
メルトダウン・爆発による微粒子
の形成の基本的メカニズム

・炉心溶融温度（3000°C以上）で何が起こるか

．ヨウ素（沸点184°C）、セシウム（沸点678°C）、

ストロンチウム（沸点1384°C）→気化

・ウラン燃料ペレットは450°Cで、微粉化している

．ウラン（融点1132°C・沸点3745°c）、プルトニ

ウム（融点641°C ・沸点3232°C）→溶融・液化

（一部は気化）

・爆発（水素爆発＋水蒸気爆発＋おそらく核爆

発）→噴出→再固体化→微粒子→焼鈍

福島原発事故による放射性物質の
放出量、チェルノブイリとの比較
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放射性微粒子の放出過程の各種類

・［固→固］破砕された燃料棒（粉塵化していた）およ
ぴ炉構造材のがれき、破片、粉塵（ミリmm単位以上
［言葉の正確な意味では0.1mm］）、 一部微粒子化

・［液→固］炉心溶融物→微粉塵化、微粒子（ミクロン
μm単位およびナノnm単位）：ウラン、プルトニウム等

・［気→気］キセノンなど希ガス、ヨウ素、トリチウム等

．［気→固］（微粒子化・既存エアロゾルに付着して拡
散）：セシウム、ストロンチウム、ヨウ素の一部等

・［気→液］トリチウム水の霧

・汚染水に溶解（海洋・地下水漏出分＋タンク肉貯蔵）
ここでは考えないことにする

福島原発事故による放射性物質の大気中への放出量

日本政府の当初の推計 2011年4月12日原 子力安全・保安

院（当時）の発表

平成23年4月12日

東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の

事故・トラブルに対する INES 

（国際原子力・放射線事象評価尺度）の適用について
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平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東京電力（株）福島

第一原子力発電所の事故・トラブルに対する INE S評価について、 3月18日以降

に得られた情報を踏まえ、レベル？と暫定評価しました。

ただし、放射性物質の放出量は‘同じレベルのチzルノブイリ事故の1割程度です。



日本政府の放出量推計の疑問点

．観測態勢の不備（地震、津波、停電、事故）

・観測地点が日本国内に片寄っていること

・ほとんどの放出量が2号機によるもの（セシウ
ム137で14P8q93.3%、1・3号機は1P8q6.7%) 

．爆発時に海側・太平洋方向に流れた放射性物

質がほとんどカウン卜されていない可能性

• 1 • 3号機も2号機と同様の放出量と計算すると
14×3=52P8q （ストール最大値とほぼ一致）

• CTBTOの全世界観測網ベースのストール推計
17 

表 IO 徳島とチェルノプイリの事故時残存iiおよび放出；量の比較 (l悼li'l:PBql 

$~P!t残tr-ιm:と ltt計の出典 1福島セ シウム 137の チェル大気中h支出

政闘の極 頬 存 在最 と／Ix.出f量 数（～85）との比

炉心内 量 背ill 700 

｛史Jlli.斉燃料内量 青Ill 1S90 

合計存在:m: 脊1L1 2590 

大気中i放出最① ス トール 20.1～53.1 約 0.62f許

汚染水中② 海老・／雫 ・深刻’ 276 が・J3.2 fff 

海中直接③ ベ イリ ー・デ 3 ・；J；ア 12～41 約 0.48f符

大気・海中 小宮I・①＋③ 上記より 計算 32.1～94.1 約 1.1f帝

欣H:¥盤合計①＋② ＋＠ 上記より計算 232.1～370.1 約 4.4僻

UI典：決8、9と！百！じ．なお，1,m桃作・ 渡辺悦司 q而助事故における倣射能Ile出量はチェルノプイリの2倍

以上一一偏助事故によるlit{射性物質のJ,x出1.1:に閉するl詑近の研究結果が示すものjおよび向筒論（『市民と

科学者の11i郎被曝研究会 （ACSIR）のホームベージ）を訟恨のこと。 （http://blog.acsir.org/?eid=29）。ペ

タベタレルPBqは 10の 16染ベタ レノレ・r:ある。
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福島原発事故における放射性物質

(Cs137）の放出の規模→決して小さくない

．大気中放出量（チヱルノフ、イリ大気中放出量の6害11)

