社会評論 2018 SPRING No.192
放射能汚染と向かい合うための基礎知識
51

放射能汚染と向かい合うための基礎知識 ⑮

（京都大学原子炉実験所助教）

七年前に福島第一原発で起きたこと①

今中 哲二

で発生する崩壊熱（放射線のエネルギーが燃料や炉心構造物に

吸収されて発生する熱）を冷却し続けることで、
「閉じ込める」

日本は地震国なので、地震の揺れで原子炉が停止することは

とは放射性物質を環境に漏洩させないことである。

これまでにも経験している。そうした場合、自前の電気がなく

なるので、必要な電気は送電線から取り入れる（外部電源）
。

これまで一四回にわたって、放射能（放射性物質）と放射線、 福島第一原発には、外部電源が三系統六回線あったが、送電鉄

段階で、発電所全体の外部電源喪失という緊急事態に至るが、

ベクトルとシーベルトといった言葉の意味と、原発の炉心には、 塔の倒壊や変電所の破損などでいずれも使えなくなった。この
ウランの核分裂で生じる膨大な量（ベクレル）の放射性物質（核

ーゼル発電機が自動的に起動し、運転員もホッとしたことであ

ここまでの事態は設計想定内だった。各原子炉では非常用ディ

今回からは、七年前に福島第一原発で起きたことの概略を説

分裂生成物）が蓄積されることを説明してきた。

明しておく。福島第一原発は東京電力が最初に建設した原発で、 ろう。そして、地震発生から五〇分後の一五時三六分頃、一〇

海側に長細いタービン建屋が並んでいる。非常用発電機はその

写真を思い出して頂きたい。原子炉が入っている四角い建屋の

１号機（四八万ｋＷ）が運転を開始したのは一九七一年だった。 ｍを越える津波が福島第一原発を襲うことになる。原発事故の
一九七九年までに六つの原子炉が完成した（２～５号機七八万

タービン建屋の地下に置かれていた。福島第一原発での当時の

想定津波高さは五・七ｍだった。易々と岸壁を乗り越えた津波

ｋＷ、６号機一一〇万ｋＷ）
。いずれも米国ＧＥ社が開発した
二〇一一年三月一一日一四時四六分、東北太平洋沖地震が発

はタービン建屋に侵入し、地下の非常用発電機や配電盤が次々

沸騰水型原発（ＢＷＲ）である。
生したとき、１～３号機が運転中で、４～６号機は定期検査の

と機能停止に至った。

とは炉心の核分裂連鎖反応を停止させることで、運転中だった

原子炉計装のための直流電源（バッテリー）も失われた。

まり、
「冷やす」ことがピンチに陥った。また、１・２号機では、

はないとされてきた「長期間にわたる全交流電源喪失」がはじ

こうして、それまでの原発安全設計審査指針で想定する必要

ため停止中だった。原発の緊急事態に対しては、
「止める」
、
「冷

三つの原子炉には、揺れを感じて自動的に制御棒が挿入され核

やす」
、「閉じ込める」
という三つのスローガンがある。
「止める」

分裂は止まった。
「冷やす」とは、核分裂が止まった後も炉心
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核分裂を「止める」ことは上手く行っても、原子炉を冷やし

続けなければならない必要性について説明しておこう。運転中

の原子炉には膨大な量の放射性物質、とくに核分裂生成物がた

放射能汚染と向かい合うための基礎知識 ⑯

七年前に福島第一原発で起きたこと②

は膨大な量の放射線が放出されている。放射線は大きなエネル

原子力発電が始まったときから、破局的な事態をもたらす可

質に吸収されて「崩壊熱」と呼ばれる熱となる。電気出力四六

あるような炉心の中で発生する放射線はほぼすべてが周りの物

ギーをもつ粒子や電磁波である。燃料と構造物で二〇〇トンも

まっていることは以前に説明した。膨大な量の放射性物質から

今 中 哲 二 （京都大学複合原子力科学研究所研究員）
能性があるとして二種類の事故が心配されてきた。ひとつは核

Ｗ、一時間後で二万ｋＷ、一日後で七〇〇〇ｋＷと発熱が続く。

である。原子炉が停止した直後の崩壊熱はその六％の約九万ｋ

分裂のコントロールに失敗して出力が急上昇する「暴走事故」
、 万ｋＷの福島１号機の場合、熱出力はその三倍の一三八万ｋＷ
もうひとつは炉心を冷やすことができなくなって炉心溶融（メ

福島第一原発では、非常用ディーゼル発電機を含め全ての交

七年を過ぎたいまでも約六〇ｋＷの発熱が続いている。

ルトダウン）に至る「冷却失敗事故」である。
一九八六年四月に発生した旧ソ連のチェルノブイリ原発事故
は、原子炉出力が急上昇した暴走事故で、炉心と建屋が一瞬の

流電源が使えなくなる事態に備え、電力を必要としない緊急冷

地震が起きたのは三月十一日一四時四六分で、津波が福島第

却系を備えていた。しかし、それらの冷却系は長時間の運転を

一原発に達したのは一五時三五分頃だった。１号機のメルトダ

うちに破壊された。一九七九年三月の米国スリーマイル島原発

後にポンプの運転を再開できた。分厚い鋼鉄製のお釜である原

ウンはその日の夜、３号機は十三日の午前中、２号機は十四日

想定されておらず、はじめから役に立たなかったり、次々と機

子炉圧力容器はなんとか破壊を免れ、大気中への放射能漏れを

の午後と考えられている。さらに、十五日午前六時には、運転

事故と二〇一一年三月の福島原発事故は後者の冷却失敗事故で

防ぐ格納容器の健全性も保たれた。一方、福島原発事故では、

をしていなかった４号機建屋でも水素爆発が起きた。次号から、

能を喪失したりしてメルトダウンに至った。

「冷やす」ことに失敗してしまい、１～３号機がメルトダウン、

そのプロセスを説明しておく。

ある。スリーマイル島原発事故では、ポンプが止まった後に冷

メルトスルー（圧力容器の溶融貫通）に至った。さらに、格納

却水が減って炉心燃料の半分がメルトダウンしたが、幸い半日

容器も閉じ込め機能を失って大量の放射能放出に至った。
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放射能汚染と向かい合うための基礎知識 ⑰

