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『東電福島第一原発3号機・核爆発』検証ノート

改訂版　2017年10月22日
▲

この『3号機・核爆発」検証ノートは、私が約6ケ月かけて、「検証」した結果をまとめたものである。

その結果、私は『3号機・核爆発』は真実であるとの、揺るぎない確信を得ることができた。

私たち‥・脱原発派…のほとんどは、「原発問題」の非専門家である。

しかしながら、民放テレビが報道した映像やインターネットで見ることができる記録動画・写真を

繰り返し見ることによって、自然に、私たちの脳裏に浮かんでくる素朴な疑問を大切塙して、

自分自身の目と頭で　忍耐強く科学的事実を確かめさえずれば　誰でも『3号機・核爆発」は

真実であるとの結論に達することができるのではないだろうか。

3号機が核爆発したあの瞬間、もし、海の方へと風が吹いていなかったら、もし、逆向きあるいは

無風状態だったらどうなっていたのか、想像してみよう。衝撃的な悲劇が生まれていたに違いなのである。

不運にもあの時、死の灰のブルームを浴びたのは、空母ロナルド・レーガンの乗組員たちであった！

【検証　スタート！】（太字はすべて筆者・篠原英雄のもの）

1．私たちは、いつどのようにして、3号機の爆発は「水素爆発」だと知ったのだろうか？

①　初めに、テレビ局の報道で知る

「日本テレビ」は、（2011年3月14日）　午前11時1分からの記録動酉　を報道している。

＜ilt中子細野母型吐出旦COm『棚tCh？牛旦S15pZ沃畦上＞（以下は、アナウンサーの声を文字起こししたもの）

「この映像がネ、私、非常に気になるんですけれども、やはり、炎が見えてるところが非常に気になり

ます。炎ということは、極めて高い温度であるということが…・。それから、見えるように落ちてま

ますよネ、いろいろな物が。「落ちてます、画面の真ん中あたりです。」－女性の声－

1号機の爆発の時は見られなかったと思います。上にのぼってる煙の色は似ていますけれどもえ。

こちらの方が、はるかに規模の大きな爆発であったと思います。「高く煙が上がっているというのか

3号桜の特徴といえます」一別の男性の声－そうですね。で、落下物が極めて明確に見えますよえ。

これ、かなり大きな構造物が落ちてきてるんだと思います。」

NHKは、なぜか、午前11時8分の映像を報道（11二23に速報）している。

NHKに対する疑問。昏初から、情報捏作の手がはいっていなかったのだろうか？

（D　新聞はどのように報道していたのか。

（東京新聞・2011年3月14日夕刊1両）によると

「3号機も水素爆発」（福島第一原発・午前11時8分の写真）となっている。

東京新聞は、なぜ、NHKの映像写真を使って報遷したのだろうか？

東京新聞は2011年6月6日付け朝刊1両の記事で（『原発報道一東京新聞はこう伝えた：2012年11月容より）

「3号機爆発は「榛轟」一超音速衝撃の破壊力」と大見出しで報道している。（以下はその全文）

3月14日に東京電力福島第一原発3号機で起きた水素爆発は、衝撃波が音速を超える「爆轟」と

呼ばれる爆発現象だったことが、財団法人エネルギー総合工学研究所（東京都港区）の解析で分か

った。発生した水素の量の違いで、1号機より破壊力が高い爆発が発生したという。

3号機の爆発は、灰褐色のきのこ雲のような塵が上空約300mまで立ち上り、海外の一郭では

「核爆発」説も流れた。白煙が横方向に噴き出すような形の1号機の爆発に比べて格段に規模が

大きかった。同研究所は、経済産業省から委託を受けて開発したシミュレーションソフトを使い、

水素がどのように爆発したかを解析した。
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3号機は3月13日午前2時40分、原子炉の燃料棒を冷やす注水綬能が停止。燃料棒の周囲の水が温

