
海の放射能汚染を考える海の放射能汚染を考える海の放射能汚染を考える海の放射能汚染を考える
～福島事態を～福島事態を～福島事態を～福島事態を

文明と欲望を問い直す契機に～文明と欲望を問い直す契機に～文明と欲望を問い直す契機に～文明と欲望を問い直す契機に～

湯浅一郎湯浅一郎湯浅一郎湯浅一郎

（ピースデポ、環瀬戸内海会議）（ピースデポ、環瀬戸内海会議）（ピースデポ、環瀬戸内海会議）（ピースデポ、環瀬戸内海会議）

縫い目のない織物としての自然に縫い目のない織物としての自然に縫い目のない織物としての自然に縫い目のない織物としての自然に
放射性物質を投入することなかれ放射性物質を投入することなかれ放射性物質を投入することなかれ放射性物質を投入することなかれ

1603茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎



・科学技術の社会的自己を問う媒介項として女川・科学技術の社会的自己を問う媒介項として女川・科学技術の社会的自己を問う媒介項として女川・科学技術の社会的自己を問う媒介項として女川
原発阻止闘争に関わる（原発阻止闘争に関わる（原発阻止闘争に関わる（原発阻止闘争に関わる（1971~1975年）年）年）年）。カキ、ホ。カキ、ホ。カキ、ホ。カキ、ホ
ヤ、わかめ養殖の援漁。１日かけビラまき。ヤ、わかめ養殖の援漁。１日かけビラまき。ヤ、わかめ養殖の援漁。１日かけビラまき。ヤ、わかめ養殖の援漁。１日かけビラまき。
・女川湾の海洋観測＝修士論文・女川湾の海洋観測＝修士論文・女川湾の海洋観測＝修士論文・女川湾の海洋観測＝修士論文

女川湾女川湾女川湾女川湾女川原発
3.11大震災の時、大震災の時、大震災の時、大震災の時、
最も気になったのは最も気になったのは最も気になったのは最も気になったのは
女川原発？！女川原発？！女川原発？！女川原発？！

鳴浜鳴浜鳴浜鳴浜



1975年から2009年まで。

独立行政法人産業技術総合研究所 中国センター

沿岸海洋研究グループ、瀬戸内海研究

瀬戸内海の大型水理模型瀬戸内海の大型水理模型瀬戸内海の大型水理模型瀬戸内海の大型水理模型
（長さ（長さ（長さ（長さ230m幅幅幅幅50m））））

米陸軍広弾薬庫米陸軍広弾薬庫米陸軍広弾薬庫米陸軍広弾薬庫

広島県広島県広島県広島県
呉市呉市呉市呉市

海水の流れ、物質の輸送と拡散、
河川水や汚染物質の広がり方、
それと生態系との関連性など。



瀬戸内海の大型水理模型瀬戸内海の大型水理模型瀬戸内海の大型水理模型瀬戸内海の大型水理模型瀬戸内海の大型水理模型瀬戸内海の大型水理模型瀬戸内海の大型水理模型瀬戸内海の大型水理模型
瀬戸内海の潮の満ち引き（潮汐）を与えることで、瀬戸内海の潮の満ち引き（潮汐）を与えることで、瀬戸内海の潮の満ち引き（潮汐）を与えることで、瀬戸内海の潮の満ち引き（潮汐）を与えることで、潮汐による流れ（潮流）をつくる潮汐による流れ（潮流）をつくる潮汐による流れ（潮流）をつくる潮汐による流れ（潮流）をつくる

小豆島小豆島小豆島小豆島

広島広島広島広島

伊方伊方伊方伊方 上関上関上関上関

水島水島水島水島

来島海峡来島海峡来島海峡来島海峡

2～～～～3か月たつと瀬戸内海の半分くらいまで広がるか月たつと瀬戸内海の半分くらいまで広がるか月たつと瀬戸内海の半分くらいまで広がるか月たつと瀬戸内海の半分くらいまで広がる

豊島豊島豊島豊島

潮汐が創る潮汐が創る潮汐が創る潮汐が創る
豊饒の海豊饒の海豊饒の海豊饒の海
＝月、太陽と＝月、太陽と＝月、太陽と＝月、太陽と
地球自転、地球自転、地球自転、地球自転、
即ち宇宙が即ち宇宙が即ち宇宙が即ち宇宙が
瀬戸内海の豊かさを瀬戸内海の豊かさを瀬戸内海の豊かさを瀬戸内海の豊かさを
生み出している。生み出している。生み出している。生み出している。



ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 ピースデポ：ピースデポ：ピースデポ：ピースデポ：
2008-2015年年年年 代表代表代表代表
核軍縮、基地問題で核軍縮、基地問題で核軍縮、基地問題で核軍縮、基地問題で