七年前に福島第一原発で起きたこと③

ら外へ放出される。ＲＣＩＣは、電源の代わりに、崩壊熱で発

生する一次系蒸気を使って動くスチーム駆動のポンプである。

１号機と２号機において事態をさらに深刻にしたのは、計装

制御系に必要な直流電源バッテリーも水をかぶってダウンした

ことだった。津波がやって来るまで、１号機ではＩＣのバルブ

地震が発生したとき運転中だった１～３号機は自動的に停止

もうひとつのＲＣＩＣも起動に必要な直流電源が使えず、結局、

ブの状態は閉だったが、運転パネルの表示は消えてしまった。
）

源がなくなるとバルブ操作ができなくなった。
（このときバル

を断続的に開閉しながら炉心を冷却していたが、津波で直流電
したが、同時に、外部電源がなくなり、非常用ディーゼル発電

今 中 哲 二 （京都大学複合原子力科学研究所研究員）

機が自動起動した。ここまでは設計想定内事態であった。運転

１号機は津波直後から“冷やす”ことに失敗する。

けるため）一次系の逃がし安全弁開］→［原子炉容器内の水位

する。
［冷却水温度・圧力の急上昇］→［
（原子炉容器破壊を避

停止直後の原子炉冷却に失敗すると、事態は次のように進展

員は、崩壊熱を除去しながら、一次系の温度圧力を下げて速や
っていた。そして、地震から五〇分後、一〇ｍを越える津波が

低下］→［水位低下で燃料棒が露出すると燃料棒温度が上昇］

かに一〇〇度以下の冷態停止状態へ持って行く作業にとりかか
押し寄せ、非常用ディーゼル発電機が水をかぶって停止した。

→［燃料棒が損傷すると放射性物資が冷却水に漏洩］→［燃料

反応により水素が発生］→［炉心燃料の溶融：メルトダウン］

“止める”は上手くいったものの、
“冷やす”がピンチになり、

→［高温溶融物が原子炉容器底部にたまり鋼鉄製の底を貫通：

温度が一〇〇〇度を超えると被覆管材料ジルコニウムと水との

１号機の推移

メルトスルー］→［原子炉格納容器の底に溶融物がたまりコン

１号機、３号機、２号機の順にメルトダウン、メルトスルーを

１号機には、交流電源がなくなったときの非常用炉心冷却系

クリートと反応］
。

起こし、
“閉じ込める”にも失敗することになる。

として、非常用復水器（ＩＣ）と原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩ

のっけから“冷やす”に失敗した１号機は、このプロセスを

Ｃ）が備えられていた。ＩＣとは、重力循環型の冷却装置で、
一次系蒸気配管から冷水タンク（ＩＣタンク）内の細いパイプ

ピンチに陥った。

に蒸気を導いて凝縮させ、水に戻して重力で炉心へ還流させる。 一直線に進んだ。そして、三月十一日深夜に“閉じ込める”が
駆動部分を持たず、熱交換により発生する蒸気は原子炉建屋か
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今 中 哲   二
京都大学複合原子力
科学研究所研究員

前九時過ぎで、原子炉建屋２階の電動弁を開け

るのに成功した。続いて二番目の組が、原子炉

建屋地階にある空気作動弁へと向かったが、線

量計が振り切れてしまい途中で引き返さざるを
得なかった。

ルトダウンから、さらに分厚い原子炉容器が底

は、原子炉の状態は、核燃料が融けてしまうメ

る。その内圧が６気圧に達しているということ

た際に大量の放射能漏れを防ぐ最後の壁であ

愕然とした。格納容器は、
〝冷やす〟に失敗し

６気圧にも達していることが分かり、運転員は

の午後一一時五〇分、１号機の格納容器内圧が

作動させはじめた。全電源喪失から八時間余り

き集めてつなぎ込み、暗闇の中で何とか計器を

御室の運転員たちは、自動車のバッテリーをか

るための計装用直流電源を喪った１・２号機制

二〇一一年三月十一日の夜、原子炉の状態を知

１号機の推移（続き）

る必要があった。バルブがある原子炉建屋内 「午後二時半頃にベントによって放射性物質の

状況では、現場まで運転員が出かけて手で開け

すれば済む作業である。しかし、電源を失った

ルパネルのスイッチをマニュアルに従って操作

を開ける必要があった。普段なら、コントロー

中にある、電動弁と空気作動弁の二つのバルブ

酷事故対策として沸騰水型原発（ＢＷＲ）に設

の一九九〇年代に、電力会社による自主的な過

が開いたのが午後二時頃だった。１・２号機共

空気配管に繋ぎ込んでベントの空気作動バルブ

請 け ）の 事 務 所 に あ っ た 小 型 コ ン プ レ ッ サ ー

ベント不能の窮地を救ったのは、協力企業（下

ル取材班、講談社現代新書）
。

はもともとベントは備えられていなかったが、 ２ 号 機 制 御 室 に い た 運 転 員 が 述 懐 し て い る

いう最悪の事態を免れるため、次善の策として

用の排気筒から蒸気と思われる白い気体の放出

『福島第１原発事故７つの謎』ＮＨＫスペシャ
一九七九年の米国スリーマイル島原発事故の後 （

行なわれる格納容器のガス抜きである。原発に

が認められ、格納容器内圧は７・５気圧から

には、格納容器から排気筒につながる配管の途 （空気圧縮機）だった。そのコンプレッサーを

置されるようになった。ベントを実施するため

５・２気圧に下がった。吉田所長は関係機関に

のかなと、個人的には思っていました」と１・

きているっていう状況で、最悪、死もあり得る

状態で、中央制御室で線量そのものが上昇して

「正直にいうともうだめかなと。すでに異常な

抜けするメルトスルーに至っていることを示し

放出がなされた」と連絡した。

炉建屋で大爆発が発生する。

その約一時間後の一五時三六分、１号機の原子
たることになった。耐火服・全面マスク・空気

は、すでに放射線量が上昇していた。１号機運

十二日〇時すぎ、１号機ベントの準備に入るよ

ボンベ装備の最初の組が作業に向かったのは午

ていた。

う指令を出した。ベントとは、格納容器破裂と

重要免震棟の緊急時対策室にいた吉田所長は、 転員らは、二人一組の決死隊を募って作業に当

七年前に福島第一原発で起きたこと④

（18）
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今 中 哲   二
京都大学複合原子力
科学研究所研究員