まって水蒸気となり、燃料棒を覆うジルコ二注合金と水蒸気が化学反応を起こし、大量の水素が

発生した。水素は酸素と反応すると爆発し、空気中の水素濃度が18％を超えると爆轟現象が起ぎ

やすくなるという。3号機では最終的に540kgの水素が発生。原子炉建屋最上階での濃度は約30％と

な県　注水停止から約32時間後の14日午前11時1分に爆裏が起きた。燃焼時間は0・02秒で、

建屋内の圧力は約60気圧（通常は1気圧）に達し、建屋上蔀が吹き飛んだ。

一方、1号桜は冷却停止から爆発までの時間が約24時間で炉内の燃料棒も3号機より

少なかった。水素発生量は270kgで3号機の半分となり、建屋最上階での濃度は15％にとど

まった。このため爆轟は起きずに水素の燃焼場数秒続き、建屋の壁が壊れて煙が噴き出した。

内藤正則・同研究所部長は「3号機は建屋の鉄骨がぐにゃぐにゃに曲がっており、爆轟の破壊力の

大きさを裏付ける。航空写真からは1号機の壁は建屋近くに崩れ落ちており、解析結果とよく一致

する。」と話している。

［設計に影響大きい　三宅淳巳・横浜国立大教授（安全工学）の話】

爆轟が起きるかどうかは気体の濃度のほか、空間の密閉強度や着火する際に加えられるエネルギーの大きさに

よって左右される。爆壷が起きたと分かれば今後の原発の設計に与える影響は非常に大きい。

メモ：爆発は、燃焼が広がっていく速度が音速（秒速340メートル）を超えるかどうかで「爆婁」と

「爆撚」に分けられる。燦然は大きな衝撃波を伴わず被害が比較的軽いことが多い。

この報道は、私たちの検証が進むにつれて「頭隠して尻隠さず」の典型であることが、明らかとなる。（筆者）

2．マスコミ報道は「水素爆発」一色だけれど　しかし、インターネットで爆発時の記録動画や写真を見た瞬間、

「私たちは、だまされているのではないのか」これが、少なくない人々の直感ではないだろうか。

本当に「水素爆発」、あるいは、「水素爆発」だけたったのだろうか？

「論より証拠」というではないか。私は、「水素爆発」だけではない証拠を見つけるために、

夢中になって調べはじめた。

⑧　インターネットで民放テレビ、あるいは、海外のニュース映像やさまざまな記録動画、写真を見ると

次から次へと疑問が湧いてきた。

3号機核嫁発くhtt握／www調utuk．C帥jiwぅtc陣mOSlgpZ豆OF＞

3号炉核爆発は5度爆発音を発した！＜撮pS：／／W酬WO岬＞
福島原発1、3号機爆発映像　＜https：／／剛IW．ソCUt通宝鉦＞

核爆発だった！福島第一原発3号雄一YouTuあ網V＜出tps∴潮時哩＞
原発爆発と定点カメラNucIearReactcrHugeExpIosionsandRxedpointCamera

く馳吐雲型土壁ノ

⑥　【私の脳裏に浮かんだ4つの素朴な疑問】

☆　あの鮮やかなオレンジ色の炎（閃光）は何なのか？

☆1号機の水素爆発に見られた、あの穏やかにたなびく白煙と違って、3号機の燥発現象は

なぜ、500mもの急上昇だったのか？あのすさまじいエネルギーの源泉は？

☆　あの黒煙の正体は？

☆　あの落下しているがなり大きな糖造物は何なのか？

②　まず、私はこれらの疑問を抱きつつ、『福島原発事故一東電テレビ会議49時間の記録』
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（岩波書店）（2013年9月）で「水素爆発」説の、そもそもの出処を調べた。

