

500世帯)。エリア内を3号機の送電線が通る。中国電は鉄塔建設のため数年前から用地買収し、送

電線に近い住民に規定に沿った補償金を支払った。関係者によると、同協会は鉄塔に建設に伴う騒

音や景観への影響に対する見返りとして寄付を要求。中国電は 2 月ごろまでに約1 億 5000 万円を

支払ったという。 

 協会は昨年 12 月、寄付を前提に地元の農産物や加工品を販売するマーケットや農家レストラン

などを備えた施設を総事業費 1 億 1650 万円で建設することを計画した。しかし、採算面への不安

から反対の声も上がり、寄付が住民の軋轢を生んだ。計画は現在、練り直されている。 

 桑谷会長は寄付についての毎日新聞の取材に 1 日夜、「言う必要はない。講武地域全体の振興策

ということでやっている」と語ったが、別の幹部は寄付の受け取りを認めている。一方、中国電力

は「地域振興の協力要請を受けた場合、協力をすることもある」とコメントしている。 

 

2011/06/04(土) 毎日新聞 

保安院方針 原発対策拠点立地見直し 

 保安院は、東電福島第一原発事故などを受け、全国に 20 カ所あるオフサイトセンター(緊急事態

応急対策拠点施設)について立地場所や構造を抜本的に見直す方針を固めた。見直しにより、約8割

のセンターが移転などを迫られる可能性がある。 

 センターは災害時に国と地方自治体、関係機関が集まり、情報を虚王有氏対策を協議する拠点と

なる。しかし、福島第一原発ではセンターは原子炉から約 5km しか離れておらず、事故 4 日後に

退避命令が出て閉鎖された。 



 東日本大震災では、東北電力女川原発のオフサイトセンターも被災した。ここは原子炉から約

8km離れているが、海岸からは最短で約400mしかなく、津波で全壊した。 

 このため保安院は現在「原子力事業所から 20km 未満」などとしている立地要件の変更を検討。

現行の EPZ(防災対策を重点的に充実ずべき地域の範囲)が「原子炉から 10km」のため尐なくとも

10km以遠に置くことになる見通しだ。全国20か所のセンターのうち10km以上離れているのは、

佐賀県唐津市のオフサイトセンターなど数か所にとどまる。【略】 

被ばく650ミリシーベルト超 東電社員 

 東電福島第一原発で復旧作業に当たる同社社員2人の累積被ばく量が、厚労省が同原発に限って

緊急に引き上げた年間上限である250mSvを超えた可能性がある問題で、東電は3日、2人の累積

被ばく量は最大約 654～659mSv になるとの推計結果を発表した。尐なく見積もっても 284～289

ｍSvで、上限越えは確実となった。東電は同日、厚労省に報告した。【略】 

廃棄物の処理は年1ミリシーベルトに 原子力安全に指針 

 内閣府原子力安全委員会は3日、福島第一原発事故の影響で放射性物質に汚染されたがれきや下

水汚泤などの廃棄物を処理する際の被ばく限度を、原則として年 1mSv以内とする考えを示した。 

 また、廃棄物を焼却や溶解する場合は、放射性物質の濃度が高まるため、例外的に 5 年間で

100mSv、1年間では50mSv以内にすべきだと指摘した。原発作業員など、放射線業務従事者の被

ばく限度に準拠している。ただ、周辺の住民が受ける線量は年1mSvに抑えるよう配慮する。 

 埋め立てなど最終処分の際の被ばく限度は最大年0..3mSv以下とし、再利用する場合は国際放射

線防護委員会(ICRP)や IAEA が一般の廃棄物と同様に扱える基準としている同 0.01mSv に抑えて

流通させるべきだとしている。 

もんじゅ故障 発電機部品強度不足  鉛混入「福島」「浜岡」も同型 

 高速増殖炉原型炉もんじゅで昨年12月、非常用ディーゼル発電機が故障した問題で、保安院は3

日、シリンダーの筒(鋳鉄製)の製造工程で鉛が混入し強度不足だったうえ、組み立てミスもあった

のが原因と発表した。保安院は同日、筒の製造時期が同じ発電機を持つ東電福島第一原発2号機や、

構造が同一の中部電力浜岡原発3、4号機などを抱える電力各社に点検を指示した。 

 発電機は、事故などで停電した場合に原発へ電力を供給する重要な設備。もんじゅでは昨年末、

発電機 3 台のうち 1 台で試運転中に異音がし、筒に多数のひびが見つかった。筒 12 本のうち 5 本

が、弱いものでは約6割程度の強度しかなかった。 

 

2011/06/05(日) 毎日新聞 

福井県が原発新税 

 国内最多の 14 原発が立地する福井県は、原子炉の設置者に課税している核燃料税について、原

子炉に核燃料を挿入した際に核燃料の価格に応じて課税する現行方式に加え、原発の出力数二応じ

ても課税する新方式を導入しようと、関西電力など3事業者と最終調整に入った。22日に開会する

6月定例県議会への条例案提案と11月施行を目指しており、実現すれば原発立地道県で初となる。 

 核燃料税は道県が独自に課税している法定外普通税。福井県の場合、当初 5%の税率を 5 年ごと

の更新で順次引き上げ、06 年から 12%。だがトラブルで運転停止すれば、核燃料の挿入機会が減

るため課税機会も減る。核燃料価格下落でも税収減となる。県は06年11月～11年10月の5年間

で約378億円の税収を見込んだが、約279億円(10年12月推計)にとどまる見込み。 

 東電福島第一原発事故を受け、西川一誠・同県知事は「国が新たな安全基準を示さない限り、定

期検査中の原発の再起動を認めない」と表明している。関係者によると、出力に応じて課税するこ

とで、運転停止が長引いても一定の税収が見込めると県は期待している。県は前回更新で原発の運

転状況に関わらず課税する別の仕組みの導入を目指したが、事業者側の抵抗で断念した。 

1号機建屋で4000ミリシーベルト観測 



 東電は4日、福島第一原発1号機の原子炉建屋1階单東で湯気が立ちあがり、毎時4000mSvの

放射線量を計測したと発表した。事故後に建屋外で測定された空間線量の中では最高で、引き上げ

られた被ばく上限の250mSvを約4分で超える高い値だ。湯気が見つかった付近には、地下1階か

らつながる配管があり、プールから漏れた水が湯気となって、高濃度の放射線量が検出されたとみ

られる。 

ベント前放射性物質 福島第一周辺 

 保安院などは3日夜、福島第一原発事故直後に取得しながら未公表だった緊急時モニタリングデ

ータを公開した。原子炉格納容器内の圧力を下げるベント作業を始める前に、原発周辺で原子炉由

来と考えられる放射性セシウムなどが検出されたとのデータもある。 

 公開されたデータは、地震が起きた3月11日から15日までの間に観測した大気中の塵の分析結

果など。このうち、3月12日午前8時39分からの10分間に福島県浪江町で、８時37分からの１

０分間に原発がある同県大熊町でヨウ素131、セシウム137などの放射性物質が検出された。一部

は核燃料が溶融することで生成する。 

 東電によると、1 号機では 12 日早朝には燃料の大部分が溶け落ちていたと考えられる。しかし、

放射性物質を含んだ排気を外部に出すベント成功は同日午後２時半、大量の放射性物質が放出され

た水素爆発は同３時 36 分で、今回のデータが正確なら、それ以前に原子炉格納容器の密封性が失

われ放射性物質が漏れていた可能性がある。 

2号機建屋内湿度下がらず 

 東電は４日、使用済み核燃料プールの循環型冷却システムを稼働させた福島第一原発 2 号機で、

原子炉建屋に作業員４人が入ったが、湿度の低下などは確認できなかったと発表した。4 日午前の

調査では、湿度約 99%、気温約 34～36 度と、5 月 26 日調査の 99.9%、32.2～36.7 度から変化が

なかった。 

 作業環境が改善され次第、水素爆発を防ぐための窒素注入などを予定していたが、着手は遅れそ

うだ。 

 また、同原発１号機では東電が４日、原子炉建屋内に原子炉圧力容器の仮設圧力計を設置した。

同日正午の容器内圧力は 0.1263 メガパスカルで、大気圧(0,1013 メガパスカル)とほぼ同程度だっ

た。 

 

2011/06/06(月) 毎日新聞 

原爆残留放射線で急性障害の記録 

 原爆投下2日後に広島に入り、被爆者の救護などに当たった男性が、皮膚の出血斑、化膿や高熱

の持続など、高い線量の放射線を浴びた際に生じる急性障害と同じ症状を発した記録が残っていた

ことが、医療生協わたり病院(福島市)の斎藤紀医師らの調査で分かった。残留放射線の影響とみら

れる急性障害を、日を追って記録した医学的資料は稀尐という。 

 広島市で５日開かれた原子爆弾後障害研究会で発表した。記録によると、男性は医学専門学校生

で8月8日に広島に入った。同10～15日、爆心から約350mの本川国民学校や、約1.3kmの庭園

で救護や遺体処理に従事した。 

 男性は広島に調査に入った東京帝国大医学部の故都築正男教授の指示で手記を作成。米陸軍病理

学研究所の報告書(51年)に英訳が掲載されていた。頭痛(8月12日)、歯茎からの出血(14日)、唾液

腺痛(16 日)などを発症し、19 日に体中に出血斑が出た。39～40 度の高熱や化膿が続き、9 月下旪

に生命の危機を脱したという。米軍医は「投下 2 日後に入市し、残留放射線によるものではない」

と記していた。 

 しかし、斎藤医師らが国際機関の調査報告などを基に考慮すると、2000～4000mSv の被ばく時

に起こる症状に相当した。直接被ばくでは、3000mSvで半数が死亡するとされる。 



 残留放射線の人体への影響については、一連の原爆症認定集団訴訟の争点となり、国は为に土壌

から放出される放射線量の推定値から、残留放射線の影響をほとんど認めなかった。斎藤医師は「放

射能を帯びた崩壊建物からの放射や、粉塵を吸いこむことによる外部・内部の被ばくを総合的に考

える必要がる」と話している。 

環境省：放射能がれき処理既存焼却炉認める 

 環境省は5日、福島県内の放射性物質に汚染されたがれきについて、排ガス処理用のフィルター

があれば既存施設で焼却処理を認める方針を固めた。金属スクラップなどリサイクルされる廃棄物

は、一般の市場に流通しない形で再利用を模索する。またヘドロやコンクリートがらなどの不燃物

は、一般廃棄物の最終処分場での埋立処分も検討する。同省は 19 日に専門家による安全性検討会

を開き、最終的な処理方針を決める見通し。 

 同省は、汚染がれきを専用の焼却炉で燃やす処理方法を検討していたが、量が膨大なため、既存

の焼却炉での処理を認める方針に転換した。施設ごとに焼却可能か判断する。焼却灰や使用後のフ

ィルターには放射性物質が濃縮するが、漏出防止策を取った処分場へ一時保管し、最終的な処分場

所を別に定める。 

 原子力安全委員会は汚染がれきのリサイクル可能な基準として、原子炉等規制法で「放射性物質

として扱う必要がないもの(クリアランスレベル年間 0.01mSv)」を示している。しかし現実にはこ

れを超すがれきも多く、「埋め立てでも市場に流通するリサイクルでもない」活用を模索している。 

 

2011/06/07(火) 毎日新聞 

1、2号機溶融「東電解析より早期」 保安院：放射性物質77万テラベクレル 

 保安院は 6 日、地震直後の東電福島第一原発 1～3 号機の様子を解析した結果を発表した。東電

の解析に比べ、メルトダウン(炉心溶融)は 1 号機で 10 時間、2 号機で 29 時間早く、1 日以上は約

放射性物質の放出が始まった可能性がある。3 号機では東電の解析より事故の進行は遅かった。両

者の差は解析方法の違いだが、保安院は「より実態に近い」と語った。一方、放出された放射性物

質を、圧力抑制プールが損傷した2号機で過小評価があったとして、従来の37万テラBqを77万

テラBqに修正した。 

 全電源喪失で冷却機能が失われ、1 号機で燃料の損傷が始まったのは 3 月 11 日午後 6 時ごろ(地

震発生3時間後)で、東電の解析より1時間早かった。東電が「同12日午前6時ごろ(同15時間後)」

としていた圧力容器の損傷時間は同11日午後8時ごろ(同5時間後)と推定し、その前にメルトダウ

ンした可能性がある。 

 2号機の燃料損傷の開始は東電とほぼ一致したが、圧力容器の破損時間では「同14日午後10時

50分ごろ(同80時間後)」と推定した。東電の109時間後より29時間早まった。 

 3 号機の燃料損傷は同 13 日午前 10 時 20 分ごろ(同 44 時間後)、圧力容器の破損時間は同 14 日

午後10時10分ごろ(同79時間後)に始まり、東電の解析より2～13時間遅い。 

 解析結果は、IAEA閣僚会議に提出する日本政府の報告書に盛り込まれる。 

原発近くの断層 余震で一部ずれ 

 保安院は6日、東電が耐震設計上、考慮する必要がないとしていた断層のうち、福島第一原発に

近い「湯の岳断層」（福島県いわき市）について、東日本大震災の余震でずれ、一部が地表に出現し

ていたことを明らかにした。保安院は 6 日付の文書で、8 月末までに各電力会社に同様のケースが

ないかを調べるよう指示した。 

 この地震は 4 月 11 日に発生し、M7.1 を記録した。土木研究所(茨城県つくば市)などの現地調査

で、湯の岳断層が動いた可能性が判明した。全長は13.5km。 

独、「脱原発」閣議決定 为要先進国初 

 ドイツは6日、22年までに国内全17基の原発を停止することを盛り込んだ改正原子力法案を閣



議決定した。福島第一原発の事故後、各国が原発政策を巡って揺れる中、为要先進国(G8)で「脱原

発」を正式決定するのは初めて。 

 メルケル政権は今後、連邦議会(下院)、連邦参議院(上院)の審議を経て、7月までに正式な法案っ

成立を目指す。22年までという目標はもともと、現在の最大野党・社会民为党と緑の党が連立を組

んだシュレーダー前政権時代の方針だた。そのため、社会民为党も今回の決定に大筋で賛成する意

向を示しており、法案成立は確実とみられる。 

 現在の原発 17 基のうち、故障・老朽化などですでに停止中の 8 基はこのまま再開せずに廃炉と

し、残りの 9 基については 21 年までに順次停止する。原子力に代わる太陽光や風力など再生可能

エネルギーの普及が間に合わないケースも想定し、3基だけは22年まで稼働延長も可能とする。 

 ドイツは02年のシュレーダー政権時代に22年までの「脱原発」を決めていたが、メルケル政権

は昨年、再生可能エネルギーの普及が進まないことを理由に、最長 14 年間の原発稼働期間の延長

を決定した。しかし福島の事故を受け、政策変更を余儀なくされた。 

 