見たことから、１号機の爆発は原子炉建屋の天

井に溜まった水素が爆発したものと判断した。

頭部が残っていることから、格納容器の閉じ込

め機能もそれなりに維持され、チェルノブイリ

ほどの事態には至っていないようだった。１号

機の現場では消防車を使って原子炉への注水を

試みる作業が水素爆発の後も継続された。

一時間後には全国放送された。日本の原子力専

福島中央テレビの無人カメラが捉えていて、約

１号機の原子炉建屋が爆発した。爆発の瞬間を

格納容器内から水蒸気やガス状放射能とともに

ダウンした炉心で発生した水素が、高温高圧の

たことを意味していた。水素爆発とは、メルト

気爆発であればチェルノブイリ級の事故に至っ

後にぼたん雪のような白いものがふわりふわり

と、突然「ドン」という大きな音がして、数分

避難誘導に立ち会っていた。井戸川氏による

隆氏は北西四㎞のところで入院患者や高齢者の

で爆発が起きたとき、当時の双葉町長井戸川克

は、避難指示を一〇㎞に拡大していた。１号機

れる恐れがあった翌十二日午前五時四四分に

一方、首相官邸の原子力災害対策本部は、十一

門家には、その映像を見て即座に何が起きたの

原子炉建屋へ漏れ出して起きる爆発である。燃

降って来たそうだ。爆発で吹き飛んだ断熱材の

際に起きるとされている（これまで経験したこ

か判断できた人はいなかったであろう。その時

料棒被覆管に使われているジルコニウムという

破片であろう。双葉町にはまだかなりの住民が

１号機の推移（続き）

首相官邸に詰めていた原子力安全委員会の斑目

金属は、一〇〇〇度以上の高温になると水や水

残っていたと思われる。翌十三日に双葉町に入

日午後九時二三分、１号機ベント作業に着手す

委員長は、菅首相による午前中の福島第一原発

蒸気とよく反応し、酸化ジルコニウムになる際

ったフリージャーナリストの豊田直巳氏による

るにあたって原発周辺三㎞以内に避難指示を出

視察に同行した際に「原発で水素爆発は起きま

に水素を発生する（一九七九年の米国スリーマ

と、双葉厚生病院の前で毎時一〇〇〇マイクロ

とはないが）
。瞬時にして格納容器上蓋が吹っ

せん」と請け合ったせいか、頭を抱え込んだま

イル島原発事故では、格納容器内で小さな水素

シーベルトまで測れる線量計が振り切れたそう

地震・津波をきっかけとして福島第一原発事故

ま何も言えなくなったそうだ。

しとしては、爆発の瞬間にオレンジ色が見えた

。わた
返 し 眺 め な が ら、 こ の 段 階 で 起 き る 爆 発 は、 爆発が起きたが大事には至らなかった）

わたしは、爆発の映像を研究室のテレビで繰り

こと、崩壊した建屋の隙間を通して格納容器の

である。

していた。ベントに手間取り格納容器が破壊さ

測した。水蒸気爆発は、メルトダウン溶融物の

「水蒸気爆発」か「水素爆発」のどちらかと推

黄色い頭部が破壊されずに残っているのを垣間

組成で大気中にまき散らされることから、水蒸

塊が格納容器下部に溜まった水の中に落下する

が始まった翌日の三月十二日午後三時三六分、 飛んでしまい、炉心の放射性物質がそのままの

八年前に福島第一原発で起きたこと⑤

（19）
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今中 哲
   二
京都大学複合原子力
科学研究所研究員