この本の（2011年3月14日午前11時1分からの会話記録）（264p．一274p，）の中から、

抜き書きしたものが以下の通りである。（注：来車の「編集者」とは、福島原発事故記録チームの

宮崎知己氏と木村英昭氏のこと）　　　絶

lF吉田所長　本店、本店！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11：01：48

本店　はい本店。

lF吉田所長　本店、本店。大変、大変です。3号機、多分水蒸気だと、爆発がいま起こりました。

総軍れが起きたとき吉田所長は何が起きたか、すぐにはつかめなかったo水素爆発でなく

水蒸気爆発と言った根拠は不明だ。（編集者のコメント）

lF保安現　保安斑から連絡します。この部屋の環境ですが、ガンマ線については変化ありませんが

中性子が検出されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11：05：49

免震重要棟の中にある緊急時対策室においても中性子が検出された。中性子は核分裂性物質が分裂

したとき飛び出してくる。水で遮蔽できるが、透過力が強く金属は貫く。ガンマ線より中性子線の

ほうが人体に与える影響は大きい。（編集者のコメント）

本店　線量測ってて。えっと、ガンマ線は変わらないけど　中性子がちょっと出ている。

本店小森常務　中性子がちょっと出ている。ちょっと絶対量が分からないけど。

本店　出てる……。評価はできないな……。3号だよね－。

本店　なんでかいな、あれ。1号の時よりも。

東電は1号機で起きたのは水素爆発と断定している。原子炉から漏れ出た水素が原子炉建屋に溜ま

り、酸素と反応して爆発したとの考えだ。3号機の爆発については爆発後、中性子が検知されたこ

とをどう考えるべきか、迷っているものとみられる。理論的に考えて、水素爆発では中性子は出な

いからだ。（編集者のコメント）

オフサイトセンター　えっと、いま、テレビでですね。lF3号機の水蒸気爆発の映像を放映してい

ます。南側に、えっと、蒸気が流れているという場面を放送しています。

福島中央テレビ（FCT）の監視カメラが捉えた映像だ。（編集者のコメント）

本店小森常務　画像で見ると、なんか飛んでいる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11：15：35

本店清水社長　どういうことが起こったのかということは、まだ分からない？　　　　　11：16：08

本店′」、森常務　水素爆発がまず考えられると思いますけど、ちょっと規模が大きいことになると＝。

本店広報班　福島第一の、あの－、すいません、表示されている資料が間違いがありまして、福島第
－3号機付近の白煙発生ということで　至近の情勢をまとめたペーパーをつくりましたので、ご覧

いただきたいと思います。・‥‥・

本店清水社長　広報班、これは何をお知らせしているの？

本店　はい、至近の福島第一の3号機のですね、水蒸気爆発の内容を。

11：29：00

ここでも水素爆発でなく水蒸気爆発と言っている。「水素爆発」は原子炉から漏れ出た水素と空気

中の酸素が反応しての爆発。「水蒸気爆発」は水が非常に高温の物体に触れて気化して急激に膨張

した結果起きる爆発現象で火山の大爆発も水蒸気爆発である。（編集者のコメント）

本店清水社長　そのこと？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11二29：08

本店　はい、さようでございます。本日午前11時1分に。

本店　真ん中から、まんなかのね。真ん中から。

注：（筆者・篠原）この発言は、民放テレビの女性の声「落ちてます、画面の真ん中あたりです。」に、
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対応していると思われる。