一次情報を提供する。一次情報を提供する。一次情報を提供する。一次情報を提供する。

■■■■特集：特集：特集：特集：核兵器：非人道性から核兵器：非人道性から核兵器：非人道性から核兵器：非人道性から
禁止の法的枠組みへ禁止の法的枠組みへ禁止の法的枠組みへ禁止の法的枠組みへ

■■■■特別記事：特別記事：特別記事：特別記事：

「「「「安保政策の大転換にどう向きあう」安保政策の大転換にどう向きあう」安保政策の大転換にどう向きあう」安保政策の大転換にどう向きあう」
「民主主義の主体と情報」「民主主義の主体と情報」「民主主義の主体と情報」「民主主義の主体と情報」
■■■■市民と自治体にできること市民と自治体にできること市民と自治体にできること市民と自治体にできること
■■■■ ４９のキーワード：４９のキーワード：４９のキーワード：４９のキーワード： 核軍縮、ミサイル防衛、米核軍縮、ミサイル防衛、米核軍縮、ミサイル防衛、米核軍縮、ミサイル防衛、米
軍、自衛隊、自治体ほか軍、自衛隊、自治体ほか軍、自衛隊、自治体ほか軍、自衛隊、自治体ほか

■■■■ ２３のデータシート２３のデータシート２３のデータシート２３のデータシート
地球上の核弾頭全データ地球上の核弾頭全データ地球上の核弾頭全データ地球上の核弾頭全データ／世界の非核兵器／世界の非核兵器／世界の非核兵器／世界の非核兵器

地帯／在日米軍／アジアにおける米軍再編、自地帯／在日米軍／アジアにおける米軍再編、自地帯／在日米軍／アジアにおける米軍再編、自地帯／在日米軍／アジアにおける米軍再編、自
衛隊衛隊衛隊衛隊 ほかほかほかほか

■■■■ ４８の一次資料：核兵器の不使用声明、４８の一次資料：核兵器の不使用声明、４８の一次資料：核兵器の不使用声明、４８の一次資料：核兵器の不使用声明、自民自民自民自民
党改憲草案、党改憲草案、党改憲草案、党改憲草案、NPT再検討会議再検討会議再検討会議再検討会議 最終文書、米最終文書、米最終文書、米最終文書、米
NPR（核態勢見直し（核態勢見直し（核態勢見直し（核態勢見直し) 



福島事態が海、川、湖を台無しにしている。福島事態が海、川、湖を台無しにしている。福島事態が海、川、湖を台無しにしている。福島事態が海、川、湖を台無しにしている。

とにかくその事実をフォローしておかねば。とにかくその事実をフォローしておかねば。とにかくその事実をフォローしておかねば。とにかくその事実をフォローしておかねば。

2012年6月 2014年7月



（１）はじめに （２）海洋へのへのへのへの主な放射能汚染主な放射能汚染主な放射能汚染主な放射能汚染

（３）世界三大漁場を汚染した福島事故

１）放出量と海へのルート

２）海洋汚染：ａ） 海水、b） 海底土、c）水産生物

３）「放射能汚染水」処理問題

４）川、湖の底質、生物汚染と海への輸送

５）生物への生理的、遺伝的影響

＊複層的な海洋汚染

（４）原発再稼働と海

（５）おわりに-文明と欲望を問い直す契機に-



シルクロードの命名者、地理学者シルクロードの命名者、地理学者シルクロードの命名者、地理学者シルクロードの命名者、地理学者フェルデイナンド・フォンフェルデイナンド・フォンフェルデイナンド・フォンフェルデイナンド・フォン
・・・・リヒトホーフェン（１８６８年）リヒトホーフェン（１８６８年）リヒトホーフェン（１８６８年）リヒトホーフェン（１８６８年）、瀬戸内海を通る、瀬戸内海を通る、瀬戸内海を通る、瀬戸内海を通る
船旅。船旅。船旅。船旅。

「「「「 広い区域に亙る優美な景色で、これ以上のもの広い区域に亙る優美な景色で、これ以上のもの広い区域に亙る優美な景色で、これ以上のもの広い区域に亙る優美な景色で、これ以上のもの

は世界の何処にもないであらう。は世界の何処にもないであらう。は世界の何処にもないであらう。は世界の何処にもないであらう。将来この地方将来この地方将来この地方将来この地方
は、世界で最も魅力のある場所のひとつとしては、世界で最も魅力のある場所のひとつとしては、世界で最も魅力のある場所のひとつとしては、世界で最も魅力のある場所のひとつとして
高い評価をかち得、沢山の人を高い評価をかち得、沢山の人を高い評価をかち得、沢山の人を高い評価をかち得、沢山の人を