最も弱い原発であった。

◦二〇〇二年七月、阪神淡路震災をきっかけに

地震防災を推進するために設置された地震調査

研究推進本部が、福島県沖の日本海溝でＭ８級

の津波地震が発生する可能性についての長期予

この九月十九日に東電刑事裁判の判決が予定さ

九年三月までに三七回もの公判が開かれた。被

二〇一七年六月に初公判が開かれ、以降二〇一

勉強会」を立ち上げた。想定外津波が来ると全

地震と津波をうけ、保安院や電力会社が「溢水

◦二〇〇六年一月、二〇〇四年のスマトラ島沖

二〇一六年二月、指定弁護士が起訴状を提出。 する工作で対応。

測を発表。東電は、長期予測は信頼できないと

れているので、今回は特別にこの裁判について

告三名に対しては「禁固五年」が求刑され、こ

の判断。第五検察審査会も再び審議を始め二〇

は二〇一五年一月、東電幹部四人に再度不起訴

起訴不当」と議決。再捜査を行なった東京地検

七月、東電幹部三人を「起訴相当」一人を「不

ていた東京地裁・第五検察審査会は二〇一四年

分を決定。告発人らの申し立てを受けて審議し

した東京地検は二〇一三年九月、全員不起訴処

者はその後約一万五〇〇〇人に）
。捜査を担当

波に基づいて三・一ｍだった。

定されていた津波高さは、一九六〇年のチリ津

◦福島第一原発の設置許可（一九六六年）で想

でみてみよう。

さまざまなことが明らかになっている。時系列

一方、公判を通じ、津波の予見可能性について

かったので過失はない」というものである。

単に言えば、
「津波は想定外であり予見できな

過失の有無が争われている。被告側の主張を簡

震発生。

◦二〇一一年三月十一日、東北地方太平洋沖地

送りすることを決定。

する会議で、武藤副社長がバックチェックを先

◦二〇〇八年七月、防潮堤の設計や費用を検討

技術グループは防潮堤の建設を提案。

の津波高さが最大で一五・七ｍになると判明。

◦二〇〇八年三月、東電内部の計算で福島第一

でに要求される。

策を含めたバックチェックを二〇〇九年六月ま

電源喪失に至るという共通認識。

一五年七月、東電幹部三人を
「起訴相当」と議

◦奥尻島津波（一九九三年）などの経験から

刑事裁判の経過は、東電や保安院の責任者たち

◦二〇〇六年九月、原子力安全委員会が「耐震

決し、東電元会長・勝俣恒久、元副社長・武黒

が「原発は危険だ」と思っていたら回避できた

の九月十九日に判決が下される。

一郎、元副社長・武藤栄の強制起訴が決まっ

「既往最大」の津波対策では不十分となり、二

はずの事故であったことを示している。

〇人が、東電や政府の原子力関係者三三名を業

た。

〇〇〇年に電事連の会議で日本の各原発の津波

設計審査指針」を改訂。既存の原発も、津波対

二〇一五年八月、東京地裁は検事役を務める指

対してしかるべき対策をとらなかった」という

定弁護士三人を指名（のちに二人追加された）
。 影響を比べてみると、福島第一は津波に対して

「被告らが予見される津波に
務上過失致死傷罪などで福島地検に告発（告発 〔争点〕裁判では、

〔経緯〕二〇一二年六月、被災住民ら約一三〇

説明しておく。

福島原発事故の刑事責任を問う裁判
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る。

Ｂに関する判決要旨の記述、つまり「事故を回

避するには事前に原発を止めるしかなかった」

という事実認定は、わたしには「噴飯モノ」と

しか言いようがない。防潮堤建設は津波対策の

一年三月の時点において、客観的に信頼性、具

対する専門家の評価はさまざまであり、二〇一

える津波の根拠となった地震本部の長期予測に

Ａの予測可能性について判決は、
「一〇ｍを越

は成立しない」そうである。

があったとは認められず、業務上過失致死傷罪

炉を停止して事故を回避すべきほどの注意義務

従って、被告三人には、
「津波が来る前に原子

に原発を止めておくしかなかった。

Ｂ、事故を回避するには、津波がやってくる前

測の信頼性は不十分であった。

Ａ、一〇ｍを越える津波がやってくるという予

まず事実として、以下の二つを認めている。

判決のロジックを整理すると次のようになる。

ておく。判決要旨を眺めながら、わたしなりに

い渡した。今回もこの裁判についてコメントし

わたしの予想に反して東電幹部三人に無罪を言

義務が東電幹部にあったことは明々白々であ

発生は予測されており、津波被害に対する注意

り、防潮堤建設の提案がなされていた。津波の

グループからも一五・七ｍの津波の試算があ

述べたように、二〇〇八年には東電内部の技術

への対応を考えておく」ことである。前回にも

が一にでもその可能性があれば、そうした事態

確保の根本は、
「常に最悪の事態を想定し、万

断しない、ということらしい。原子力の安全性

地震が起きる」と言えなければ予測可能とは判

性のある予測、つまり「いつどこでどの程度の

裁判所のいう「予測可能性」とは、確実で具体

せようとしてきたことであった。

脆弱な福島第一原発へのバックチェックを遅ら

の耐震設計審査指針の改定以降は、津波対策が

家への工作を行なったことであり、二〇〇六年

を受けその信頼性を低めるため東電自身が専門

になったことは、二〇〇二年の長期評価の発表

九月十九日の東電刑事裁判の東京地裁判決は、 残る」としている。一方、公判の過程で明らか

ているが今回の判決もその典型である。

たててでも秩序維持を補完するシステムと考え

った。以来、裁判というものは、屁理屈を組み

判長が交替し、結局のところ裁判は惨敗に終わ

は勝つのでは」と思っていたら、判決間際に裁

専門家のお粗末さが明らかになり、
「この裁判

判が進むにつれ、国の安全審査を担当していた

消裁判で原告側弁護団の手伝いをしていた。裁

日本最初の原発裁判である伊方原発設置許可取

四〇年余り前、まだ二〇歳代だったわたしは、

じなかったという過失の責任を免れない。

務があったにもかかわらずしかるべき対策を講

電幹部三人は、津波による事故を回避すべき義

根拠としているＡとＢはどちらも成立せず、東

ある。わたしからすれば、裁判所が無罪判決の

発を停止せずとも有効な対策が行なえたはずで

海水が浸入しないよう密閉構造にするなど、原

を高台にも設置したり、タービン建屋を津波の

ひとつに過ぎないし、非常用ディーゼル発電機

体性のあった予測と認めるには合理的な疑いが

福島原発事故の刑事責任を問う裁判の
東京地裁判決
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圧に達して高止まりしてしまった。運転員は、