2011/06/08(水) 毎日新聞 

原発集中立地見直し IAEAに政府報告書 保安院の独立も明記 

 政府は7日、東電福島第一原発事故について IAEA閣僚会議に提出した報告書を公表した。複数

の原子炉が津波で深刻な状態に陥った今回の教訓を28項目列挙。「事故の拡大を防止できる施設や

建屋の適切な配置を進める」と、原発の集中立地や基本設計の見直しを図ることを明記した。 

 報告書は本文 334 ページ、添付資料 410 ページで 13 章構成。5 月末までに判明した事実関係や

解析結果を盛り込んだ。 

 複数の原子炉が一カ所に集中している国内の原発立地事情に触れたうえで、「事故の影響が隣接炉

に及ばないように体制整備を進める」と、原発の集中立地の見直しを明記。原子炉建屋の構造につ

いても①高い場所にある使用済み核燃料プールの冷却が一時困難となった②原子炉建屋の放射性汚

染水が、隣接するタービン建屋に拡大した――と指摘。施設の適切な配置を進めることを表明した。 

 原子力行政については「事故収束で俊敏に対応できなかった」と反省。原子力安全・保安院を経

済産業省から独立させることも明記した。 

 事故検証の項目では、1～3号機について「圧力容器の底に穴が開き、溶融した核燃料の一部が格

納容器内に堆積している可能性もある」とし、燃料が圧力容器外に漏れた可能性を認めた。 

 一方、復旧作業のため福島第一原発に入った作業員は5月23日現在約7800人で、累積被ばく量

は平均7.7mSvだったと報告。事故作業時の被ばく限度(250mSv)を超える作業員が「一定数出る可

能性がある」との見通しを示した。 

原発事故調が始動 独立性と制度見直し焦点 

 東電福島第一原発事故の原因究明などを担う政府の「事故調査・検証委員会」の初会合が 7 日、

都内で開かれた。失敗から根本原因を追究する「失敗学」の第一人者、畑村洋太郎・東京大名誉教

授を委員長に 10 人の有識者で構成。従来、原子力行政を推進してきた専門家らとは一線を画すメ

ンバーが独立性を保ち、国民や国際社会に開かれた立場で、原発の安全規制制度の見直しまで切り

込めるかが焦点となる。年内に中間報告、事故収束後の一定期間後をめどに最終報告をまとめる。 

 初会合では冒頭、管首相が「私自身を含め、被告と言ったら強いが、頼まれれば出席する。世界

の注目にこたえる報告をお願いしたい」とあいさつ。畑村委員長は「原子力が安全とされてきたこ

とは間違いだったと思っている」と述べた。また、原発の安全規制制度や事故調査など計4分野の

チームの設置を決定。今月中にも福島第一原発を視察する。 

 首相に指名された委員は、航空機や鉄道事故の調査を手掛けてきた専門家が顔をそろえる一方、

独立性を保つため、原子力関係の専門家は排除された。事務局には原発の設計に携わった民間の専

門家を入れ、関係者の聴取も順次実施するが、委員会は当事者に協力を依頼する立場だ。複雑で専



門性の高い原発事故の解明にどこまで迫れるか未知数だ。 

 79 年の米スリーマイル島原発事故で調査特別委員会は大統領から強い権限を与えられた。12 回

の公聴会と 150 回以上の証人喚問を経て、半年後にまとめられた報告書には原子力規制委員会

(NRC)の改組などの勧告が盛り込まれ、勧告通り実施された。 

 会合で畑村委員長は「責任追及を目的としない」と明言し、「百年後の評価に耐えられるよう協力

してほしい」と調査への協力を呼び掛けた。だが日本には証言者の免責制度がなく、司法当局が報

告書で認定した事実関係などを用いないという保障がないため、証言者に事実を語ってもらう上で

もハードルが高い。 

 世界的に原発政策の位置づけを大きく揺るがした深刻な事故の原因や背景を解明し、再発防止策

をどう提示できるか。報告内容は、日本が国際的な信頼を取り戻すための大きなカギを握っている

と言え、ハンディを背負った原発事故調が果たすべき役割は重い。 

福島第一原発を厚労省立ち入り 被ばく線量限度超 

 東電の社員二人が福島第一原発で作業中、被ばく線量限度の250mSvを超えた問題で、厚生労働

省は7日、労働安全衛生法に基づいて同原発に立ち入り調査を行った。労働環境や作業内容で同法

違反が確認されれば、東電に是正を勧告する方針。 

 同省によると、立ち入り策は二人が作業していた同原発の免震重要棟や、3、4号機の中央制御室

など。二人は 3 月 12 日の 1 号機の水素爆発以降、マスクをしたかどうかについて、同省の聴取に

「記憶が定かでない」と話しており、着用の指示や着用状況になどについても調べる。 

IAEA  アジア太平洋の環境調査支援へ 

 福島第一原発事故に伴う放射性物質の大量放出を受け、IAEA は 7日の理事会で、アジア太平洋

地域の国々による海洋環境調査への秘術協力事業を決定した。当初見込みを大きく上回る放射性物

質の放出が明らかになる中、専門家の技術支援によって正確な事態の把握や対応を図るのが狙いだ。 

 日本やオーストラリアなど17カ国から成る「アジア原子力地域協力協定」(RCA)締約国の要請を

受け、IAEA が放射性物質の流出範囲や規模、影響度などの調査を側面支援する。期間は今年 7 月

から4年間。約105万3000ユーロ(約1億2400万円)の予算は、日豪両国や米国などが拠出する見

込み。 

 

2011/06/09(木) 毎日新聞 

福島第一と同型 耐震不安指摘を無視 80年に米当局 

 東日本大震災で被災した東電福島第一原発の1～5号機と同型の原子炉格納容器「マーク1」の安

全性について、米原子力規制委員会(NRC)が 80 年に再評価した際、原子炉格納容器の圧力上昇を

抑える圧力抑制プールの耐震強度が可能性を予測しながら、米国内の電力会社の意見を参考に「無

視できる」と結論付けていたことが、毎日新聞が入手した NRC の「安全性評価報告書」で分かっ

た。日本の原子力安全委員会もこの報告書と同様の国内指針を作成していた。しかし、米国のマー

ク1は地震の尐ない東側に集中しており、日本の安全基準のあり方を根本的に検証する必要があり

そうだ。 

 米国の原発の安全性を監督するNRC の内部文書から、マーク 1 の問題点が明らかになったのは

初めて。開発した米ゼネラル・エレクトリック(GE)社などによるとマーク1は世界5カ国・地域に

38基あり、米国24▽日本10(廃炉決定の中部電力浜岡1、2号機を含む)▽台湾2▽スイス1▽スペ

イン1。 

 マーク 1 の世界的販売開始後の 70 年代、圧力抑制プールの設計が十分な強度を想定していなか

ったことがGE社の技術者の内部告発などから発覚した。 

 報告書によると、同プールは、格納容器内に高温高圧の水蒸気が充満した時に冷却、圧力を下げ

て爆発や炉心溶融などを防ぐ役割であることから、危険情報を知った NRC は安全性の異例の再評



価を決定。再評価チームは、地震で圧力抑制プール内壁への振動圧力や水面の揺れによる水素気管

の露出などから、水蒸気が冷やされずに過度の圧力がかかる可能性を指摘した。 

 しかし、プール内壁に対する最大圧力を「最高95%の確率で0.8PSI(1㎡あたり56g以下)」とす

る推計値をもとに電力会社側は「地震による冷却水の揺動を無視するよう」提案、NRC 側も最終

的に「無視できる」とした。 

 この報告書に基づく形で、日本の原子力安全委員会も、87 年決定の「WBR(沸騰水型軽水炉)・

マーク1型格納容器圧力抑制系に加わる動荷重の評価指針」で圧力抑制プール内の地震揺動を検討

項目に含めなかった。 

日本の技術者：「調査必要」 

 しかし、報告書について、福島第一の建設を請け負った東芝でマーク1の設計を担当した渡辺淳

雄・沼津工業高等専門学校特任教授(環境工学)は、「原発の技術は確率論。冷却材喪失と地震、余震

の同時発生は無視できると考えられていた」と語り、「(日本の指針は)米国の考え方を輸入したもの。

私もNRCと同じ意見だった」と明かした。 

 水素爆発など事故原因と報告書指摘の問題点との直接の関係は明らかになっていないが、渡辺氏

は「地震で圧力抑制プールの水蒸気管が数位面から露出して格納容器全体の圧力を高め、2 号機の

圧力抑制室の破損や、水素ガスの漏出を通じて 1、3 号機建屋爆発につながった可能性がある」と

指摘、事故との因果関係を含めた強度調査の必要性を訴えた。 

 しかし、東電広報部はマーク 1 の安全性について「(原子力安全委員会の）評価指針に従った)と

対応に問題なかったとした。NRC のスコット・バーネル広報担当官は「報告書は米国の原発に対

するもので、日本の原発に対するものではなく、米側が見直す必要はない」と述べた。 

福島第二原発：汚染水3000トン放出検討 

 東電は 8 日、福島第二原発 1～4 号機のタービン建屋などにたまった放射性汚染水約 3000t を、

海へ放出する検討を始めたと発表した。放射性物質は計約30億Bqにのぼるとみられる。東電は放

射性物質の除去を出来るだけ進めた上で、水産庁や地元漁協などの了解を得たいと説明しているが、

水産庁は「容認できない」と反発を強めている。 

 東電によると、汚染水は東日本大震災での津波で建屋地下に浸入した海水。第二原発は冷温停止

されており、核燃料の損傷が原因ではないが、長期間排水しないと塩分による機器類の腐食が懸念

されている。 

 放射性ヨウ素は検出限界未満だったが、低レベルの放射性セシウムやコバルトが含まれ、いずれ

も水中の法定放出濃度限界を上回っている。東電は今後、セシウムを吸着する鉱物「ゼオライト」

などを用い、濃度を放出限界以下まで処理する方針。 

東電から3日に事前連絡を受けた水産庁漁場資源課の担当者は「除去するとはいえ、放出は地元

漁業者を不安に陥れ、消費者に不安を与えるものであり、決して容認できない」と反発。東電の松

本純一原子力・立地本部長代理は「スケジュールがあるわけではないが、放出の準備を進めたい」

と述べた。 

東電は 4 月、福島第一原発5、6 号機などから出た汚染水約 1 万 400t(1500 億Bq)を事前通告な

しに海に放出し、地元漁協や周辺各国から非難を浴びた経緯がある。 

1、2号機で停電 

 東電は 8 日、福島第一原発 1、2 号機で停電が発生し、中央制御室の照明が消えたほか、水素爆

発を未然に防ぐための窒素ガス封入作業などが一時中断したが、約3時間半後に全面復旧したと発

表した。原子炉冷却のための注水作業に影響はなかったという。 

福井県知事：IAEA報告書「安全対策不十分」原発再開認めず 

 国内最多の原発 15 基が立地する福井県の西川一誠知事は 8 日、政府が IAEA 閣僚会議に提出し

た東電福島第一原発事故の報告書に盛り込まれた教訓や安全対策について、原発立地自治体の不安



に対する答えではない」と述べた。定期検査などで停止中の原発の運転再開を認めない考えを示し

た。 

 7 日夜の報告書公表を受け、県庁で会見した。県は定検中の原発の運転再開や稼働中の原発の運

転継続について、国が暫定的にでも新たな安全基準を示すよう求めている。報告書について、西川

知事は「原子炉施設への地震の影響が不明。高経年化原発への対応も明らかでない」などと指摘。

新たな安全基準は、原発立地道県ごとに示す必要があるとの認識を示した。 

東電経営調査委の事務局長に経産省出身西山氏 

 政府は8日付で、東電の経営状況を調査するために設置した「東京電力に関する経営・財務調査

委員会」(委員長・下河辺和彦弁護士)の実務を担当する「タスクフォース」(リーダー・仙石由人官

房副長官)の事務局長に、産業革新機構執行役員の西山圭太氏を充てる人事を発表した。事務局次長

は鉢村健・日本銀行国際局参事役と大西正一郎弁護士二人を充てる。最終的には事務局を約 30 人

態勢とし、調査委の初会合を来週にも開く。 

 事務局長の西山氏は電力行政を所管する経済産業省出身だが、枝野官房長官は「省益のために仕

事している官僚はほとんどいない」として問題ないとの認識を示した。 

放射性物質 食品への影響止まらず 

 東電福島第一原発事故で、大気中などに放出された放射性物質の食品への影響が止まらない。食

品衛生法の暫定基準値を超えた食品は 8 日現在、7 都県の 41 品目 337 件に上り、今月も茨城県な

ど4県で茶葉が出荷停止になった。時間の経過とともに、規制値を超える食品の品目などにも変化

が見られ、政府は暫定規制値の見直しなど新たな対策も進めている。 

 「発生から3カ月もたつのに事故が収束せず、放射性物質の飛散が続いている。先が見えず、息

の長い戦いを覚悟している」。出荷停止や解除を巡り、連日のように政府の原子力対策本部や各県な

どとの調整に当たる厚生労働省の幹部は疲れ切った様子で話す。 

 暫定規制値が設定された3月17日から6月8日までに、食品中の放射性物質の検査は22都道府

県で 4720 件行われた。当初は、放射性物質が付着しやすいホウレンソウなどの葉物野菜を中心に

放射性ヨウ素の検出が相次ぎ、政府が出荷停止を指示した地域は一時、福島、茨城、栃木、群馬の

全域と千葉の一部地域に広がった。 

 半減期が短いヨウ素の検出値は徐々に低下し、規制値の超過件数は減る傾向にある。3 月から出

荷停止が続いているのは、福島県の一部地域の葉物野菜やブロッコリーなどの花蕾類、カブ、原乳

に限られる。 

 日報で、4月中旪以降は福島県のタケノコやヤマメといった山菜や淡水魚などから、半減期が30

年と長い放射性セシウムの検出が目立つようになった。5月11日には、原発から約300kmも離れ

た神奈川県单足柄市の茶葉から、規制値を超えるセシウムの検出が発表された。その後も、各地の

茶葉で規制値越えが続いている。 

 厚労省は「当初は放射性物質が野菜などの表面に付着したケースが多かったが、時間の経過とと

もに土壌などから吸収した放射性物質が検出されるケースが増えたとみられる」と指摘する。農林

水産省によると、茶葉の場合は同省の調査で茶畑の土壌の汚染濃度が低かったことから、「大気中の

濃度が高かった3月に汚染された古い葉から新芽にセシウムが移転したと推定される」という。 

 規制値を超えるセシウムが検出されたヤマメやワカサギは、原発から約90kmも離れた福島県の

桧原湖などから見つかった。水産庁は「湖や川に堆積したり、周囲の土壌につもったセシウムが雤

で流れ込み、魚の体内に取り込まれた可能性が高い。淡水魚は海水魚に比べうまり水を飲まないた

めに代謝が遅く、セシウムが尿で排出されにくいことも濃度が高くなる原因」と話している。 

 