本店高橋フェロー　要はさ、1号機を3号機に変詩こだけだってんでしょ、それで、水素爆発かどう

か分かんないけれども、国かなんか保安按が水素爆発と言ってるから、もういいんじゃないの、t

この水素爆発で。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11：29：20

「この会話から、東電が3号機の爆発の種類を水素爆発とした根拠は「保安院が水素爆発と言って

るから」であり、東電として、3号機の爆発が水素爆発なのか、あるいは別の種類の爆発なのか

きゃんと吟味していなかったことが分かる。（編集者のコメント）　　　　り

本店　はい、可能蛙ということで。

本店小森常務　水蒸気って、前にも言ったんでしたっげ。

本店高橋フェロー　これはさぁ、保安員がさぁ、さっきテレビで水素爆発と言ってたけど。保安院の

やつは言ってたと思うんだけど。歩調を合わしたほうがいいと思うよ。

本店　それでは水素爆発だけで絞って、よろしいですか。

本店石崎謹長　もうすでに宮邸も水素爆発という言葉を使っているから、それに合わせたほうがいい

んじゃないですか。ええ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11：30：36

本店　いかがでしょうか。

本店清水社長　はい、あの、いいです。これでいいから、スピード。

本店　ゴーサインです。

本店清水社長　《ピー音〉スピード勝負．

清水社長は、正しい情報を知らせるよりも、早く東電としてメッセージを出すことを

優先している。（編集者のコメント）

本店　部長、今の段階でも（会見場）下で水素爆発したと言ってもいいかって？

本店　いいよ。こ。

本店小森常務　あと、官邸と保安院に《ピー音〉入れて。

本店　承知しました。

11：38：19

保安擬は原発の南側5kmを立ち入り禁止にした。それに従うと南側はモニタリングできないが、

吉田所長はモニタリングカーを南側に回して観測するよう指示した。（編集者のコメント）

以上、このテレビ会議の記録によって判明したのは　驚乾の舞台裏　であった！

「水素爆発」は、東電と保安院の「大本営発表」であった疑いが濃厚！

私たちは、最初から騙されていたのだろうか？！

これで、勘ま本気になって、…3号撥の爆発は「核爆発」である・‘・と指摘している「専門家」に

学びつつ、同時に「原発問題」の基礎的な学習もはじめ、現在もその途上にある。

3．福島3号機は水素爆発だけだったのか？………【核爆発の腫拠と論拠を示すもの】

①　『福島第一原発一真相と展望』ア一二一・ガンダーセン苦（集英社新書）（2012年2月）

②　ア一二一・ガンダーセン博士とクリストファー・バズピー博士の指摘

（バズピー博士のインタビュー）

☆（科学者に対する素朴な信頼が、ここにきて限界に達しはじめ、今や爆発寸前である！）
htt酋／／W時間0Utube．cCm／WかC持∨－TOb晶OiFc轟Q

（フランスFR3放送「フクシマ・地球規模の汚染へ」）

虹娃：1－／吠高宮W．YOUtUb8．ccnrlWatC古河　6月Xi70ほU
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（110720【自由報道協会】クリス・バズピー博士記者会見）

ヰ馳匪÷∵地理亜
（ア一二一・ガンダーセン氏へのインタビュー）－ヽ

足並地理yO車ube，CO［握WetC櫨と圭槌9RS椅Rks

（福島原発事故の現状：ア一二一・ガンダーセンがロシア報道番組で語る）
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批t岬
（世界のどの場所でどのくらい核爆発が起きたのか）