何度かＳＲＶを開こうと試みたが成功しなかっ

た。一方、
（バッテリー不足のため欠測期間が

あるが）原子炉水位は減少し続け午前四時には

燃料が露出し破損が始まっていたと思われる。

した。原子炉水位が下がりはじめ、一二時三五

されたものではなく十二日一一時三六分に停止

ＲＶが開となり炉心の急速減圧が発生した。こ

作動させようとしていた午前九時八分、突如Ｓ

運転員らが自動車バッテリーを集めてＳＲＶを
ここ二回ほど東電刑事裁判の問題へ寄り道した

ＲＶから抜けた蒸気は、格納容器のひとつであ

が、事故発生時の福島第一原発に話を戻す。

る圧力抑制プール（ＳＣ）に導かれた。する

の時の記録をみると、七五気圧までパルス状に

と、ＳＣ内圧が上昇して、すでに準備が整って

増加してから一気に一〇気圧以下へ落ちてい

蒸気圧が下がるとＨＰＣＩの動作が次第に不安

いたベント系配管のラプチャーディスク（破壊

分「水位低」信号によりもうひとつの蒸気駆動

定となり、運転員は、ＨＰＣＩの停止に備え

バルブ）が破れて、蒸気や水素と共に大量のガ

二〇一一年三月十一日午後、津波により非常用

て、ＤＤＦＰ（ディーゼル駆動消火ポンプ）に

ス状・揮発性放射能が排気筒から大気中に放出

る。おそらく、すでに溶融した燃料が炉水に落

よる代替注水の準備を始めた。しかし、ＤＤＦ

された。

注入系であるＨＰＣＩ（高圧注入系）が自動起

三号機が一、二号機と違ったのは、バッテリー

Ｐの吐出圧は五気圧程度なので、炉心注水のた

ややこしい話になったが、
「三月十三日午前二

動した。ＨＰＣＩの注入量はＲＣＩＣに比べて

直流電源が冠水を免れ津波の後も使えたことで

めには炉心の圧力をさらに下げる必要があっ

時四二分にＨＰＣＩを停止した後の減圧と代替

発電機が停止し全交流電源喪失に陥った。１号

ある。原子炉の温度・圧力といった計装やバル

た。そこで運転員は十三日午前二時四二分にＨ

注入に失敗した」ことが三号機のメルトダウン

機は、その日のうちにメルトダウン・メルトス

ブの開閉には直流を用いるので、運転員は原子

ＰＣＩを手動停止し、続いて圧力逃がし安全弁

に繋がったのだった。

大きいため今度は原子炉圧力が急速に低下し、 下した際の蒸気発生にともなう「圧力高」で八

炉の状況を把握できた。交流電源喪失後の三号

リー切れのためか）バルブが作動しなかった。

るタービン駆動ポンプ（ＲＣＩＣ、原子炉隔離 （ＳＲＶ）を強制的に開こうとしたが（バッテ

機の冷却は、炉心崩壊熱で発生する蒸気を用い

ＨＰＣＩが止まって注水がなくなった炉心で

ルーを起こし、十二日午後に水素爆発に至っ

時冷却系）によって継続され、原子炉圧力は約

十二日の夕方には一〇気圧程度まで下がった。 つあるＳＲＶが一斉に開いたものであろう。Ｓ

七〇気圧で、水位も十分に維持された。

は、圧力が逆に急増し午前四時三〇分頃七〇気

三号機の推移

しかし、ＲＣＩＣは長時間運転を想定して設計

た。

九年前に福島第一原発で起きたこと⑥

（22）

◌
基◌
礎◌
知◌
識

放射能汚染と
向かい合うための




今中 哲
   二
京都大学複合原子力
科学研究所研究員

マとドーナツを収容している四角い建物が原子

炉建屋である。福島第一原発が作られた頃は、

メルトダウンが起きても格納容器があれば放射

能の大量放出を防げると考えられていた。一九

七九年の米国スリーマイル島原発事故をきっか

けに安全設備の見直しがあり、格納容器破壊を

る。格納容器の圧力は再上昇し、ベントが繰り

さけるための次善のガス抜き策として『ベント

返され、そのたびに排気筒から放射能が放出さ

系』が設置された。

一緒に放出される。また、燃料棒の鞘はジルコ

れた。そして翌一四日一一時一分、３号機原子

分裂で発生する熱により二八〇度Ｃで七〇気圧

ニウムという金属の合金であるが、一〇〇〇度

炉建屋の最上階で水素爆発が発生し、キノコ雲

３号機では、何とかベントには至ったものの、

メルトダウンへつながったと述べた。注水が途

Ｃを越えると水と激しく反応して水素を発生す

のような黒い雲が立ち上った。政府事故調の見

という高温高圧の蒸気を作ってタービンに送っ

絶えていた間に炉心の水位が下がり燃料損傷が

る。さらに燃料温度が上がると、核燃料や炉心

積もりによるとこのとき爆発を起こした水素量

ている。何らかの原因で配管が破断した場合を

始まった。午前九時八分、突然にＳＲＶが開い

構造材が融け始める（メルトダウン）
。こうし

は四〇〇㎏で、ＴＮＴ火薬一二トンに相当す

前号では「三月一三日午前二時四二分に高圧注

て高圧蒸気やガス状・揮発性放射能が圧力抑制

た事態においても放射能を外部へもらさないた

る。１号機建屋の壁は鉄骨構造で薄く爆発力は

メルトダウンの進行は防げなかった。底に溜ま

プール（ＳＣ）に放出された。減圧沸騰にとも

めに作られているのが格納容器である。ＢＷＲ

横に抜けたが、３号機建屋の壁は鉄筋コンクリ

った溶融物により原子炉容器が底抜けするメル

なう急激な水位低下で炉心損傷が一挙に進ん

の格納容器は、原子炉容器やポンプを丸ごと収

ートで厚く重かったため上に吹き上がったと思

想像して欲しい。お釜の中の水はあっという間

だ。ＳＣのベント系配管を通って高さ一二〇ｍ

納しているドライウェル（ＤＷ）と、噴き出し

入系（ＨＰＣＩ）を停止した後、逃がし安全弁

の排気筒から大量の放射能放出が始まった。

た蒸気を配管で導いて凝縮させる圧力抑制プー

われる。

トスルーが起きたのは午前一一時前とされてい

原発に不慣れな方のためにＢＷＲの構造を簡単

ル（ＳＣ）に分かれている。それぞれの形か

に沸騰して失われ、燃料棒温度が上がり破損が

に説明しておこう。原発の心臓部は、お釜（原

ら、私はダルマとドーナツと呼んでいる。ダル

始まる。まずガス状・揮発性の放射能が蒸気と

子炉容器）である。お釜の中央（炉心）には約

圧の消防注水が出来なかったこと」が３号機の

五万本の燃料棒が詰め込んであり、普段は、核

（ＳＲＶ）が開かず原子炉の減圧に失敗して低

３号機の推移②

九年前に福島第一原発で起きたこと⑦
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ダウン・メルトスルーに格納容器破壊が重なる

と、遮るものなく大量の放射能が大気中に放出

される「チェルノブイリ」である。チェルノブ

イリを防ぐための次善の策が、格納容器のガス

抜き、いわゆる「ベント」である。１号機と３

インが復旧し一六時半に消防車からの送水が始

ース等が破損し復旧作業が行なわれていた。ラ

れていたが、午前中の３号機水素爆発によりホ

消防車による代替注水ラインがセットアップさ

断された。ＲＣＩＣの停止に備えて、前日から

位の低下が始まり一三時二五分に機能停止と判

冷却が続いていたが、十四日の昼頃から炉心水

蒸気タービン駆動の非常用ポンプ）による炉心

午前中にメルトダウン・メルトスルーが始まり

炉建屋の水素爆発に至った。３号機は、十三日

ルトスルーを起こし十二日一五時三六分に原子

１号機は、三月十一日の夜にメルトダウン・メ

が進行した。

にかけて２号機のメルトダウン・メルトスルー

すようになった。つまり、十四日の夕方から夜

が、二四時頃にはドライウェルと同じ挙動を示

りした。炉心圧力は大きな変動を示していた

四時頃（一五日〇時）頃から約七気圧で高止ま

ェル、ＤＷ）圧力が少しずつ上昇をはじめ、二

まっていた。一九時頃から格納容器（ドライウ

防車の様子を見に行くと燃料切れでポンプが止

２号機では、原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ、 れるはずだったが、一九時二〇分に担当者が消