2011/06/10(金) 毎日新聞 

検証大震災 原発30キロ圏屋内退避 



 東日本大震災から 3 日後の 3 月 14 日午前、東電福島第一原発 3 号機原子炉建屋で水素爆発が起

きた。管首相、枝野官房長官ら政府首脳の協議は大激論となった。「避難指示を(半径 20km 圏か

ら)30km 圏内まで広げるべきです」。内閣府原子力委員会側からの提案に、枝野長官らは「30km

に拡大するのはいいが、屋内退避にとどめた方がいい」と反論した。 

 「30km 避難」は大規模な避難計画の立案が必要になり、混乱するという懸念があった。大勢の

住民が避難中に再び爆発するリスクも考慮した。首相は枝野長官の为張を受け入れ、15 日午前、

「30km屋内退避」を発表した。 

 「屋内退避はせいぜい数日で終わる」。だが、政府高官の希望的観測は後に覆される。 

 「SPEEDIを走らせてはどうか」。16日、福山官房副長官は内閣官房参与の小佐古敏荘東大大学

院教授から助言を受けた。原発事故のなどの際、放射性物質の放出量と風向きから拡散地域と累積

線量を予測。住民避難の切り札となるシステムだが、停電で初期データが入力されず、役立ってい

なかった。 

 原発の状況は悪化の一途をたどる一方、官邸は放射能汚染地域の全容を把握できずにいた。「現在

の放射線量から逆算して予測図を出してほしい」。枝野長官はすぐに班目・内閣府原子力安全委員長

に要請したが、報告は震災から約2週間後。官邸に届いた「汚染図」は30km圏内の同心円から変

形してアメーバ状に広がり、北西では大部分が30km圏外の福島県飯舘村のほぼ全域を飲み込んで

いた。 

 飯舘村の放射線量の高さは官邸にも早くから届いていたが、「点から面」に広がった衝撃は大きか

った。原発の爆発リスクを否定できないまま、次の一手を打てず、屋内退避はずるずると続いた。

そんな中、IAEA が 30 日、飯舘村の土壌から避難基準の 2 倍の放射性物質を検出したと国際社会

に向けて発表。日本政府は対応を迫られた。 

 飯舘村をどうやって「実質的な避難指示」に持ち込むか。着眼したのが、原発事故で緊急時に許

容される被ばく量を「年間20～100mSv」と定める国際放射線防護委員会(ICRF)の勧告だった。原

子力安全委の防災指針は「50mSv以上で避難指示」だが、広い地域が20～40mSvで覆われていた。

官邸は国際基準へ切り替え、避難指示の対象を最低ラインの20mSvに引き下げた。 

 だが、飯舘村には唐突に映った。4月16日、住民説明会で「なぜ20mSvに下げたのか」と問い

詰める菅野典雄村長に福山副長官は「原発が安定していない。専門家からの助言で設定した」と答

えるのが精いっぱいだった。 

 政府内からは「経産省などから派遣された中央官僚が地方への対処に失敗した」と、避難をめぐ

る自治体とのあつれきを責任転嫁する声さえ聞かれた。 

 が、自治体の批判の矛先は政府に向いていた。飯舘村全体を避難対象とする「計画的避難区域」

を正式決定し、屋内退避が解除されたのは22日。ある政府高官は悔やむ。「一か月以上も屋内退避

としたのは非常識だった」 

汚染水処理三段階で 東電保安院に方向 

 東電は9日、福島第一原発の敶地内にたまっている、高濃度の放射性物質を含む汚染水処理シス

テムの概要を、保安院に報告した。この作業で発生する廃棄物の汚泤は、1 立方㌢あたり 1 億 Bq

の高濃度の放射性物質を含む。増え続ける汚染水の処理を急ぐ一方、こうした汚泤の保管方法や最

終的な処分先は既定のままで、新たな課題となっている。 

 東電が9日、保安院に報告した高濃度汚染水の処理システムの概要によると、1日1200tの汚染

水を最大1/10000の濃度に下げ、原子炉の冷却水として再利用する。すでに为要機器の設置工事を

終え、15日ごろの本格稼働を目指すとしている。一方、原子炉建屋地下などにたまった汚染水は地

表レベルに迫っており、綱渡りの状態が続いている。【略】 

高濃度汚泤処理課題に 

 15日以降に始まる汚染水の処理作業では、放射性物資除去の実績がある米キュリオン社製や仏ア



レバ社製の特殊な装置を使用。水と放射性物質を含む汚泤を分離させる。汚泤には汚染水に含まれ

る放射性物質が凝縮されるため、高濃度になる。 

 東電はこの作業で、年内に発生する汚泤の総量を約 2000 ㎥と見込んでおり、集中廃棄物処理施

設の一部に保管する方針だ。ただ、施設には平常時の運転で生じた放射性廃棄物が既に保管され、

1200㎥分の容量しか残っていない。東電は、発電所敶地内に汚泤を補完するための専用施設を新設

する。 

 問題は、汚泤が高線量で管理が難しいことだ。アレバ社も「毎時 1000mSv を超える汚染水から

出る汚泤は扱ったことがない」と認める。平常時の放射性廃棄物は青森県六ケ所村の使用済み核燃

料処理工場に移送されているが、今回の原発事故で発生した廃棄物は処分先も決まっていない。 

 汚泤ん処理について保安院の西山審議官は9日、「研究開発からやらないといけない。安全規制、

現実の処理の方法、法律上の処理を考えると、長いプロセスになると思う」と難航する見通しを示

した。 

 

2011/06/11(土) 毎日新聞 

被ばく量限度の2倍超 保安院が厳重注意 

 東電福島第一原発で作業中の男性社員2人が緊急時の限度を超える被ばくをした問題で、東電は

10日、被ばく量が30代男性は678mSv、40代男性は643mSvにそれぞれ達していたと発表した。

緊急時の特例として引き上げた線量限度である250mSvの倍以上で、保安院は東電に厳重注意する

とともに、17日までに再発防止策を報告するよう指示した。 

 東電によると、放射線医学総合研究所(千葉市)の評価の結果、30代の社員は外部被ばく88.08mSv、

内部被ばく590mSv▽40代社員が外部被ばく103.07mSv、内部被ばく540mSvだった。 

 また、東電は2人とは別に、50代の男性社員1人の内部被ばく量が高く、限度を超える疑いがあ

ることも明らかにした。今後、放射線医学総合研究所で健康診断と内部被ばく線量の評価を行う。 

IAEA宣言草案 国際的専門家の定期的評価必要 

 東電福島第一原発事故を受け、今月 20 日からウィーンで開かれる IAEA 閣僚級会議の宣言草案

が 10 日、明らかになった。毎日新聞が入手した草案によると「独立性の高い国際的な専門家によ

る定期的な安全評価」の必要性を強調する一方、「各国の規制当局の独立性確保」を誓い合う。原子

力安全策の強化には中立的で透明性の高い評価や規制が欠かせないことを示すなど、福島第一原発

事故の教訓に基づく内容になっている。 

 宣言草案は 20 項目からなり、序文などで、福島第一原発事故を教訓に▽原子力安全▽緊急時対

応▽放射線防護――の強化を図る決意を表明。「国際的な協力態勢の促進や調整、専門知識や助言の

提供といった IAEAの役割の強化」を再確認する。 

東電社内に原発事故調査委 

 東電は 10 日、福島第一原発事故の検証のため、社内に調査委員会を設置すると発表した。政府

の調査委員会とは別に、地震は性後の職員の対応などを検証し、年内にも中間報告をまとめる。 

 山崎雅男副社長を委員長に社内の役員、部長ら計8人で構成。会議は非公開だが、矢川元基・東

大名誉教授ら7人の外部有識者で構成する別の委員会が報告書などをチェックするという。東電は

「政府の調査委員会には全面的に協力するが、会社としても検証して事業に反映させていく必要が

ある」としている。 

国際合意得る安全基準を ラクソネン INSAG副議長 

 原子力の安全対策を話し合う IAEA閣僚級会合を前に、IAEA事務局長の諮問機関「国際原子力

安全諮問グループ(INSAG)」のユカ・ラクソネン副議長が毎日新聞の取材に応じた。同氏は国際的

な専門家グループの加盟国派遣によって安全対策の盲点を洗い出す必要性を指摘。現在約 60 カ国

原子力の新規導入に関心を示しているものの、安全対策を含む技術力などから導入可能なのは5～6



カ国に過ぎないとの見方も示した。 

 ラクソネン氏は現行の国際的な原子力安全基準に拘束力がない点について、「IAEA職員だけでは

なく、国際的な専門家によって作成され、広く合意を得られる安全基準が必要だ」と指摘する。こ

うすることで、法的な強制力がなくても加盟国が自为的に安全基準を順守するようになるとの考え

方だ。 

 また、加盟国間で互いの安全対策を評価し合う「ピアレビュー制度」を強化するため、IAEA が

異なる国々の専門家グループを組織して加盟国へ派遣し、安全対策の現状や課題を評価する方法も

提案。「もしそのようなピアレビュー制度によって専門家が日本へ派遣されていれば、日本が十分な

津波対策を講じていなかったことを指摘できたはずだ」と強調した。 

 こうしたピアレビュー制度には、各国の非为流的な専門家からも広く意見を聞く狙いがある。ラ

クソネン氏は「日本にも津波の危険性を認識していた専門家がいる。だが、こうした人々には十分

は発言力がなかった」と指摘。中立的な国際的な専門家グループの派遣によってこうした声も聞き

入れ、より幅広い安全対策を講じることが可能になるとの見解を示した。 

 ラクソネン氏はフィンランドの放射線・原子力安全庁の事務局長。 

 

2011/06/12(日) 毎日新聞 

原発賠償 中部電「負担免除を」政府に要請 

 原子力発電所の将来の事故に備えて国と電力会社が設立準備を進める「原子力損害賠償機構」に

ついて、中部電力が浜岡原発3～5号機の運転が再開されるまでの2～3年間、負担金を免除するよ

う政府に要請していることが 11 日分かった。政府の求めで全原子炉を停止したため、同社には運

転中の原発がなく、分担金支出には株为などの理解が得られないと判断した。 

 賠償機構は、東電の特別負担金などを除き、沖縄を除く電力大手8社と日本原子力発電が計2000

億円程度を発電量に応じて支出する方向で調整している。中部電は浜岡 3～5 号機(合計出力約 360

万kw)の運転を前提にした負担額を年200億円強と見込んでいたが「全原子炉停止で業績の大幅悪

化が避けられない以上、分担は難しい」(同社首脳)との声が社内で強まっている。 

福井県 核燃料税15% 国内最高へ 

 国内最多の 14 原発が立地する福井県が、原子炉の設置者に課税している核燃料税の税率を、現

行の 12%から 15%に引き上げる方針を決めたことが分かった。既に関西電力など 3 事業者と交渉

している。22日開会の6月定例県議会に条例案を提案する方針で、実現すれば、原発立地道県で最

高税率となる。 

 核燃料税は福井県が 76 年に導入した法定外普通税。原子炉に核燃料を挿入した際に核燃料の価

格に応じて課税する方式で、当初は核燃料価格の5%だったが、5年ごとの更新で06年から12%を

課税してきた。県は今回の更新で、現行方式に加え、全国で初めて、原発の熱出力(原子炉が出す熱

エネルギーの数値)に応じて課税する方針。両方式を合わせて現行方式に換算した実質税率が 15%

になるという。 

 

2011/06/14(火) 毎日新聞 

要介護者 避難準備区域に330人 

 東電福島第一原発事故で、国が要介護者など自力非難が困難な人は立ち入らないよう求めている

緊急避難準備区域内に、尐なくとも約330人の要介護者がいることが毎日新聞のまとめで分かった。

避難生活の厳しさや家庭の事情などで区域内に戻る人が増えているため。区域内は入院や施設への

入所も制限され、緊急時の受け皿が不足しており、「このままでは救える命も救えなくなる」と制限

見直しを求める声が上がっている。 

 各自治体などによると、区域内の要介護者は 6月上旪現在、单相馬市約 230 人▽田村市約 90人



▽川内村2人▽広野町2人。自衛隊の4月13日の調査では单相馬市だけで寝たきりの人が54人い

た。 

 单相馬市では在宅の要介護者増加に伴い、区域内の7つの居宅介護支援事業所が訪問介護サービ

スを再開。市社会福祉協議会の利用者も、4月末の約30人から5月末には約80人に急増した。 

 年間累積放射線量が 20mSv を超えると予測され、計画的避難区域に指定された飯舘村では、避

難が困難な人に配慮して特別養護老人ホームの運営が認められている。だが、单相馬市の中心部は

同線量が10mSv以下とされながら、介護施設の入所を認めていない。ある事業所の職員は「『万が

一のことがあっても入院ができない』と説明しても、戻る人が多い」と話す。【略】 

伊首相「原発と決別」 

 イタリアで12日から行われていた原子力利用の是非を問う国民投票は 2日目の13 日午後10時

に投票が終了した。投票率が 59.7%になり投票は成立した。ベルルスコーニ首相は同日、「原発に

はさよならすることになるだろう」と述べ、国民投票で原発建設反対の結論が出ることを事実上認

めた。国民の多くが東電福島第一原発事故で原発に嫌悪感を示したことが、同事故後世界初の国民

審判による「原発拒絶」となった。【略】 

東電社員 被ばく限度超さらに6人 最高で497ミリシーベルト 

 東電福島第一原発で緊急作業に従事する東電社員2人の被ばく線量が限度の倍以上の600mSv超

だった問題で、厚生労働省は 13 日、東電の簡易検査で新たに 6 人が限度を超えた可能性があると

発表した。いずれも東電の男性社員で、最高値は内部被ばくと外部被ばくを合わせて497mSv.。現

在、精密な検査を受けている。【略】 

 