出t聞
く福島原発事故：4号機燃料プールでも起こっていた核反応）（4月18日）

吐迫埴X9E　　　　　　　　　　　　　　　　高
（ガンダーセンは3号機の爆発は即発臨界と推測する。）

間隔田園岡田図面田圃闘因諏回国晒四国間的i轄劇団欄間湘

（放射性物質を東京湾に投棄）（ア一二一・ガンダーセン）

航p申
（ア一二一・ガンダーセン　原子力技術者）

i項と、三∴＿里、＼生上中里や＿斗†＿即せ工l∴∴単三上里、＿担

（＃福島＃原発冷却不能核燃料プールのガスで18万6千人死亡も：ガンダーセン氏）

馳朝型豊里
（ガンダーセン氏　福島原発事故原因と「事故レベル8」設定へ）

https：／：潮時描
く131001TRNN：ガンダーセン氏「日本の安倍首相は福島の安全性について国民に嘘をついている」

栂ps∴www．VOutube．com／WatC喧V一一一一bk90zrLLl坦91

（20120905《索引付》ア一二一・ガンダーセン博士記者会見　自由報道協会）

車t融NOB8

③　藤原節男氏編集の『福島3号・核爆発』DVD（パソコン用）（内容の目次は末尾の【付録】参照）

藤原節男氏（元三菱重工業（株）原発設計技術者、元原子力安全基盤機構検査員）

〒279－0021千葉県浦安市富岡1－19－7　TeI／Fax：047－351－7497　携帯電話：090－1793－4404

E－mail：fujiwara＿SetSUO2004＠yafoo．co．jp

☆　藤原節男氏は、物理学者・桜田敦氏と並んで、私たち…「3号蟻・核爆発」に強烈な関心をもっている者・・・が

『3号機・核爆発』を検証するにあたって、その代表的論者であるので、簡単に紹介する。

大阪大学工学蔀原子力工学科を卒業後、1972年4月、三菱原子力工業（後に三菱重工と合併）に入社。その後、

日本原子力研究所を経て、2005年に原子力安全基盤機構に勤務し検査業務部調査役に。2009年3月、北海道電力

泊原子力発電所3号機の使用前検査を手がげ、組織的なデータ改ざんなどを公益通報したために勤務先である

原子力安全基盤機構を、2010年3月解雇された。現在は「脱原発派」として執筆、および全国各地に講漠活動を

行っている。（下記の本は、せんにち出版発行。なお、週刊現代2011年6月18日号に告発時のスクープ記事がある。）

（『原子力ドンキホーテ・原発の検査データ改ざん命令に背いた男の訴え～なぜ私は原子安全基盤機構を訴えたのか～』より）

☆　岸擁農機機運食大阪大学：義一節義康雄募r腰勢接遇の重機と真実」柳18・9°13

両中三，！wwWVOU†uberccm／watch？幸二NvVgtadO7S＞

④　藤原節男氏が示した【素人にもわかる福島3号核爆発の論拠11点】

ilttPS：／！旬ouDS．如OgIe．com／fo白川／諏opiC，／nuciear－WhiStlebiowrn－irleS，′′3HL：C5ip43XO

掃き原発3号強練接岸舞：篇刷義男シヨスタコーウィッチ交番細第5番第3集書
く随二十両月MUJTc＞

【論拠11点】の中で、私たち－非専門家－が非常に理解しやすく、あらゆる「水素爆発」説を、木っ端

みじん、雲散霧消してしまうほど絶大な説得力を発撞しているのが【核爆発諭馳6】である。

◎【核爆発論繍簡】
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きのこ雲から、巨大な瓦礫が落下した。核爆発が使用済み燃料プール内で生じて、

燃料プール上方にある、燃料取り扱いクレーン用モーター、巻き上げ機等を上空に吹き飛ばして、

この巨大瓦礫（かなり大きな構造物－「日本テレビ」での発言）になったものと推測される。

もし、水素爆発だとすると、原子炉建屋5鰭全休空間の爆発のため、5陛空関内（圧力境界内）下蔀

にあるクレーン用モーター、ワイヤー巻き取り器等を上空高く吹き飛ばすことはない。水素爆発で

上空高く萬ち上がる物は、爆発の圧力境界外にある屋根材（スレート材とか、パネル材）だけ。

したがって、きのこ雲から、巨大な瓦礫（大きな構造物）が落下することはない。

◎　【論拠11点】を精強する数々の証拠（駒こ、【接線発給拠6】と【論拠9】を補強している！）

☆　（ヒロシマの原爆ドームを訪鏡とさせる無残な3号機の鮮明な写真）
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▲

☆（3号機）（「日本テレビ」の映像を再確認する）…実は、最初からこの映像の中に「核爆発」の重要な証拠があったのである！

＜融，COm′読tch？∨－OSl胆＞

☆　（3号機のタービン建屋の屋根に空いた大穴の鮮明な写真）

上1趣1∠twww．去迎廟唾uS／ms幽剛

☆　（3号機のタービン建屋の屋根の修繕工事の様子と作業員の高線量被曝）

（なぜ、短時間の遠隔操作の作業で被曝したのか？）

（どうして、屋根の修繕工事に、こんなにも巨大な構造物が必要なのか？）
http・′／／0nOde畑tasbIo．lP，・Iartはle！46909479．html
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