一四日一一時一分に水素爆発に至った。この間

格納容器の設計耐圧は約四気圧である。メルト

ＳＲＶ開と同時に消防車による代替注水が行わ

出し始めていたと思われる。ＳＲＶ開にともな

た。このときまでに水位が下がって燃料棒が露

安全弁（ＳＲＶ）が開いたのは一八時頃だっ

源に繋ぎ込み、炉心圧力を下げるための逃がし

ゼロになった。吉田所長は、最小限必要な人員

機格納容器（圧力抑制プール、ＳＣ）の内圧が

地では午前六時頃に新たな爆発音があり、２号

り得ない、命がけでやれ」と檄を飛ばした。現

ーションセンターに乗り込んで「撤退なんてあ

聞いた菅首相は十五日未明に東電本社のオペレ

官邸に申し入れたのはこの段階である。それを

東電の清水社長が、第一原発からの撤退を首相

危機的状態に陥った。

に水位が減少し大規模な燃料損傷が始まった。 ないまま約七気圧の格納容器内圧が続くという

う圧力低下により急激な炉心沸騰が起きて一挙

を残し、残りの職員は退避するよう命令を出し

ーディスクが開かず、十四日夜、ベントが出来

しても、ベント系の最後の隔壁であるラプチャ

行なわれていた。しかし、格納容器内圧が上昇

十三日の段階でベントラインのセットアップが

定程度の密閉性が保たれた。２号機では、三月

号機では何とかベントに成功し、格納容器に一

まったが、高圧のままの炉心には注水されなか

た。

った。自動車のバッテリーをかき集めて直流電

２号機の推移

九年前に福島第一原発で起きたこと⑧

（24）

◌
基◌
礎◌
知◌
識

放射能汚染と
向かい合うための




今中 哲
   二
京都大学複合原子力
科学研究所研究員

を呼びかけたのはこの危惧からだった。
）とこ

ろが翌十六日、自衛隊のヘリコプターが現場上

空を飛んでみると、意外にも、破壊された４号

機建屋のプールに水が残っていることが確認さ

れた。
後に判明したところでは、
十三日から十四

４号機の水素爆発と２号機の格納容器破壊

ている原発事故とがないまぜとなり、一気に

周辺の風景、
といったイメージと、
目前で進行し

三〇㎞が廃墟となっているチェルノブイリ原発

２号機では、ベントがうまく行かず、十四日深

して４号機建屋に溜まり爆発したものだった。

号機と共用している排気筒配管から水素が逆流

日にかけて３号機でベントを行なった際に、４

二〇一一年三月十五日、この日の朝刊一面は

４号機水素爆発という事態はわたしには不意打

感覚は大なり小なり二か月くらい続いた）
。

いていた。十五日朝、吉田所長の退避命令が出

容器で設計耐圧を越えるという危機的状態が続

夜から、放射能もれを防ぐ最後の壁である格納

見が始まるのを待っていた。中継が始まり、菅

ずだった。その４号機で水素爆発というのは、 容器圧力は七・一気圧だったが、次の一一時二

首相の短い話の後、
枝野官房長官が
「今朝六時頃

五分の読み取りでは一・五気圧まで下がってい

てからは、残った運転員もいったん重要免震棟

た。この間に格納容器の破壊が生じ、大量の放

に引き上げ、交替で制御室へ出かけて計器の読

電源喪失で冷却できなくなったプールの水位が

射能放出が始まった。午前一〇時頃には、２号

ちだった。
４号機は定期検査中で、
核燃料は全部

敷地内では四〇〇ミリシーベルトという極めて

下がり燃料棒が露出し、温度が上がり被覆管の

４号機において水素爆発がありそれにともなう

高い放射線量が認められている」
と発表した。

ジルコニウムと水とが反応して水素ガスが発生

機建屋から白い煙（水蒸気）の放出が認められ

み取りを行なっていた。午前七時二〇分の格納

この会見を聞きながらわたしは、
「福島はつい

ている。この日の放射能放出が福島原発事故で

取り出され建屋最上階の使用済み燃料プールに

にチェルノブイリになってしまった」
と確信し

したものと考えられた。使用済み燃料が剥き出

火災が続いている。六時半頃にポンという音が

た。
と同時に、
この場面はどこかで見たことがあ

最大の汚染をもたらすことになる。
（枝野氏の

気中に放出され続け、第一原発は全滅状態にな 〝２号機でポンという爆発〟は４号機の水素爆

しとなると、放射線量が高くなって誰も建屋に

る。（米国政府が原発周辺八〇㎞の自国民に避難

るという既視感とともに、何やら自分が映画の

日本で原発大事故が起きたら、という若い頃に

発のことだったと判明している。
）

頭の中でやっていたシミュレーションや、周辺

中にいるような気分になったのを覚えている。 近づけず、ガス状や揮発性の放射能が大量に大

して２号機の格納容器が損傷したと思われる。 移されていたので、メルトダウンは起きないは

に放り込まれてしまった
（この
前一一時、わたしは職場のテレビの前で記者会 〝非日常の世界〟

「２号機空だき状態」
という大見出しだった。午

九年前に福島第一原発で起きたこと⑨
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とで、実験所近くの小料理屋に同僚の小出裕章