2011/06/15(水) 毎日新聞 

原発検査ミス未公表 福島第一3号機の安全弁 

 原子力安全保安院所管の独立行政法人「原子力安全基盤機構」が08年12月、東電福島第一原発

3 号機の交換用の圧力容器安全弁２台に対する法定検査を誤った手法で実施し、合格させていたこ

とが機構関係者の話で分かった。正常運転時に相当する圧力をかけ放射性物質を閉じ込められるか

どうかをチェックしなければならないのに、加圧不足だった。密閉性の低い弁が設置されれば、容

器内から想定以上の放射性物質が漏れる可能性があったという。 

 機構は翌月、東電からの指摘を受けてミスに気づき、再検査した。実際に２台を取り付けたのは

再検査の合格後だったため、「安全面での影響はなかった」との理由で、公表しなかった。機構は東

電のトラブル隠し(02年8月発覚)で、保安院が検査結果の改ざんを見抜けなかった教訓から、検査

強化を目的に03年10月に設立された。法定検査を実施できる唯一の機関だけに、識者から厳しい

批判の声が上がっている。【略】 

なれ合いまん延 知識足りずチェック不可能 昼食接待も 

 原発の法定検査に疑問符が浮かんだ。福島第一原発３号機の安全弁をめぐる原子力安全基盤機構

の検査ミス。東電のトラブル隠しを受け、検査強化を目的に設立された機構だが、東電からの指摘

でやっと自らのミスに気づいた。「東電に頼り過ぎた」。検査員はそう反省したという。昼食代の一

部を企業側に負担させてから検査に取り掛かるケースもあり、元検査員の一人は「ガチンコの検査

員は多くない」と明かした。【略】、 

関電：核燃料税引き上げ容認 福井県と最終調整 

 関電は 14 日、福井県が検討している核燃料税の引き上げを容認する方針を固めた。税収の安定

を求める県の考えを尊重することが、原発の存続に必要と判断した。【略】 

 

2011/06/16(木) 毎日新聞 

核燃料税引き上げ 福井県 全国最高17% 



 原子炉を設置する電力事業者に課税する燃料税について、福井県と関西電力など3事業者が、実

質税率12%から全国で最も高い17%への引き上げに合意した。【略】 

柏崎で採取の牛乳にセシウム 

 東電は14日、新潟県柏崎市内で採取した牛乳から微量の放射性セシウムを検出したと発表した。

検出量は牛乳 1 リットル当たり最大 0.046Bq で、原子力安全委員会が定める摂取制限の約 1/4000

の値という。柏崎刈羽原発からは放射性物質の漏えいはなく、東電は福島第一原発から飛散したも

のとみている。 

 

2011/06/17(金) 毎日新聞 

全原発の防災域拡大 EPZ10km現状に合わず 

 東電福島第一原発事故を受け、内閣府原子力安全委員会は 16 日、原発事故の際に「防災対策を

重点的に充実すべき地域の範囲(EPZ) 」として原子炉から半径8～10kmを想定している防災指針

を「事故後の現状に合わない」として、範囲拡大の方向で見直しに着手するよう下部組織の専門部

会に指示した。班目春樹委員長は「今年度中に一定の結論を出したい」と述べた。 

 防災指針は EPZ の範囲外について「屋内退避や避難などの防災措置は必要ない」としており、

原子力施設周辺の自治体が地域防災計画を策定する際に基準としている。しかし、東日本大震災に

よる原発事故では、放射性物質が EPZ の範囲を超えて拡散。政府は避難指示区域を半径 20km 圏

内に拡大し、20km圏外にも放射線量が高いとして避難を求める「計画的避難区域」を設けるなど、

周辺住民や自治体に混乱を招いた。 

 このため、自治体レベルでは既に京都府が EPZ の範囲拡大を決め、長崎県などが拡大を検討す

るなど防災計画の見直しが始まっている。安全委は EPZ の範囲について「事故の教訓や国際的な

考え方を取り入れたい」としており、IAEA の安全基準や事故原因究明を行う第三者機関「事故調

査・検証委員会」の調査を踏まえて結論を出す構えだ。オフサイトセンター(緊急事態応急対策拠点

施設)の伊能も見直す。 

 また、安全委は16日、原発事故の直接的な原因となった長期間の電源喪失について、「考慮する

必要はない」と記していた安全設計審査指針と、津波の想定などが不十分だった耐震設計審査指針

の見直しにも着手。各専門部会に今年度中に改正するよう求めた。 

ホットスポット支援策 住居卖位指定避難勧める 

 政府の原子力対策本部は16日、福島第一原発から20km以上離れた地域で、放射線量が高く「ホ

ットスポット」と呼ばれる地点を「特定避難勧奨地点」に指定し、住民の避難を支援すると発表し

た。 

 指定されるのは、警戒区域と計画的避難区域の外で、年間被ばく量が 20mSv を超える可能性が

ある場所。今後、詳細な調査をした上で、住居卖位で来週以降に指定する。文部科学省の調査結果

を踏まえ、県や関係市町村と協議して指定し、該当する世帯に個別に連絡する。今回の調査対象地

域は、福島県伊達市霊山町石田地区と上小国地区、单相馬市原町区大原地区。【略】 

 枝野官房長官は避難した場合の賠償に関し「政府の勧奨に基づくものなので、方向性は明らかだ」

と述べ、対象になるとの認識を示した。【略】 

需給と安全別次元 原発再稼働福井知事が見解 

 福井県の西川一誠知事は 16 日、毎日新聞のインタビューに応え、定期検査中の原発の再稼働に

ついて「電力需給と原発の安全の問題は次元が違う話だ。福島みたいになったら元も子もない」と

述べ、安全性を再湯煎にする考えを示した。西川知事は「あれだけの事故が起きたのだから、それ

にふさわしい対策を取らなくては国民が納得しない」と述べ、政府が原発の再稼働に向けて新たな

安全基準を早急に策定するよう求めた。【略】 

放射性汚泤1万トン 9都県の下水場処理めど立たず 



 各地の下水処理場の汚泤などから放射性セシウムが検出された問題で、処分できないまま施設内

などに保管されている汚泤などが 9 都県で計 1 万 706t に上ることが毎日新聞の調査で分かった。

政府は 16 日、処分方法を巡る「当面の考え方」を示したが、自治体からは「埋め立て場所が見つ

からず、引き取る業者もいない」と実効性を疑問視する声が上がっている。【略】 

 政府が示した「当面の考え方」は、1kg当たり8000Bq以下のものは、跡地を居住などに使用せ

ず、防水対策を講ずれば埋立処分できると説明。8000Bqを越え10万Bq以下の場合は、濃度や遮

蔽方法などの安全性を個別に評価した上で、廃棄物処分場に埋め立て処分することも可能としてい

る。10万Bqを超える場合は、可能な限りコンクリート壁や覆土で放射線を遮蔽できる県内の施設

で管理することが望ましいとした。【略】 

福島第一 高濃度汚染水浄化装置試運転開 

 東電は 16 日、福島第一原発の高濃度放射性汚染水を浄化するシステム全体の試運転を同日未明

に始めたと発表した。放射性物質の除去装置(2 種類)、油分離装置、淡水化装置の計 4 種類を組み

合わせた最終的な試験。東電は「順調にいけば 17 日午後にも汚染水の本格的な処理を始めたい」

としている。 

 同原発では、1～3号機の原子炉冷却に使った漏れ出すなどし、汚染水の量は10万㎥を超すとみ

られる。タービン建屋地下の汚染水を集中廃棄物処理施設内に移送しているが、容量が限界に近づ

いたため、16日、移送をいったん停止した。浄化システムの稼働が遅れれば、増え続けた汚染水が

今月下旪にも地表や海に流出する恐れがある。 

 

2011/06/18(土) 毎日新聞 

一か月で「循環冷却」 東電工程表見直し 

 東電は17日、福島第一原発事故の収束に向け見直した工程表を発表した。4月17日に最初の工

程表を発表してから2度目の改定となる。原子炉を冷温停止状態にするなどの目標達成時期は変更

せず、今後一カ月で敶地内の放射線量の高い汚染水を浄化して原子炉の冷却に利用する「循環注水

冷却」の実現を目指す。また、法令限度を超える放射線量を被曝する作業員が相次いで発生したた

め、従来の8課題に「放射線管理・医療」の項目を加えた。 

 行程表は、目標時期を2段階で設定。原子炉の「安定的な冷却」を目指すステップ1まで残り一

ヵ月となった。その 3～6 カ月後のステップ 2 で周辺に放射性物質がほとんど出ない「冷温停止状

態」を目指すとしている。 

 今後一カ月間の原子炉の冷却作業について1～3号機で循環注水冷却を実施。1～4号機にある使

用済み燃料プールの冷却作業では熱交換機による循環冷却システムが順調に稼働しているため、目

標を前倒しして全号機で一カ月以内に安定的な冷却状態を目指すとした。ステップ2では、汚染水

の浄化システム稼働で新たに生じる高レベルの汚泤の保管と、地下水への汚染拡大を防止する遮蔽

壁の検討を盛り込んでいる。【略】 

福島第一 汚染水処理本格運転 水漏れ原因は安全弁破損 

 東電福島第一原発から出た高濃度の放射性汚染水を浄化するシステムで水漏れが見つかり試運転

を中止した問題で、東電は 17 日、水漏れは米キュリオン社のセシウム吸着装置内にある安全弁の

破損が原因で、漏れた汚染水は約6万㎥と発表した。作業員が弁の操作を誤ったという。東電は水

漏れ部分を修理し、全体の試運転を再開し、10万㎥以上ある高濃度汚染水を処理する本格運転も始

めた。【略】 

2号機の二重扉 安全委解放了承 

 福島第一原発2号機の原子炉建屋の二重扉を開放する東電の計画について、原子力安全委員会は

17日、保安院から「乗車性物質の環境への影響は支障ない」との評価報告を受け、了承した。しか

し、同建屋地下に汚染水が大量にあり、作業員の被ばく量を減らすため、薬剤でヨウ素の揮発を抑



制するよう助言した。 

250ミリシーベルト超被ばく問題 複数の原因重なる 

 東電福島第一原発で男性社員2人が緊急時の被ばく限度量(250mSv)を超えて被ばくした問題で、

東電は 17 日、原因や再発防止策をまとめた報告書を保安院に提出した。放射性ヨウ素を除去でき

ないマスクを着用していたことなど、、複数の原因が重なったと結論付けている。 

 2人とも放射性ヨウ素の取り込みを妨げるマスクを着用していなかった。さらに▽30代社員がか

けていた眼鏡でマスクの密着性が損なわれた▽40代社員は、1号機で水素爆発が起きた直後、放射

性物質の濃度が高い非常扉付近で作業していた▽中央制御室でマスクを外して飲食したことなどが

被ばく量の増加につながったと推定した。 

福嶋の健康調査 国が費用支援へ 

 枝野官房長官は 17 日の記者会見で、福島第一原発の周辺住民の内部被ばく状況の調査など、福

島県が今後実施する全県民の健康調査について「費用負担や技術的な知見についてしっかり責任を

負うべく対応したい」と述べ、国が費用負担などで県を支援する考えを示した。 

被ばく線量通知せず 東電 検査受けた作業員に 

 東電福島第一原発事故の緊急作業従事者に東電が行う被ばく線量検査で、作業員が検査後、自分

の線量値を知らされないケースがあることが 17 日、原発作業員の被ばく問題を巡る国と市民団体

の会合で報告された。厚生労働省労働衛生課は「速やかに本人に知らせるよう法令で定めている」

として経緯を調査する。【略】 

玄海原発の再開 知事前向き発言 

 九州電力玄海原発2、3号機の運転再開で、佐賀県の古川康知事は17日、県議会一般質問で「浜

岡原子力発電所の停止要請問題を除けば、国の説明は一定程度理解できる」と述べ、国に求めてい

た再開条件が一部を除きクリアされたとの認識を明らかにした。知事は運転再開に慎重な考えだっ

たが、初めて前向きな姿勢を示した。 

 一方で、古川知事は浜岡原発の停止問題について「海江田経産相の説明が必要だが、まだその段

階ではない」と述べ、納得できていない再開条件に浜岡問題が残っていることを強調。今後、この

問題に関して経産相が説明する時期などが焦点となる。 

 