・汚染水中（参考比較：チエルノフ、イリ大気中の3倍）

・直接海中（大気中に放出された後に海洋に沈着したも
のを除く、参考比較：チヱルノブ、イリ大気中の半分）

・大気中＋海水中でほぼ同等、汚染水中を入れると4倍

．ヨウ素131で、もチヱイサン氏の『ネイチヤー』誌論文で、の

1131/Cs137比率（世界的規模）＋東電測定値（50倍）を
採用→チェルノフ、イリの1.5倍

• INES基準でもほぼ同等（0.93倍）

．以下に資料を掲載（説明は省略）
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袋 12 ヨウ紫 131とセシウム 137の放出量に関する各種指針 （単位：PBq、～はJr~大値）

1ft計機関 !131 Csl37 I131/Csl37 INES INES対チェJレ比

チェノレノプイリ ～1700 ～85 約 211蒔 ～5100 

術品放出量 日水政府 160 15 約 11＇再 760 約 O.lo111 

ス トール Cs137l校出量； ～む3.1

東京電力 500 10 fioo r許 900 約 0.11r日
1世界の観測地点の平均II f¥{.)54 （持

われわれのlit.Pol- ～2655 ～53.1 釘150 I時 ～4779 f1 o.o3 r出
チェルノブイ リ Ii囚i車科学委員会の 1096 年制作のWT'目をII~った. m電推計の 1131/Csl37 の比率（60 f蒔）

は、 lb/IIのピーク時での事故！品｛発政地内の実111）他である。われわれのi量計はストールのCsl37l放出盛を基

礎と L"（、 }I!電の実用1したl七i;;をj卦けたものである。INESは国際bi（子力nit烹尺度である (1131Iii出量＋

Cs137 lほtlil.l:><40）。隔品事故Ii、大気中級IIIJITだけで比鮫しても、チェルノプイリ とほぼ同等であった可

能性があることが分かる．

f主：Kitt目 nkChnisnn et nl; ¥Vol'ldw1de is。t。perntios of the Fukushima relense nod enrly・phnse externnl 

dose四 constructi。n;Nature 2013年9月 10日付より筆者計｝i,1131/Cs137比1:1:.事故原発から S0k皿

ボ消の観測地点での平均値（土機23ff¥・および吸引微粒子32I的、 20～2.000k岨 ｛吸ry11世純子71I的、 2000

～12,000km （股引微悦子70f蒔）‘12,000k皿紐（吸う1徹位子 771持）をさらに平町した数字である。寸・べ

ての観測地点 （214箇所）を平勾すると日本田内が多い（172箇所）ため、比率は約35I再と l,t. る。 ＼· •·j'h

にしろ:m:屯の実測による比率が大きく間】島っていないことが分かる。



「広島は原爆から見事に復興した、福島も
復興できるはず』という復興宣伝の危険性

．福島事故の放出放射能量が広島原爆とは桁違い
であるとし、う事実

• Cs137換算で福島原発事故は広島原爆の約600発
分の放射能をばらまく（世界的観測網に依拠した推

計）

・政府の過小評価された推計でも168発分

・放出規模がまったく違うので、同じように考えて行
動するのは、 自殺的危険（実は広島でも避難が必
要だった、当時は無知だが今は既知のこと）
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フレコンパッグの山の中にはどれほどの放射能量があるのか？ 原爆数発分

1030万m3×8000BqX 1 OOOkg= 

82目4兆Bq
いま、これをすべてセシウム137であ
ると仮定すると、これは広島原爆の放
出量89兆Bqとほぼ向じとし、うことにな

る。すなわち、実際には、内容物が政
府の基準値の何倍になるかによって
原爆何発分とし、うことになる。

「死の灰Jが積み上がっているという
現実を忘れてはならない。

フレコンパッグは、 2015年末時点で、合計
1030万立法メートルが積み上がっていると
される（JapanNews 2016/06/12）。
いま、内容物の比重を1とし、内容物の放

射線量を、最大限使えめに、政府の基準値
BOOOBq/kg程度と仮定してみよう。
そうすると、フレコンパッグのなかの放射

性物質の量は、以下のように計算できる。

．ネバダ核実験場との比較

福島原発事故は、 Cs137換算

で、アメリカのネパダ核実験場で

の大気中核爆発の総合計（2.5メ
ガトン）の約4倍（9.6メガトン）の

放射能をばらまいている（政府の

過小評価された推計でも同等以

上）写真：兵士を使った人体実験

h ‘ ...... “ ‘一・‘ーーー・Iv.・ -・・-u ・L ・ －町 二

,;:・.,.,;,_ 巧；~宅・吸聖理事聖型雪：：－..tt::r•且》

放射性微粒子はどのように観測され
発見されたか？
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