さんを含め五人ほどが集まった。地震・津波の

ようすが気になり何となく不安な集まりだった

が、わたしにはもうひとつ心配があった。実

は、バロージャの希望で、翌日から南紀・那智

勝浦の温泉へ観光旅行に出かける手筈になって

ことを確認しキャンセルの電話を宿に入れた。

倍くらいにまで上昇し、ベントを試みているが

帰宅後、
紀伊半島にも津波警報が出ている
ージャには研究所の宿泊所で休憩してもらい、 いた。

うまくいかないようだ。
（ポンプ停止で炉心を

二〇一一年三月十一日 「福島第一原発が大変

冷やせない）→（冷却水が蒸発して水位が下が

翌十二日に研究室へ出てすぐにわかったのは、

る）→（燃料棒の温度が上がる）→（メルトダ

午後パソコンに向かっているときに地震が発生

た。
（その後九・〇に変更された。
）

ウンが始まる）というのが、一九七九年の米国

した。わたしは揺れには気づかなかったが、同

この日は午後四時から、わたしの部門の定例ミ

スリーマイル島原発事故の教訓である。スリー

な こ と に な っ て い る 」と わ た し が 気 づ い た の

に「福島原発冷却できず」という記事が出てい

ーティングが予定されていた。わたしをはじめ

マイルでは、メルトダウンが始まりかけたとこ

は、地震・津波をきっかけに原発事故がはじま

た。すでに原子力緊急事態宣言が発令されてい

部門メンバーのほとんどが早めに会議室に集ま

ろでポンプの運転を再開し、全面的なメルトダ

福島第一原発の非常用発電機が津波ですべてダ

て「えらいこっちゃ」ということで、その日は

りＮＨＫを眺めた。大きな津波が発生したよう

ウンを免れた。限られた情報であったが、１号

ウンしてしまい電源喪失が続いていることだっ

土曜日だったが、予定を変更し自転車で二〇分

だが被害の詳細は分からなかった。午後四時

機の状況はすでにスリーマイル事故より悪そう

僚から東北で大きな地震が起きたようだと教え

の研究室へ出向いて情報収集をはじめた。

停止し、異常な放射能の放出は認められていま

は関西空港の出迎えロビーにいた。チェルノブ 「東京電力の発表によると、福島の原発は自動

実は、前日三月十一日（金）の午前中、わたし

せん」というニュースを聞いたところで、見て

だとわたしは判断した。

った翌日の三月十二日の朝刊を見たときであ

イリ原発事故二五年というテーマで、三月十八

いたらキリがないから、ということでテレビを

怒濤の日々が始まった。

た。１号機では格納容器内圧が、設計耐圧の二

日に原子炉実験所で予定していた原子力安全問

切ってミーティングを始めた。

てもらった。あわててネットをチェックする

題ゼミのゲストとして、チェルノブイリ調査の

この日の夕方は、バロージャの歓迎会というこ

と、マグニチュード八・四の地震が発生してい

パートナーであるバロージャ‐ティーヒーにウ

不明多数」という大見出しと津波の写真の右隅

クライナから来日してもらったのだった。バロ

る。一面の「東北で巨大地震・大津波 死者・

環境への放射能放出と汚染の拡大
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の北西へ、じきに北へ流れたようだ。