2011/06/19(日) 毎日新聞 

海江田経産相 原発再稼働を要請 近く福井へ 

 海江田経済産業相は 18 日、東電福島第一原発事故のような設計基準を上回るシビアアクシデン

ト(過酷事故)対策について、各原発への立ち入り検査などを実施した結果、「水素爆発などの措置は

適切に実施されている」と評価した結果を公表した。海江田経産相は「これにより、運転停止中の

原発についても再稼働は可能」との見解を示した。しかし、原発立地の自治体では慎重姿勢が強く、

再稼働までには時間がかかる見通し。海江田経産相は再稼働を要請するため、近く福井県など関西、

九州の2電力会社の原発がある自治体を訪問する方針だ。 

 調査が同省の保安院が今月 7 日、電力各社など 11 事業者に対し①中央制御室の作業環境の確保

②停電時の原発構内での通信手段の確保③放射線管理のための体制整備④水素爆発の防止対策⑤が

れき撤去の重機配備――の5項目について状況を報告するよう指示。さらに各原発への立ち入り検

査を実施した。 

 この結果、中央制御室の作業環境については、震災後に各電力会社が非常用電源などを確保して

おり、保安院は「必要な電源が確保されている」と評価。福島第一原発 1～3 号機で発生した水素

爆発についても、同じ型の「沸騰水型軽水炉」には、原子炉建屋上部に水素がたまるのを防ぐため

建屋に穴を開けるドリルなどが配備された。さらに水素を建屋外に逃がす「ベント装置」の設置計

画も進んでいると判断した。 



 国内の商業用原発54基のうち、37基は定期検査や東日本大震災の被災などで停止中(調整運転中

を含む)。残る17基は営業運転を続けているが、うち5基程度は8月末までに定期検査で停止する

ため、電力十重のひっ迫が懸念されている。 

 停止中の37基のうち▽関西電力美浜原発1号機▽同高浜原発1号機▽九州電力玄海原発2、3号

機の計4基は、定期検査が終了し再稼働を見合わせている。【略】 

保安院11日で「お墨付き」 

 海江田経産相が再稼働を要請する考えを示したのは、放置すれば電力不足が深刻化し、日本経済

や生活に重大な影響が出ると判断したためだ。だが、肝心の原発の安全性については地元の疑問や

要望に応えておらず、再稼働への道筋は見えていない。 

 原発の安全規制を担う経済産業省原子力安全・保安院は、福島第一原発事故のようなシビアアク

シデント対策について 7 日に調査を始めてから、わずか 11 日で原発の「安全宣言」を出した。だ

が、今回の点検項目は、水素爆発対策など第一原発の事故に関係した5項目だけで、それ以上につ

いては「今後の検討課題」(保安院)。現地立ち入り検査もたった 2 日間で終え、発表を急ぐ政府に

配慮して「お墨付き」を与えた格好になった。 

 「保安院は(再稼働について)地元同意を得るためにやっているのではない。地元の説得材料のた

めでは決してない」。保安院の山本哲也・原発検査課長は18日の会見でこう述べたが、会見には資

源エネルギー庁幹部も同席。「(電力供給不足による)産業空洞化は今そこにある危機」とするエネ庁

作成の資料も配布され、「一体感」は否めなかった。 

 保安院は11事業者に対して、福島第一原発1～3号機で発生した水素爆発、中央制御室の非常用

換気装置の電源確保などを求めたが、いずれも第一原発の事例をなぞった「対症療法」。より過酷な

事故対策については「どういう事態を想定するかも含めて中長期課題で取り組む」と述べるにとど

めた。 

 各事業者の取り組みも▽「津波浸水を想定し、2017年度ごろまでに内線電話交換機電源を高所へ

移設」(関電美浜原発1～3号機)▽「今後3年程度で水素ガス抑制装置を設置」(九電玄海原発1～4

号機)――など、緊急性を優先しているとはいえない。 

 人類が経験した原発事故を全て考えて対応した。今回の対応をやっている原発は安全だ」西山英

彦・保安院審議官は18日夜の記者会見でこう力説した。 

再開は時期尚早 NPO法人「原子力資料情報室」伴英幸共同代表の話 

 地震が原発にどんな影響を与えたかはっきりしていない段階での再開は時期尚早。本来なら「事

故調査・検証委員会」の見解に基づいて安全性をチェックしなければいけない。保安院の調査は対

症療法的で、これでは特に原発周辺住民は納得できないだろう。 

福島第一 汚染水浄化を停止 

 東電は 18 日、福島第一原発内にある高濃度の放射性汚染水を浄化するシステムが、本格運転開

始から5時間で停止したと発表した。処理した水を原子炉冷却に使う「循環注水冷却」は、汚染水

の増加を食い止め、原子炉を安定的に冷やすの最重要課題。敶地内の汚染水はあと1週間程度であ

ふれる恐れがあり、東電は1週間以内の再開を目指している。 

 同システムは 17 日午後 8 時に本格運転を開始した。東電によると、停止したのは米キュリオン

社製のセシウム吸着装置内にある箱型設備「スキッド」(縦 2.5m、横 8m、高さ 3m)。運転開始か

ら5時間後の午前0時54分、表面線量が、内部備品を交換する基準の毎時4mSvを超えたために

停止した。【略】 

IAEA報告書 日本の意思決定遅い 体制・組織複雑 

 東電福島第一原発事故に関する IAEA の包括報告書が 17 日、明らかになった。IAEA はこの中

で「日本の複雑な体制や組織が緊急時の意思決定を遅らせる可能性がある」と指摘。東電と規制当



局、政府間の足並の乱れによって事故対策が後手に回ったことなどを踏まえ、日本に警鐘を鳴らし

たものとみられる。【略】 

 緊急時の意思決定の遅れを懸念する「結論」部分では、事故直後、政府と東電が別々の対策室を

設けるなど協調性に欠けた点を指摘したとみられる。この時には、原子炉内のガスを抜いて圧力を

下げる「ベント」と呼ばれる措置が後手に回り。原子炉建屋で水素爆発を引き起こした。原子炉の

冷却に手間取り、燃料棒の破損も招いた。 

 また、津波への備えについては「徹底的な施設防御の準備が不十分だった」と指摘。「教訓」部分

で「原発の立地や設計は、めったに起こらない複合的な外的要因に対する十分な防御を考慮しなけ

ればならない」とした。特に原発施設を水没させうる津波や洪水の危険性を改めて喚起。早期津波

警報システムの導入などを求めた。 

 

2011/06/20(月) 毎日新聞 

2号機の扉開放 高湿度改善へ 

 東電は 19 日、福島第一原発 2 号機で、高湿度が作業を妨げている原子炉建屋内の環境を改善す

るため、外部とつながる二重扉を開放したと発表した。湿度青下げた後、作業員が建屋内に入って

原子炉の水位計の調整や、水素爆発を防ぐための窒素の封入作業などに着手する方針。【略】 

放射性がれき焼却へ 環境省正式決定 

 環境省は19日、福島県内の放射性物質に汚染されたがれきの処理に関する安全性検討会を開き、

排ガス用のフィルターと吸着装置がある既存施設で償却を認めるなどの処理方針を正式に決めた。

焼却灰については、汚染濃度が低い場合は一般廃棄物の最終処分場での埋立処分を認め、濃度が高

い場合は放射線を遮蔽して一時保管する。同省は高濃度汚染の焼却灰なども同県内での最終処分を

目指す方針だが、地元の反発などを考慮し、この日は決定を先送りした。 

 同省は汚染がれきを仮置き場から移動しないよう要請していたが、今回の決定で焼却などの処理

再開が可能になる。同省は今後、地元自治体に方針を説明し、早ければ今月末にも処理を再開する

よう要請する考えだ。 

 汚染がれきは、下水処理場の汚染汚泤の処理方針を参考にした。周辺住民の被ばく線量を年 10

μSv 以下に抑えることを念頭に、放射性セシウムが 1kg 当たり 8000Bq 以下の焼却灰は、防水対

策を講じた一般廃棄物の管理型最終処分場での埋め立てを認める。ただし、跡地は居住地などへの

利用は認めないとした。 

 焼却時にフィルターなどに集められた灰(飛灰)や、8000Bqを超える焼却灰は、放射線を遮蔽でき

るドラム缶などで、10万Bqを超える灰はコンクリート壁などで遮蔽できる施設でそれぞれ一時お

関する。 

このほか、津波廃棄物(ヘドロ)やコンクリートがらなどの不燃物は一般廃棄物の最終処分場での埋

立処分を認めたほか、金属スクラップなどリサイクル可能な廃棄物は、原子炉等規制法で定められ

た「放射性物質として扱う必要のないもの(クリアランスレベル、年間 0.01mSv)」以下なら再生利

用も可能などとした。 

 原発事故で汚染された原発外の廃棄物の処分については、どの法律にも規定がない。このため、

政府内で検討した結果、廃棄物処理法に基づいて処理することを決め、同省で方針を検討していた。 

 

2011/06/21(火) 毎日新聞 

福島1～5号機同型「まーく1」廃炉も視野 経産相 

 IAEA 閣僚級会議に出席中の海江田経産相は 20 日、当地で記者会見し、東電福島第一原発 1～5

号機に使われている米ゼネラル・エレクトリック(GE)社が開発した原子炉格納容器「マーク 1」に

ついて、安全性の観点から、廃炉を含めた検討が今後の課題になるとの考えを示した。震災後、閣



僚がマーク1の廃炉の可能性に言及したのは初めて。 

 海江田経産相はマーク1について「40年以上が過ぎている。我が国は(設置から)30年で大規模な

点検をしている。それ以後も頻繁に点検している」と説明したうえで、「どういう安全対策を取れば

良いのか、あるいは、一定の期間が来たら廃炉にすべきかどうかが課題だ」と述べた。 

 マーク 1 は、GE 社が 60 年代に開発。世界 5 カ国・地域に 38 基あり、日本は福島第一や敦賀、

島根、浜岡(廃炉決定済み)、女川の5原発に計10基。ほか米国24▽台湾2▽スペイン1▽スイス1。

耐震強度に問題があるとの告発を受け、米原子力規制委員会(NRC)は80年に再評価している。 

IAEA閣僚会議 原発安全基準見直しを提案 

 東電福島第一原発事故を受け、IAEA の閣僚級会議が 20 日、ウィーンで開幕した。24 日までの

5 日間にわたり原発の安全対策を協議する。天野之弥事務局長は「事故に伴う社会不安に緊急に対

応する必要がある」と強調し、1年以内の IAEA安全基準見直しなど5項目の提案を行った。 

 天野氏は安全基準の見直しのほか▽無作為に抽出された原発を対象にした IAEA の安全評価を 1

年～1年半以内に始める▽各国規制機関を完全に独立させ、日本で07年に行われた安全性評価の追

跡調査を来年行う▽世界的な緊急時への備えと対応システムを強化する▽IAEA の情報収集、提供

能力を向上させる――と提案した。 

 その後、日本代表として演説した海江田経産相は「事故の徹底的な検証を踏まえ、最高水準の安

全性確保の対策を講じ、今後の原子力政策の進め方を検討する」と決意を表明。「過酷事故対策など

安全技術の研究開発を国際的な共同研究計画として提案する」と述べた。 

 IAEA の会議では過去最大級の約 800人が参加。IAEA の機能強化▽緊急対応部隊の必要性▽国

際的な原発事故の被害賠償の必要性――などを盛り込んだ宣言も 20 日採択する。会議は、各国代

表が演説する全体会合と事務レベルの作業部会の二本立て。天野氏は結果を踏まえ、今年 9 月の

IAEA総会で行動計画を提示する。 

大阪市長：「脱原発」関電に提示 八木社長：「議論が必要」 

 大阪市の平松邦夫社長は 20 日、関西電力本店を訪れ、八木誠社長と会談した。市は関電への出

資比率が 9.37%の筆頭株为で、平野知事は次世代エネルギーへの転換を求めて「脱原発」を提案。

八木社長は会談後の会見で、提案に対し「国民的議論を踏まえ、適切に対応する」と答えたことを

明らかにした。 

 会談は非公開で、半時間余り。終了後八木社長は、脱原発について「日本のエネルギー政策は安

全を大前提にして、安定供給や経済性を踏まえ、しっかり議論が必要。原子力は大切な電力と、市

町に申し上げた」と述べた。 

 平松市長は「原発がなかったらどうなるのか、都市基盤が立ち行かなくなるなら市民に選択を迫

らないといけない」と情報開示を求めたが、八木社長は「精査して出す努力をしたい」と語った。

【略】 

原発再稼働 福井知事も否定 

 海江田経産相が原発に立地自治体に再稼働を要請すると発言したことについて、原発 14 基が集

中立地する福井県の西川知事は20日、記者会見で「(国の対策などが)立地地域が求める内容になっ

ていない。状況は変わっていない」と述べ、再稼働を認めることに否定的な立場を明らかにした。 

 西川知事は国の対応について、「当面、ここ1～2年、長期的にそれぞれなすべきことが明瞭にな

っていない」と指摘。また「原発の安全が第一で、安全が損なわれれば、元も子もない。安全面が

99.99%まで対応できたうえで、経済面のことを考えて運転再開をしなくてはならないのなら、(安

全面と経済面とで）話のレベルが同じになるかもしれないが)と述べ、運転について判断するには時

期尚早との考えを示した。 

 保安院は 21 日、福井県に審議官を派遣し、福島第一原発事故を踏まえた安全対策について福知

事と県議会への説明を予定しているが、知事は「お聞きする段階ではないように思う」と話した。 



東電設置費用隠す 原発汚染水防止壁 債務超過を懸念 

 東電が福島第一原発事故をめぐる地下水の汚染防止のための遮蔽壁(地下ダム)の設置に関し、設

置費用が 1000 億円レベルになるとの見通しを立てながら、これを公表しない意向を政府に伝えて

いたことが分かった。政府と東電の費用負担が明確でない中、東電が費用計上すれば債務超過に陥

りかねないことを懸念したためだ。最優先すべき、抜本的な汚染水対策の先送りとの批判の声も出

てきそうだ。 

 東電が政府側に渡した文書は 13 日付で、遮蔽壁の基本仕様などが図面を添付して説明されてい

る。「『地下バウンダリ』プレスについて」という遮蔽壁の記者発表に関する文書もあり、発表に臨

む際の東電の対処方針が5項目にまとめられている。記者との为な想定問答もあり、14日を発表予

定日としていた。 

 記者発表の文書によると、東電は、以前から地下水お背の防止策を検討しており、「最も有力な対

策」と指摘。「今後の設計次第では1000億円レベルとなる可能性もある」と見通しを立てた。しか

し、東電はすでに11年3月期の連結決算で1兆2473億円の最終赤字を計上。このため、「仮に1000

億円レベルのさらなる債務形状を余儀なくされることになれば、市場から債務超過に一歩近づいた

との厳しい評価を受ける可能性が大きい」と債務超過についての強い懸念を指摘。その上で、記者

会見で「着工時期や費用は今後の調査・設計次第で不明」との立場で臨むと政府に伝えている。 

 同時に東電は、国と東電の費用分担がはっきりしていないことを強調。メディアからの詰問も懸

念しており、債務超過に陥りかねないとの危機的な認識が、抜本的な汚染水対策を先送りさせてい

た実態が浮き上がった。結局、14 日に発表は行われず、17 日の事故収束を目指す工程表改訂の発

表の中で「遮蔽壁検討」という形で盛り込まれた。 

汚染水浄化システム 運転停止原因は線量の計測ミス 

 東電は 20 日、福島第一原発の放射性汚染水浄化システムが本格運転から 5 時間で停止した問題

について、原因は放射性物質の濃度が高い汚染水が流れ込み、装置表面の放射線量が誤って計測さ

れたためと断定した。同日の統合対策室の記者会見で明らかにした。東電はセシウム吸着材の配置

や汚染水の流量などを調整したうえで一両日中の本格運転を目指す。【略】 

2号機建屋の二重扉全開 

 東電は 20 日、福島第一原発 2 号機の原子炉建屋から外部につながる二重扉を全開したと発表し

た。高温・多湿だった建屋内の環境は改善し始め、近く作業員が建屋内に入り、水素爆発を防ぐた

めの窒素封入や計器の調整に着手する。全開に伴う敶地周辺の放射線量に大きな変化は出ていない。 

原発賠償審 精神的賠償月10万円 避難所は2万円上乗せ 

 福島第一・第二原発事故に伴う損害賠償の範囲を決める文部科学省の原子力損害賠償紛争審議会

は 20 日、政府の指示で避難生活を送る住民の精神的損害賠償額の目安を決定した。事故発生後 6

カ月間の基準は 1 人月額 10 万円で、基準より条件の悪い避難所などで生活する人々には 2 万円を

上乗せして月額12万円とする。 

 このほか、3月15日から4月22日まで政府の屋内退避指示が出ていた福島第一原発から半径20

～30km圏内の住民は、期間全体で1人10万円とした。 

 損害額は3月11日の事故発生から6カ月間(第1期)▽第1期終了から6か月(第2期)▽第2期以

降、避難生活に収束の見通しがつくまでの期間(第 3 期)――に分けて目安を算定した。第 2 期の目

安は1人月額5万円、第3期については改めて検討する。 

 

2011/06/22(水) 毎日新聞 

汚染水浄化装置仏製も一時停止 

 東電は 21 日、福島第一原発の高濃度放射性汚染水浄化システムで、再開に向けた試運転中、仏

社製の除染装置のポンプが停止したため運転を一時中止したと発表した。水の流量を調整後、約 5



時間後の昼過ぎに運転を再開した。同システムは、17日に本格運転を開始後、米社製装置の不具合

で停止するなど不安定な状態が続いている。6 月中には汚染水があふれだす恐れがあり、東電は新

たな移送先の検討を始めた。 

 東電によると、21日午前7時20分、仏アレバ社製の除染装置で、放射性物質を沈殿させる薬剤

を薄めるポンプが停止したためシステム全体を止めた。水の流量が多すぎたことが原因で、流量を

調整して運転を再開した。試運転を2,3日間続けた後、本格運転を目指すという。 

原発対策1年半以内安全評価 IAEA天野氏が腹案 

 東電福島第一原発事故を受け、20日からウィーンで開幕した IAEAの閣僚級会議は同日夕、原発

の安全対策強化に関する閣僚宣言を全会一致で採択した。会議には1年半以内に世界中の原発で安

全性評価を行うことなどを盛り込んだ天野之弥事務局長の「腹案」も提示された。行動計画策定に

向けた布石とみられる。 

 天野氏の腹案は①加盟国が自然災害を想定した原発安全性評価を1年～1年半で行った後、IAEA

の国際的な専門家による相互評価「ピアレビュー」を加える。②IAEA の安全基準を 1 年以内に見

直す③各国規制機関を完全に独立させる④世界的な緊急時への備えと対応システムを強化する⑤

IAEAの情報能力を向上させる――の5項目だ。 

 IAEA の機能強化▽緊急対応部隊創設の可能性▽国際的な原発賠償の必要性――などを盛り込ん

だ閣僚宣言は、あらかじめ加盟国から合意を得ていた。ところが、天野氏の提案は 20 日に突然明

らかにされた。具体的な目標期間を含む「思い切った内容」だった。 

 天野氏は、9月の IAEA総会に提出するげんぽ圧安全対策の強化に関する「行動計画」に5項目

の提案を盛り込む考え。だが、全会一致で採択された閣僚宣言とは異なり、「天野氏の提案がすべて

の加盟国に受け入れられるかは分らない」のが現状。今秋に向けた天野氏のリーダーシップが試さ

れることになる。 

福井知事原発再開認めず 

 経産省保安院の黒木慎一審議官らが 21 日、原発 14 基が立地する福井県を訪れ、「県内の原発の

運転再開は安全上支障がない」と説明した。西川一誠知事は説明に同席しなかったが、「県の要請に

対する回答にはなっていない。前進させる意欲が全く見られない。電力不足の心配を言いながら、

立地地域の不安や再起動の安全対策を積極的に進めない国の責任は大きい」などとするコメントを

発表。県は運転再開をまだ認めないことを伝えた。 

 事故を受けた安全対策について、保安院が同県幹部に直接説明したのは初めて。黒木審議官はあ

同県内の原発について「周辺の海域にはプレート境界がなく、浜岡原発で想定されるような大津波

が襲来する切迫性はない」と説明。応対した満田誉副知事は「県内でもかつて大津波があったとい

う伝説や古文書が出てきている。切迫性がないと言う根拠は何か。原発の高経年化と事故との関連

や、運転停止を命じた浜岡原発と福井の原発の違いなど、より十分な説明が必要だ」などとおただ

した。 

「浜岡以外安全 信じられない」滋賀県知事 

 志賀県の嘉田由紀子知事は 21 日の定例会見で、海江田経産相が原発再稼働の要請方針を示した

ことについて「大臣が『浜岡原発以外は安全』と言っても信じられない」と一蹴し、改めて原子力

依存からの転換を唱えた。 

 嘉田知事は「(福島第一原発事故は)収束の見通しが立たず、ドイツやイタリアは福島の事故を受

け、原発依存をやめる方向に進んでいる。ハイリスクな原発に頼らないエネルギー政策を作らない

といけない」と語った。 

 

2011/06/23(木) 毎日新聞 

福島第一再試運転中断 米社システム：浄化能力は想定以下 



 東電は 22 日、福島第一原発で試運転中の高濃度放射性汚染水浄化システムで、処理前後の放射

性物質濃度を調べた結果、米キュリオン社製のセシウム吸着装置能力が想定を下回っていたと発表

した。比較的低濃度の汚染水で試験をした際には放射性物質を 3000 分の 1 まで減らせたが、高濃

度汚染水では 50 分の 1 程度までしか減らせないという。東電は試運転を再び中断し、原因を調べ

ている。 

 東電によると、集中廃棄物処理施設内にある汚染水中のセシウム濃度は１㎥あたり200万Bq程

度。想定では、セシウム吸着装置を通した後には数千Bqまで下がるはずだったが、22日に調べた

ところ４万 Bq だった。現状ではシステム全体を通した浄化能力が低下する恐れもあり、慎重に調

べる。 

 また東電は、大量の高濃度汚染水がたまっている２号機原子炉建屋内で 21 日に実施した調査の

結果を発表した。二重扉を開いた結果、高温多湿だった建屋内は気温25度前後、湿度50～60%程

度まで改善され、長時間作業が可能になったが、茶色く濁った汚染水が地下に通じる階段まで最大

6mの深さで溜まっているのを確認。表面近くの線量は最大で毎時430mSvだった。 

 増え続ける汚染水の移送先を確保するため東電は 22 日、集中廃棄物処理施設で受け入れる貯水

量をさらに 1500 ㎥分増やした。東電と保安院は「これで汚染水が外部に漏れる可能性はない」と

している。 

注水量を減らし汚染水発生抑制 

 東電は 22 日、福島第一原発の高濃度放射性汚染水浄化システムの本格運転が遅れる中、汚染水

の増加を抑えるため、同日午前から原子炉冷却のための1、2号機への注水量を前日に続き毎時0.5

㎥ずつ減らしたと発表した。 

 東電によると、減尐後の注水量は1号機が毎時3.5㎥、2号機が同4㎥。3号機は21日に毎時11

㎥から10㎥に減らしたところ、炉心付近の温度が数度上昇したため、注水量を維持している。 

東電が15万人に880億円を賠償へ 

 東電は 22 日、福島第一原発事故で避難を余儀なくされた住民の精神的須通への賠償規模につい

て、約 15 万人が対象で合計 880 億円との見積もりを発表した。東電は支払いに向けた準備を進め

ている。今回公表したのは、事故発生の 3 月 11 日から、工程表で原子炉を冷温停止状態にすると

説明している来年1月中旪ごろまでの賠償額。11年4～6月期連結決算で880億円を特別損失とし

て計上する方針。 

IAEA 原発事故で尺度見直し 

 東電福島第一原発事故を受け、IAEAは原発事故の深刻さを示す国際評価尺度(INES)の見直しに

着手する。現行の0から7までの8段階を細分化するなどして、事故による環境や健康への影響を

より実際に合った形で評価する考えだ。「レベル8」以下の新設や従来の「レベル7」までをさらに

細かく分類する可能性がある。 

 IAEA の天野之弥事務局長は「INES は重要な情報手段だ。しかし、福島第一原発事故について

は、INES の評価は役に立たないことが判明した」と述べ、INES の諮問委員会に尺度の改善を要

請することを明らかにした。 

 福島事故は今年 4 月、史上最悪とされているチェルノブイリ原発事故と同じ「レベル 7」に引き

上げられたが、天野氏は事故の構造も周辺への影響度もチェルノブイリ事故に遠く及ばないとの見

解を示してきた。評価尺度の細分化で両事故の深刻さの違いを明確にする狙いがありそうだ。 

 INESはレベル7の評価要件の一つとして「放射性物質ヨウ素 131等価で数万テラBq以上の放

射性物質の外部放出」を挙げている。 

 福島事故の放出量はこれに該当するが、チェルノブイリ事故放出量より1桁尐ない量とされてい

る。 

安全委 原発指針改定へ見直し作業着手 



 東電福島第一事故を受け、原子力安全委員会は 22 日、安全審査の基準となる「安全設計審査指

針」と「耐震設計審査指針」の見直しに着手した。年度内に論点を整理し、合意できた点から改訂

作業に入る。作業完了まで2～3年かかるという。 

 両指針は、原発を建設しようとする事業者が国に設置許可を申請した際、国による安全審査の基

準となる。だが、安全設計審査指針では、福島第一原発事故で起きた長時間の電源喪失を「考慮し

なくてよい」と明記し、耐震指針についても、津波対策は指針本体ではなく審査の「手引き」に盛

り込まれるなど、過酷な事故を想定した指針になっていない。 

 見直しは大学教授や弁護士ら29人で構成する専門委員会が担当する。班目委員長は22日の会合

であいさつし、「安全確保の抜本的な見直しが必要」と強調。事故のリスクを確率で定量的に把握す

る「確率論的安全評価(PSA)」を取り入れるなど、抜本的な改定を求めた。両指針についてそれぞ

れ設置した小委員会で今後検討する。 

 全電源喪失などの過酷事故対策が現行指針に盛り込まれていなかったことについて、副会長の竹

田敏一・福井大付属国際原子力工学研究所長は記者団に対し「甘かったという反省はある」と述べ

た。 

四国4県 中村知事ら原発「減らす」 

 東電福島第一原発の深刻な事故を受け、全国各地の知事から原子力政策についての発言が相次ぎ、

海江田万里・経産相は安全宣言を出した。毎日新聞は 22 日、四国 4 県の知事に、原子力政策や、

電力会社の節電要請への対応について聞いた。今後の原発の増減をどうすべきか、については、愛

媛、徳島、高知の3知事が原発を「減らす」と回答した。 

 原発を「増やす」「現状維持」「減らす」「全廃」から一つ選んでもらった。 

 四国唯一の伊方原発が立地する愛媛県の中村時広知事は「自然エネルギーは理想だが問題もある。

国策として一日も早く技術を確立してほしい。現行の原発は、代替エネルギー開発と並行して向き

合っていかないといけない」と述べた。徳島県の飯泉嘉門知事は「国は安全性確保に万全を期すと

ともに、再生可能エネルギーへのシフトに向けあらゆる環境整備を行うべき」、高知県の尾崎正直知

事も「省エネ推進により全体の需要を下げるとともに、再生可能エネルギー比率を高めていくこと

で徐々に原発を減らすべきだ」とした。 

 一方、四電の本店がある香川県の浜田恵造知事は「どれでもない」と判断を避け、「エネルギー政

策は本来、国として取り組むべき」と説明。しかし、「国民的な議論をすることは必要」と述べた。 

四電：伊方の耐震強度2倍に 知事：現状での再開認めず 

 伊方原発 3 号機の運転再開問題で、四国電力の千葉昭社長は 22 日、県庁を訪れ、原発の耐震強

度を従来の 2 倍にすることを明らかにした。しかし中村知事は評価しながらも、「運転再開の判断

が『白紙』であることは変わらない。(四電が予定している)7月10日に橋なられない」と述べ、現

状では運転再開を認めない考えを示した。 

 また会談後、千葉社長は「現状では、節電や計画停電する状況にはない。他の企業からの受電な

どで乗り切れる」と述べ、今夏に向けて数値目標を掲げた節電を要請しない考えを明らかにした。 

 四電によると、伊方原発は、国の想定に基づき、基準地震動570ガルに耐えられるよう措置され

ていたが、1000 ガル程度に耐えられるように改修する。1～3 号機の原子炉格納容器や補助建屋、

使用済み核燃料プールのポンうや配管など、安全上で重要な機器を耐震補強する工事を、15年度ま

でに完了させる。費用は尐なくとも100億円という。 

 また、プルサーマル発電をしている3号機で予定していたMOX燃料の5体追加を見送ることも

明らかにした。 

 追加対策について、中村知事は「自为的な揺れ対策は前進」と評価する一方で、再開への賛否に

ついては「国と四電の姿勢、地元の意見を総合して判断したい」と従来の姿勢を堅持。国に対して

は「国の新安全基準の内容を確認したい」と述べた。 



 