どこの原発でも敷地周辺にＭＰ（モニタリング

ポスト）が設置され、放射線量がリアルタイム

でインターネットに公開されている。当時のわ

たしは、福島県のＭＰシステムにアクセスして

で水蒸気とジルコニウム金属の化学反応により

が破壊されたが、これは、メルトダウンの過程

た。１号機と３号機では水素爆発が起きて建屋

トダウンしてしまう「冷却失敗事故」であっ

プが動かせなくなり、炉心が高温になってメル

一方、福島は、電源喪失にともなって冷却ポン

放出された。

ロンチウムといった融点の高い放射能も大量に

能放出が約一〇日間続き、プルトニウムやスト

らに、炉心材料の黒鉛が燃えだして大量の放射

が、はらわたが飛び散るように放出された。さ

一瞬のうちに破壊され、炉心の核燃料や構造物

上昇した「暴走事故」で、原子炉とその建屋が

反応のコントロールに失敗し出力が爆発的に急

いて述べておこう。チェルノブイリは、核分裂

チェルノブイリと福島の放射能汚染の違いにつ

チェルノブイリと福島

プルーム（放射能を含む大気の塊）はまず原発

１号機のベントと水素爆発で放出された放射性

ら手間取ってしまい、ベントに成功したのは午

こと、なによりも未経験な作業であったことか

た。しかし、電源がないこと、放射線量が高い

納容器のガス抜きであるベントの実施が決まっ

ていることが判明し、
「次善の策」として、格

納容器の内圧が設計耐圧四気圧の約二倍に達し

二日未明、放射能閉じ込めの最後の壁である格

十一日夜にメルトダウンした１号機だった。十

最初に放射能の大量放出を起こしたのは、三月

１号機のベントと水素爆発の放射性プルーム

性のテルル、
ヨウ素、
セシウムなどであった。

体から遊離し気化したガス状のキセノン、揮発

気中に放出された放射能は、もっぱら高温溶融

ので、
原子炉そのものの爆発ではない。
福島で大

が放射能漏れを起こしたのかと驚いたことであ

三時三六分には、建屋で水素爆発が発生した。 た。東北電力の担当者は、自分のところの原発

後二時過ぎだった。その一時間余りたった午後

ろう。

のＭＰは毎時二一マイクロシーベルトを記録し

付け根の東北電力女川原発（北北東一一〇㎞）

に達している。三月十三日午前二時、男鹿半島

ったん太平洋に出て、仙台湾を横切り男鹿半島

この後、放射性プルームは南相馬市辺りからい

が毎時一三六マイクロシーベルトであった。

後五時には浪江町浪江ＭＰ（北北西八・六㎞）

衆の年被曝限度一ミリシーベルトに達する。午

地外での最大の放射線量であり、一三分間で公

た。わたしが知る限り、福島原発事故による敷

四六一〇マイクロシーベルトが記録されてい

分に双葉町上羽鳥ＭＰ（北西五・六㎞）で毎時

る。そのデータによると、十二日午後二時四〇

タが回収され一九か所のデータが公開されてい

いなかった。その後、ＭＰに残存していたデー

みたが、地震・津波にともなう障害で機能して

水素が発生し、建屋天井に溜まって爆発したも

環境への放射能放出と汚染の拡大②
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いる。

２号機と最悪の三月十五日

津波により非常用ディーゼルが止まり全交流電

源喪失が起きたとき、２号機はたまたま電源を

必要としないスチーム駆動の非常用冷却ポンプ

れ、十四日午前一一時一分に原子炉建屋で水素

された。３号機ではその後もベントが繰り返さ

り午前九時過ぎに最初の格納容器ベントが実施

に至ってメルトダウン・メルトスルーがはじま

た。なすすべはあったはずなのに、十三日早朝

水位・圧力の計測やバルブの操作も可能だっ

ーが水没を免れたので直流電源が残り、原子炉

た。１・２号機と違って、３号機ではバッテリ

１号機の次にメルトダウンしたのは３号機だっ

３号機メルトダウンとロナルド・レーガン

原発に達した。

ん太平洋に出て、一一〇㎞離れた東北電力女川

性プルームは北へ流れ、南相馬を通っていった

に至った。前回述べたように、このときの放射

が進み、十二日一五時三六分に建屋の水素爆発

く、まっしぐらにメルトダウン・メルトスルー

原発事故がはじまると、１号機はなすすべもな

三月十一日午後の地震・津波をきっかけとして

二〇一九年三月、元兵士たちの訴えを却下して

れた。しかし、カリフォルニア州の連邦地裁は

生し、東京電力を相手に米国での裁判が起こさ

で、出血、脱毛、ガンなどさまざまな病気が発

はじめトモダチ作戦に参加した兵士たちの間

る。作戦終了後、ロナルド・レーガン乗組員を

ロシーベルトという放射線量が記録されてい

たようだ。十三日午後七時に毎時約二〇マイク

更したものの丸半日ほどプルームに囲まれてい

ルームと遭遇したのだった。あわてて進路を変

た。３号機最初のベントで放出された放射性プ

業を行なっているときに突然放射線量が上昇し

台沖約一〇〇㎞を航行しながら救援物資空輸作

のため急遽北上した。三月十三日午後一時、仙

にいたが、被災者支援の「トモダチ作戦」参加

子力空母ロナルド・レーガンはフィリピン海域

地震・津波が起きたとき、横須賀基地所属の原

西からの風により太平洋側へ流れていった。

十四日にかけて放出された放射能のほとんどは

時四四・七マイクロシーベルトを記録した。

設置されていたモニターは午後六時二〇分に毎

に沈着して大規模汚染となった。飯舘村に急遽

ったことだった。大気中の放射能が一挙に地表

キーだったのは、このプルームと雨や雪が重な

プルームが流れた。北西方向の人々がアンラッ

ると、浪江町、飯舘村、福島市へと北西方向に

いわゆる中通りの放射線量が上昇し、夕方にな

第に西よりになり、宇都宮、那須塩原、郡山と

は午前一〇時台だった。午後からは風向きが次

ターが毎時〇・八マイクログレイを記録したの

城県、千葉県を通って、東京新宿の放射線モニ

十五日未明にかけてのプルームは南へ流れ、茨

四日深夜から大量の放射能放出がはじまった。

格納容器が設計耐圧を越える状況が続いた。十

がうまくいかず、放射能漏れの最後の壁である

ルーがはじまった。２号機では、なぜかベント

態が悪化し、夕刻からメルトダウン・メルトス

えたが、十四日午後に機能停止すると急速に事

が動いていた。このポンプは約三日間もちこた

爆発が発生した。幸いというべきか、十三日と

環境への放射能放出と汚染の拡大③
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九万︵平均約五万︶ベクレル︑汚染濃度は土壌

一㎏当り三〇〇〜二〇〇〇︵平均約一二〇〇︶

ベクレルだった︒葛飾区や隣接する千葉県松戸

市︑柏市一帯は︑東京近辺でのホットスポット

のような汚染となっていた︒ちなみに︑放射性

だったのは︑この日は天気が良く地表にほとん

れて関東一円に達したが︑東京の人びとに幸い

よう︒その放射性プルームは︑はじめは南に流

器損傷プロセスにともなう放出が第二波と言え

十五日未明からはじまった︑二号機での格納容

な上昇を記録した︒

に達し︑女川原発のモニタリングポストが異常

いを北上し太平洋へ出て仙台湾を越え牡鹿半島

波で︑その放射性プルームは︑浜通りの海岸沿

ベントと水素爆発にともなう放射能放出が第一

陸上の汚染に着目すると︑三月十二日の一号機

ぎを覚えている方も多いだろう︒

︑
蒲田の駅前で約四〇〇〇ベクレ
ル水がたちまち売り切れたりして︑当時の大騒 ︵一三年四月︶

のは三月二十二日だった︒東京ではペットボト

り二一〇ベクレルのヨウ素一三一が検出された

に対する規制値の約二倍にあたる一リットル当

東京都葛飾区金町浄水場の水道水から︑乳幼児

う︒

ころはわからない︒この時が第三波と言えよ

二号機と三号機の両方と思われるが︑確かなと

重なって広汎な汚染地域を形成した︒放出源は

部を舐めるように放射性プルームが流れて雨と

は︑岩手県・宮城県の太平洋側から関東地方南

平洋側に流れた︒二十日から二十二日にかけて

三年二月 ︶
︑都庁裏の公園で六〇〇〇ベクレル

ル︵一二年十二月︶
︑
お台場で一万ベクレル︵一

茶の水駅の近くで一平方ｍ当り七〇〇〇ベクレ

でのセシウム一三七汚染密度を紹介すると︑
お

その他にわたしの測定から︑
いくつか東京都内

経ってからだった︒

京などで除染活動が始まったのはおおむね一年

の除染など必要な対応をすべきであったが︑東

治体は︑速やかに情報を発信し道路・公共施設

区域とするよう定められている︒政府や地元自

クレルの汚染の恐れ﹂がある場所は放射線管理

同位元素等規制法では︑
﹁一平方ｍ当り四万ベ

ど沈着しなかったことだった︒昼から夕方にか

形成した︒

これが今に至る北西方向の﹃帰還困難区域﹄を

︵自然放射線レベルの四〜五倍︶で︑セシウム

率が毎時〇・二〜〇・二五マイクロシーベルト

や雪と重なって大規模な地表沈着を起こした︒ 染調査結果では︑公園内五カ所で空間放射線量

福島市に達した︒この時︑放射性プルームは雨

一三七の値は︑汚染密度が一平方ｍ当り二万〜

染はそれが数日で起きたようなものだった︒

一万程度だった︒
福島原発事故による東京の汚

汚染は数年間の積算で一平方ｍ当り五〇〇〇〜

験によってもたらされた日本のセシウム一三七

一九六〇年代前半︑
米ソの一連の大気圏内核実
浄水場からほど近い東金町運動場公園の土壌汚

それから数日間の放射性プルームはもっぱら太

といった値であった︒
もなって北西方向に流れて︑浪江町︑飯舘村︑ 二年後の二〇一三年三月にわたしが行なった︑ 〇ベクレル︵一六年一月︶

ル︵一五年十二月︶
︑
東村山市の神社で約五〇〇

けて放出されたプルームは︑風向きの変化にと

環境への放射能放出と汚染の拡大④

（29）