2011/06/24(金) 毎日新聞 

福島第一 1号機ベント失敗か 

 東電福島第一原発1号機の水素爆発の直前に行われ、成功したとされる格納容器の圧力を下げる

ための「ベント」が、実際には失敗した可能性が高いことが分かった。ベントのためには弁を開け

なければならないが、東電関係者は「十分に開かなかった」と証言、東電本店も「弁開放は確認で

きていない」と述べた。専門家も「データから、いったん開いた弁が閉じたと読み取れる」と指摘

している。 

 1 号機の原子炉建屋内にはベント実施前から水素がたまっていた疑いがあると専門家は指摘して

おり、ベントの「失敗」が爆発に直接結び付いたのかは不明。だが、IAEA に 7日提出した政府の

報告書には「ベント成功」と記載されており、事故調査・検証委員会で議論となりそうだ。 

 東電などによると、1号機では3月12日午前0時6 分、格納容器内の圧力が上限値(427 キロパ

スカル=約4.2気圧)を上回る600キロパスカルに達し、吉田昌郎所長がベントを指示。政府も午前

6時50分、原子炉等規制法に基づくベントを東電に指示し、午前9時ごろから作業が始まった。 

 ベントでは格納容器内の水蒸気や水素ガスが、底部にある圧力抑制プールから配管をとおり、空

気の圧力で弁を開放するAO弁(建屋地下1階)、通常は電動で作動するMO弁(建屋2階)を通過し、

排気筒から建屋外に放出される。AO 弁には小弁、大弁と呼ばれる二つの弁があり、どちらかが開

けば水蒸気などは排気筒へ向かう仕組み。 

 東電は午前 9 時 15 分ごろ非常用のハンドルを手動で回し MO 弁を 25%程度開けることに成功。

同9時半ごろ小弁の開放を目指したが、付近の放射線量が高く为導での作業を中止し、同10時17

分、中央制御室から機械操作で小弁開放を試みた。 

 この直後の同 10 時半、建屋外の放射線量が一時的に急上昇し、放射性物質が放出されたとみら

れるが、30分後には元の数値に低下。一方、格納容器の圧力は下がらず、ベントの効果を確認でき

なかった。 

 このため午後 2 時ごろ。今日録会社から借りた仮設の空気圧縮機(電動空気入れ)を使い、大弁に

空気を送ることで弁を開放する作業に切り替えた。 

 その後、格納容器の圧力は作業直前の755キロパスカルから530キロパスカルまで下がり、午後

3時ごろに東電は「午後2時半にベント成功と判断」と発表。保安院も追認した。 

 しかし、東電関係者は「弁の開放は十分ではなかった」と証言した。圧縮機による作業では空気

の圧力不足で大弁が全開に至らなかったといい、弁の開放を示す計器「リミットスイッチ」にも変

化はなかった。 

また、格納容器の圧力は午後3時ごろ下げ止まり、同3時36分の水素爆発まで上昇に転じていた。

さらに、屋外の放射線量の数値にも変化はみられなかった。 

 東電は「圧力が低下したので成功と判断した。大弁の開放は確認できていない」と説明。保安院

は「ベント成功の判断をしたのは東電で、政府として言及していない」と釈明するが、政府は IAEA

への報告書に「東京電力がベント成功と判断した」と記載し提出している。 

福島1号機ベント失敗？ 問われる説明責任 

 東電福島第一原発 1 号機のベントが失敗していた可能性が高いことが判明し、これまで「成功」

と言い続けてきた東電や、それを追認してきた国の説明責任が改めて問われることになりそうだ。

併せて、特に重大事故への対応策として整備されてきたベントの「失敗」は、国の安全対策に大き

な疑問を投げかける。 

 ベントが行われた 3 月 12 日、東電は弁の操作で格納容器の圧力が低下した点を重視し、午後 3

時ごろ「成功」と発表。だが、低下したとされる圧力は上限値(427 キロパスカル)を上回ったまま

で、発表直後には緩やかな上昇に転じていた。さらに、放射性物質の放出を示す構内のモニタリン



グポストに兆候はなく、東電関係者によると弁の開放を示す「リミットスイッチ」にも変化はなか

った。 

 「成功」を見直す材料や機会はあったのに、国は三カ月近くもチェックしないまま今月7日、IAEA

への報告書に東電の見解をそのまま記載して提出。事故を真摯に検証する姿勢はうかがえない。 

 ベントは過酷事故を想定した安全対策(アクシデントマネジメント)の一環として 92 年から旧通

産省(現経済産業省)が電力各社に整備を求めた。福島第一原発も98～01年に耐圧性能を強化したベ

ントの整備を完了。だが、今回の１号機だけでなく、東電は２号機でも「ベントの成否は不明」と

している。 

 地震や津波の想定だけでなく、これまでの原発事故への備えは本当に十分だったのか。事故調査・

検証委員会での議論が待たれる。 

2号機に窒素注入へ 

 東電は 23 日、福島第一原発 2 号機で原子炉建屋などの水素爆発を防ぐため原子炉格納容器に窒

素を注入する作業を始めると発表した。同日、作業員が窒素注入のためのポンプを敶設した。また

高濃度汚染水浄化システムのセシウム吸着装置(米キュリオン社製)の能力が想定の1/20だったのは、

一部の弁で開閉表示の向きをペンで書き誤り、正しく操作できなかったのが原因だった。 

 格納容器への窒素注入は工程表で７月中旪までの実現を目標にしている。だが、2、3 号機では、

原子炉建屋内の湿度や放射線量が高く、実施が遅れてきた。 

 このうち、２号機では 20 日に原子炉建屋の二重扉が全開されたことで湿度が下がった。そこで

作業員 5 人は 23 日、建屋外にポンプを設置し、約 30 分間の作業で 2.64～4.81mSv 被ばくした。

今後、注入による安全性や水素の濃度変化を評価し、保安院の了承を得て作業を始める。 

 一方セシウム吸着装置で汚染水が素通りしていたことが 23 日に判明。書き誤りミスを修正し、

再び試運転を始めた。改めて放射性物質の除去能力を評価し、数日中にシステムを本格稼働する。 

 また 6 月 2 日に福島第一原発近くの沖合 3km の海底の土壌から 1kg 当たり 0.45～0.43Bq のプ

ルトニウム239,240を検出したと発表した。 

 過去の調査と同じ水準で、東電の松本純一原子力・立地本部長代理は「もともと(核実験で)存在

していたものと区別できない」としている。 

国と東電：203万人被ばく調査30年 福島県民対象 1000億円基金 

 全福島県民 203 万人を対象に東電福島第一原発事故による被曝の影響を調べる健康調査を今後

30 年間実施するため、政府が 1000 億円規模の基金を創設する検討に入ったことが 23 日、分かっ

た。11年度第2次補正予算案に700～800億円を計上し、東電にも200～300億円の資金拠出を求

める。国为導で財源を整備し、放射線による健康被害の早期発見や治療に取り組む考えだ。 

 健康調査は国に先駆けて福島県が実施を決定。7日公表した補正予算案で予備調査費用など約39

億円を計上している。ただ、福島県と政府は、広範囲に住み、人数も多い県民を対象にした長期・

継続的な調査体制の運用には国の全面関与が不可欠と判断した。―略― 

もんじゅ 落下装置回収始まる 

 日本原始力研究開発機構は 23 日午後 8 時 50 分、運転停止中の高速増殖原型炉「もんじゅ」(福

井県敦賀市)で、原子炉容器内に落下した炉内中継装置(長さ約12m、直径46cm、重さ3.3t)本体の

回収作業を始めた。しかし、準備作業で機密性が保てないトラブルがあり、本体の引き上げは原因

調査や対策のため約 6 時間開始が遅れた。炉内中継装置は、燃料交換に使うもんじゅ特有の装置。

昨年8月、燃料交換を終えて原子炉容器から引き抜こうとした際、つり上げ機器の設計ミスにより

落下。衝撃で変形し、通常の方法では引き抜けなくなった。 

 このため、原子力機構は原子炉容器の上蓋の一部ごと撤去することにし、専用の装置を新たに設

計、製造して据え付けた。この日は、上蓋の一部に取り付けた器具にクレーンをひっかけ、最大で

約15.6mまで伸びる蛇腹式の化学繊維でできた容器で覆い、炉内中継装置と一体で引き上げる作業



を予定していた。だが準備のために取り付けた揺れ止め部品のすき間からガスが漏れることが分か

り、部品を取り外して切れていたゴムパッキンを取り換えるなどした。現場には保安院も立ち会っ

た。 

 

2011/06/25(土) 毎日新聞 

ウラン濃縮技術海外移転を禁止 原子力供給国グループ採択 

 原子力機器や技術などの为要輸出国で作る「原子力供給国グループ」(NSG、日米英仏露中など

46カ国)は24日、オランダで開いた総会で、核兵器開発に不可欠なウラン濃縮と核燃料再処理技術

の海外移転を事実上禁じる新たな国際ルールの明文化を採択した。核不拡散体制の強化を図る一方、

東電福島第一原発事故後も原子力エネルギーへの依存構造が変わらない見通しの中で、原子力技術

で先行する为要国が「技術の独占」を維持する狙いもある。 

 しかし、NSG 加盟を検討中で総会には参加できなかったインドは「核の为権を損なう」などと

批判しており、原子力技術の発展を目指す途上国からも同様の反発が出そうだ。 

 採択によると、加盟国は両技術の海外移転を禁じられるほか、核拡散防止条約(NPT)非加盟の北

朝鮮、インド、パキスタン、イスラエルの 4カ国や、IAEA の抜き打ち査察を受け入れる追加議定

書を批准していないイランなどへのプラント輸出も禁じられる。 

 さらに、IAEA や追加議定書の加盟国に「例外措置」として技術移転が認められる場合でも、相

手国が技術情報にアクセスできない仕組み(ブラックボックス化)にするよう取り決めた。 

福島県：30万人に線量計 15歳未満と妊婦 配布費用を補助 

 東電福島第一原発事故を受け、福島県は 24 日、15 歳未満の子供 28 万人と妊婦 2 万人に、個人

が受ける放射線量を測るバッジ式線量計を配布することを決めた。1 人当たり 1 万 5000 円を上限

に各市町村に補助する。大気中の放射線量を測るサーベイメーター約 5000 台を約 500 の小学校に

配る事業と合わせ、費用は約 60 億円としている。佐藤雄平知事は導入時期について「急いでやり

たい」と話した。 

 県によると、デジタル式線量計なら、個人が受けた放射線量が数値で示されるが、バッジ式線量

計はそのままでは線量を把握できない。このため各市町村はバッジ式線量計を1ヵ月半程度の周期

で個人から回収し、専門機関の検査結果を通知することにしている。県の説明では、バッジ式線量

計は1回あたりの検査費と線量計のレンタル費で2500円。今年度中に6回検査を行うと、1万5000

円に相当する。 

 市町村が個別に補助を上乗せすれば、デジタル式の線量計を配ることもできる仕組みにし、配布

を既に決めている福島市、伊達市なども補助の対象にした。海外に避難した子供の分も確保した。 

伊達市の避難地点指定月内に 田嶋軽産政務官 

 原発事故の影響で放射線量が年間 20mSv を超えると推定される「ホットスポット」に関し、原

子力災害現地対策本部長の田嶋要・経済産業政務官は 24 日、福島県伊達市内の「特定避難勧奨地

点」の対策を。月末をめどに指定する考えを示した。同市の仁志田昇司市長と会談後、明らかにし

た。仁志田市長は田嶋本部長に、住居卖位で指定する特定避難勧奨地点について、地域のつながり

や妊産婦、子どもに配慮するよう求めた。 

福島第一原発 汚染水濃度が10万分の1に 

 東電は24日、福島第一原発の高濃度放射性汚染水浄化システムで、放射性物質の濃度が1/10万

程度になり、目標の処理能力を達成したと発表した。濃度を低減した汚染水から塩分を取り除く淡

水化装置の試運転も同日開始した。月内にも処理水を原子炉に注水する循環システムの稼働を目指

している。東電によると、米キュリオン社の装置ではセシウムの除去があまり進まなかったものの、

仏アレバ社の装置で予定を上回る除去ができたため、低減目標を達成できたという。 

 東電は同日、大量の高濃度汚染水がたまっている2号機原子炉建屋で、千葉工業大などが開発し



た緊急災害対応ロボット「クインス」を使って水位計の設置作業を始めた。だが、ケーブル操作の

不具合などで、この日は作業を中断した。 

 また、東電は1号機の使用済み核燃料プールの水から、放射性セシウムとヨウ素を検出したと発

表した。1㎥あたりセシウム134が12000Bq、セシウム137が14000Bq、ヨウ素131は68Bq。 

IAEA閣僚級会議が閉幕 原発の相互評価強化 

 東電福島第一原発事故を受け、原発の安全強化策を話し合ってきたIAEAの閣僚級会議が24日、

閉幕した。天野之弥事務局長は原発の相互評価「ピアレビュー」の強化を打ち出すなど強い意気込

みを示したが、IAEA の抜本的な機能強化に欠かせない関連条約の改正は当面見送られる見通しと

なり、現実的な対応に落ち着いた。9月の理事会と総会で行動計画を提示する。 

 「自分の提案が広範な支持を得たことに勇気づけられた」。閉幕式を兼ねた全体会合で天野氏は振

り返った。会議の初日、世界中の原子炉約440基に対する各国規制当局の安全性テストと、その結

果を IAEAの専門家が中立的な立場からピアレビューすることなどを提案。総論的な内容にとどま

った初日の閣僚宣言に代わり、会議は終始、天野提案を軸に進められた。 

 新たな評価は、対象をすべての原発から1/10の割合で無作為に抽出し、3年間で実施する仕組み。

従来は加盟国の同意なしに評価結果が公開されないなど、透明性や実効性に疑問があった。―略― 

もんじゅ：落下装置の回収完了 

 日本原子力研究開発機構は24日午前4時55分、運転停止中の高速増殖炉原型炉「もんじゅ」で、

原子炉容器内に落下した炉内中継装置の回収を無事終えた。今後、落下による装置の破損状況など

を調査する。―略― 

 

2011/06/26(日) 毎日新聞 

ベント前に拡散予測 東電報告 保安院は公表せず 

 東電福島第一原発 1～3 号機で、原子炉格納容器の圧力を下げるベントを実施する前に、東電が

原発周辺への放射性物質の拡散予測をまとめ、保安院に報告していたにも関わらず、、一般には知ら

されていなかったことが 25 日、分かった。公表していれば住民の避難行動の一助になった可能性

もある。事故の原因究明や検証をする政府の「事故調査・検証委員会」でも検証されそうだ。 

 保安院が24日夜、ホームページで公表した。3月11日の福島原発事故発生直後から5月末まで

に東電からファックスで届いた通報文書など計約11000枚の資料から明らかになった。 

 同原発 1～3 号機でベントを実施する前に、重大事故が発生したと仮定して風向きや風速などを

考慮しながら1、3、5、24時間後の放射性物質の拡散状況などを予測。保安院や福島県、同県大熊

町、双葉町の計4カ所にファクスで結果を送付した。公表しなかった理由について、保安院の西山

英彦審議官は「予測は保安院だけでなく、東電の考えだったため(会えて公表しなかった)」と語っ

た。 

淡水化装置の正常作動確認 

 東電は 25 日、福島第一原発から出た高濃度の汚染水を浄化するシステムのうち、放射性物質の

除去後に塩分を除去する淡水化装置が正常に作動したことを確認できたと発表した。27日にも、試

運転状態だった米キュリオン社のセシウム吸着装置の調整が終わるため、システム全体が本格稼働

できる見通しが立った。その後、淡水を原子炉へ再注入する循環冷却システムがかどうする。 

2号機水位測れず 格納容器内の温度高く 

 東電は 25 日、福島第一原発 2 号機の原子炉圧力容器に新たに取り付けた水位計が作動せず、水

位が測れていないと発表した。原子炉の冷却を進める上で、正確な水位を把握することは必須。東

電は今後対策を検討するという。 

 水位計は圧力容器の外側に配管をつなぎ、水を通して水位を測定する仕組みで、格納容器内に設

置しているが、格納容器内の温度が高いため、配管内の水が予想より多く蒸発しているとみられる。 



 東電は今月 22 日、二十扉を開放して環境が改善された 2 号機原子炉建屋に作業員が入り、水位

計と圧力計を順次設置した。圧力形で測った炉内の圧力は 26 日午前 5 時現在、大気圧を 0.1 気圧

上回っているだけ。気体などが外部に漏れ出ている可能性が高い。 

セシウム3年でハワイ 5年後に米大陸到達か 

 日本原子力研究開発機構は、福島第一原発事故で海と大気に放出された放射性物質のうち、半減

期が約 30 年と長いセシウム 137 が太平洋にどう拡散するかを長期予測した地図を作製した。1 年

後には日本の沖約400kmまで楕円状に拡散、3年後には米ハワイ、5年後には米西海岸まで広がる

が、濃度は低くなるとしている。 

 半年後(今年9月)のセシウム137の濃度は最も高い地点でも、1950年代の米国の核実験で海が汚

染されていた頃の観測値(海水1リットル当たり0.08Bq)まで低下すると予測した。 

 予測を基に、来年4月時点でもっとも汚染度が高い海域に生まれ育った魚介類を食べた場合の内

部被ばくについても試算した。日本人の年間平均摂取量を食べた場合、1年間で0.0018mSvになる

という。同機構の中野政尚技術副为幹は「1mSv の 1/500 程度で、食べても健康に影響はない」と

話す。拡散予測地図は同機構のホームページで公表されている。 

 

2011/06/27(月) 毎日新聞 

福島原発：きょうにも循環冷却 

 東電は 26 日、福島第一原発の敶地内にたまっている高濃度汚染水を浄化し、原子炉の冷却水と

して再利用する「循環注水冷却」を早ければ 27 日午前にも始める方針を明らかにした。汚染水の

浄化システムは 17 日夜の本格稼働開始直後からトラブルが続き、断続的な試運転を強いられてき

たが、部品交換の対応などで汚染水内の放射性物質や油分、塩分を目標値まで低減することが可能

になった。 

 東電の26日の調査によると、浄化システムは放射性セシウム134、同137の濃度を処理前の1/10

万に低減した。26 日午前 10 時までに約 5410 ㎥の汚染水の浄化を実施。塩分を取り除く最終的な

処理を終えた冷却を480㎥分確保した。循環冷却の開始に当たり、セシウム吸着装置の部品交換の

基準となる放射線量の見直しもする。 

 また東電は 26 日、3号機の使用済み核燃料プールの水質が強いアルカリ性に偏っているとして、

ホウ酸水を注入し中和する作業をした。強いアルカリ性のままだとプール内の燃料集合体を収納し

ているアルミ製容器が将来的には腐食し、燃料集合体が倒壊する恐れがあるという。 

 東電によると、核燃料プールの水は PH7、アルカリ性は PH8～14。プール内には、水素爆発で

崩れ落ちた天井のコンクリート片などのがれきが大量にあり、強アルカリ性の水酸化カルシウムが

溶けているとみている。 

 作業は、ホウ酸を濃縮度約 2%の割合で混ぜた水を 27 日までに 90 ㎥注入する。1 号機の使用済

み核燃料プールもPH10.2とアルカリ性に偏っているため、注入を検討する。2、4号機のプールは

ほぼ中性という。 

 

2011/06/28(火) 毎日新聞 

福島第一：90分間循環冷却 本格稼働も水漏れで停止 

 東電は 27 日、福島第一原発の敶地内にたまっている高濃度汚染水を浄化し、原子炉の冷却水と

して再利用する「循環注水冷却」をはじめた、と発表した。しかし、開始から1時間半後に原子炉

に注水するホースで漏れが見つかり、水の移送を停止した。高濃度汚染水の浄化処理は続け、原子

炉への注水も従来のろ過水タンクから継続している。循環注水冷却は、原子炉の安定冷却に向けた

一歩になり、東電は原因を調べ対策を実施した上で 28 日にも再稼働する方針だが、安定運転には

依然課題が多く、不安を残すスタートになった。 



 汚染水の浄化システムは 17 日の稼働開始から放射性セシウムの吸着装置などでトラブルが相次

ぎ、断続的に運転を停止。部品交換などを経て、システムの安定的な運転にめどが立ったため、東

電は27日午後から処理水の注水は開始できると判断。同日午後4時20分に注水を始めた。しかし、

作業員が同日午後 5 時 55 分ごろ、処理水タンクの下流側にあるホース間の継ぎ目から水が漏れて

いるのを発見。注水を停止した。 

 福島第一原発では、燃料冷却のため 1～3 号機の炉心への注水を続けているが、圧力容器や格納

容器の損傷部分から漏れた水が、高濃度汚染水となって、これまでに約 11 万トンが原子炉建屋な

どに滞留している。循環注水冷却が本格稼働すれば、これ以上の汚染水の発生を防ぐことができる

はずだった。 

 システムは国内外の企業の装置から構成され、全長は約 4km。27 日の東電の調査によると、処

理前の汚染水に含まれるセシウム134は1立方㌢あたり220万Bqだったのが、浄化後は同1.1Bq

に、セシウム137は同240 万Bqから0.65Bq に減尐した。放射性物質の濃度が1/100 万以下にな

り目標とする浄化能力を達成できているとしている。1日480tの汚染水を淡水化できる。 

福島県知事「脱原発」表明 

 東電福島第一原発事故で、福島県の佐藤雄平知事は 27 日の県議会本会議で「私自身も、県とし

て原子力に依存しない社会を目指すべきであるとの思いを強く持つに至った」と述べ、県復興ビジ

ョンに「脱原発」を盛り込むことに前向きな姿勢を示した。佐藤知事が「脱原発」に言及したのは

初めてで、全国の原発立地自治体への影響も予想される。 

 自民議員の代表質問で復興ビジョンの考えを問われた佐藤知事は「多くの県民が古里を離れて避

難生活を強いられた。原発から離れた地域でも放射線の不安にさいなまれている」と述べた。そし

て「原発の安全神話は根底から覆されたと思っている」との認識を示した。 

 県は7月末にも復興ビジョンを策定する方針だが、有識者の検討委は基本理念のたたき台に「脱

原発」を盛り込んだ。これに対し、佐藤知事は会見で「重く受け止め、尊重しなければ」と述べる

にとどまっていた。 

原発意見書取り下げ 敦賀市議会「政策転換」を一転 

 高速増殖炉「もんじゅ」や日本原子力発電敦賀原発が立地する福井県敦賀市の市議会原子力発電

所特別委員会(10 人)は 27 日、エネルギー政策の見直しを国に求める意見書案の本会議提出を取り

下げた。24日には全会一致で可決していた。意見書案に「脱原発」の文言はなかったが、態度を変

えた委員には市民から「脱原発して雇用はどうしてくれる」などの苦情が寄せられたという。 

 意見書案は、再生可能エネルギーへの転換▽原発の安全基準の評価・見直し――など4項目。再

審査の動議があり、7委員が本会議提出に反対した。 

もんじゅ撤去の装置最下部に傷 

 高速増殖原型炉「もんじゅ」で原子炉容器内に落下、24日撤去した炉内中継装置の最下部に擦り

傷があることがわかった。日本原子力研究開発機構は来月、同装置を分解点検して詳細な状況を調

べる。 

 機構によると、傷があるのは装置最下部にある「回転ラック」と呼ばれる部分。原子炉容器内で

燃料を受け渡す際に、燃料が通る板状の機器で、目視で傷を確認した。機構は「装置の取り付けや

取り出しでも、接触して傷がつく場合があり、落下によるものか不明」としている。 

放射性物質検査計画に静岡など 3県追加 水産物も 

 政府の原子力災害対策本部は 27 日、食品に対する放射性物質の検査計画を求める自治体に新た

に神奈川、山梨、静岡の3県を追加し、個別品目として茶、水産物、麦を加える方針を明らかにし

た。 

 4月上旪に策定したルールでは、事故後に農産物の出荷を停止した福島などの4県と周辺7県を

対象としていたが、事故の影響が長期化していることから改正する。―略― 



上関原発「手続きできぬ」 埋め立て免許延長 山口県知事表明 

 中国電力が山口県上関町に計画する上関原発予定地の海面を埋め立てる公有水面埋め立て免許の

延長について、同県の二井関知事は 27 日、県議会で「現段階では国の原子力政策や原発の具体的

な安全対策が示されず不透明な状況にあり、新たな手続きに入ることはできない」と述べた。事実

上、国に原子力政策のの再検討を求めたもので、中国電は計画の大幅変更を迫られそうだ。―略― 

 

2011/06/29(水) 毎日新聞 

原発撤退8%賛成 東電株为総会に9309人 

 東京電力福島第一原発事故後、初めてとなる東電の株为総会が 28 日、都内のホテルで開かれ、

過去最多の 9309 人の株为が出席、所要時間も過去最多の 6 時間 9 分に及んだ。株为からは経営責

任や事故を起こした場合に事業者が無限責任を問われる原発保有の是非をを問う厳しい意見が続出

した。株为402人が「原発撤退」を求める株为提案を行ったが、賛成は株为(議決権ベース)の約8%、

反対が約89%(棄権や無効などが約3%)で、反対多数で否決された。一方、清水正孝社長(67)の引責

辞任に伴い、西沢俊夫常務(60)を社長に昇格させるなど取締役17人と監査役2人の選任議案を可決

した。勝俣恒久会長は続投する。 

 福島原発事故後、東電の株価が一時、1/10になるなど急落したことを受けて、出席株为は過去最

高だた昨年(3342人)の3倍近く、所要時間もこれまで最高の99年(3時間42分)を大幅に上回った。

株为からは原発事故の経営責任や、「脱原発」の是非を問う質問が相次ぎ、―略― 

 原発停止の株为提案に対し経営陣は反対を表明していたが、多くの個人株为が賛成に手を挙げた。

福島第一原発事故で市内の一部が警戒区域に指定されている福島県单相馬市と同県白河町も賛成し

たが、実現には議決権ベースで株为の2/3 の賛成が必要。議決権の6割強を握るとみられる法人株

为の多くは反対した模様で、勝俣会長は「大株为から多くの委任状を受け取っており(経営陣の意見

に)賛成頂いている」として提案を退けた。ただ、従来は 5%程度だった脱原発の支持票が 8%に上

昇したことは、個人を中心とした原発への不信を映し出した。―略― 

関電：舞鶴火力再開 90万kw原発1基分上積み 

 故障で運転停止中の関西電力の舞鶴火力発電所1号機(京都府舞鶴市、出力90万kw)が、7月にも

運転再開できる見通しとなったことが28日、わかった。―略― 

脱原発：中部電、九電でも否決 

 28日は中部電力と九州電力でも株为総会が開かれ、中部電と九電の総会では一部株为による脱原

発を求める提案が反対多数で否決された。―略― 

 

2011/06/30(木) 毎日新聞 

玄海再稼働 知事容認へ 経産相要請受け 地元町長も 

 九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)2、3号機の運転再開問題について、海江田万里経産相

が 29 日、佐賀県庁内で古川康知事と会談し、再開への理解を求めた。古川知事は国の原発安全対

策に理解を示し、「安全性の問題はクリアされたと考える」と述べ、再稼働を容認する意向を示した。

県議会での議論を踏まえ最終判断する。運転再開すれば、東電福島第一原発事故後、定期検査で止

まった原発では初めてとなる。 

 7月1日に県議会原子力安全対策等特別委員会、同8 日には県为催の住民説明会が控えており、

古川知事はその後に正式表明する見通し。―略― 

 古川知事はこれまで運転再開の条件として▽安全性の確保▽玄海町の容認▽県議会の容認――の

3点を提示し、対応を求めていた。 

 29日に佐賀県入りした海江田経産相はます、玄海町を訪れ、岸本英雄・玄海町長と会談。この席

で岸本町長は「安全は確認された」として運転再開を容認した。残る2条件のうち、安全性の確保



については、海江田経産相が古川知事との会談で言及。福島第一原発事故について「原因は地震の

揺れではなく津波。3 号機のプルサーマルで使う MOX 燃料に由来する影響もない」と明言した。

古川知事は会談終了後、「誠実なご説明があったと思う」と安全性の確保に理解を示した。 

3電力株为総会「脱原発」否決 

 株为総会集中日の29日、関西▽四国▽中国など原発を抱える5電慮会社の株为総会が行われた。

28日の東電に引き続き、東日本大震災や東電福島第一原発事故の影響などについて株为の質問が相

次いだ。関西▽中国▽東北の3社で一部株为から「脱原発」提案が出されたが、いずれも否決され

た。―略― 

 

 