引き寄せるであらう。引き寄せるであらう。引き寄せるであらう。引き寄せるであらう。 《《《《中略中略中略中略》》》》

かくも長い間保たれて来たかくも長い間保たれて来たかくも長い間保たれて来たかくも長い間保たれて来たこの状態この状態この状態この状態

が今後も長く続かんことを私は祈る。が今後も長く続かんことを私は祈る。が今後も長く続かんことを私は祈る。が今後も長く続かんことを私は祈る。

その最大の敵は、その最大の敵は、その最大の敵は、その最大の敵は、文明と以前知らな文明と以前知らな文明と以前知らな文明と以前知らな

かった欲望の出現かった欲望の出現かった欲望の出現かった欲望の出現とである」とである」とである」とである」



それから半世紀後の２０世紀前半、

全ゆる領域で「以前知らなかった欲望の出現」へ全ゆる領域で「以前知らなかった欲望の出現」へ全ゆる領域で「以前知らなかった欲望の出現」へ全ゆる領域で「以前知らなかった欲望の出現」へ

１９０５年、相対性理論、１９０５年、相対性理論、１９０５年、相対性理論、１９０５年、相対性理論、物質＝エネルギー物質＝エネルギー物質＝エネルギー物質＝エネルギー

１９１２年１９１２年１９１２年１９１２年 銀河系の構造発見（シャプレー）銀河系の構造発見（シャプレー）銀河系の構造発見（シャプレー）銀河系の構造発見（シャプレー）

１９３８年１９３８年１９３８年１９３８年 核融合反応。太陽のエネルギー源核融合反応。太陽のエネルギー源核融合反応。太陽のエネルギー源核融合反応。太陽のエネルギー源

１９３９年１９３９年１９３９年１９３９年 核分裂の発見（解釈含む）核分裂の発見（解釈含む）核分裂の発見（解釈含む）核分裂の発見（解釈含む）

同年；ドイツがポーランド侵攻。第二次大戦へ同年；ドイツがポーランド侵攻。第二次大戦へ同年；ドイツがポーランド侵攻。第二次大戦へ同年；ドイツがポーランド侵攻。第二次大戦へ

→核実験、再処理工場、原発事故など核実験、再処理工場、原発事故など核実験、再処理工場、原発事故など核実験、再処理工場、原発事故など

グローバルなグローバルなグローバルなグローバルな海の放射能汚染海の放射能汚染海の放射能汚染海の放射能汚染



（２）主な海の放射能汚染
-多岐にわたる海への放射能放出-

３本柱；

①大気圏核爆発・核実験（ビキニ1954）

②再処理など平常時の液体放出

③原発事故（チェルノブイリ1086、福島）

その他：・原子力動力艦（潜水艦、空母）の事故

・海洋投棄

・人工衛星の墜落による原子炉の落下

・地下核実験による漏えい（ムルロア）



大気圏核爆発大気圏核爆発大気圏核爆発大気圏核爆発 ５４３回５４３回５４３回５４３回

↓

↓
ＰＴＢＴＰＴＢＴＰＴＢＴＰＴＢＴ（部分的核実験禁止条約）（部分的核実験禁止条約）（部分的核実験禁止条約）（部分的核実験禁止条約）

ビキニ水爆実験ビキニ水爆実験ビキニ水爆実験ビキニ水爆実験

①①①①大気圏核爆発とグローバルな放射能汚染大気圏核爆発とグローバルな放射能汚染大気圏核爆発とグローバルな放射能汚染大気圏核爆発とグローバルな放射能汚染

総計２０５９回総計２０５９回総計２０５９回総計２０５９回



主な核爆発地点主な核爆発地点主な核爆発地点主な核爆発地点

島嶼部、砂漠島嶼部、砂漠島嶼部、砂漠島嶼部、砂漠―多様な緯度多様な緯度多様な緯度多様な緯度ーグローバルに拡散ーグローバルに拡散ーグローバルに拡散ーグローバルに拡散



大気圏核爆発大気圏核爆発大気圏核爆発大気圏核爆発 －－－－ビキニ水爆ビキニ水爆ビキニ水爆ビキニ水爆ーーーー
ーーーー過去最大の人工放射能に過去最大の人工放射能に過去最大の人工放射能に過去最大の人工放射能によるよるよるよる

海洋汚染海洋汚染海洋汚染海洋汚染ーーーー

日本政府の調査から

「海水中に放射能」、

「生物濃縮」が判明。

• 北太平洋の大きな

循環流が「死の灰」

と汚染魚（マグロな

ど）を輸送

1954年年年年3月月月月1日）。広島に投下され日）。広島に投下され日）。広島に投下され日）。広島に投下され
た原爆のた原爆のた原爆のた原爆の約約約約1000倍の破壊力倍の破壊力倍の破壊力倍の破壊力。「死。「死。「死。「死
の灰」の半分は太平洋に。の灰」の半分は太平洋に。の灰」の半分は太平洋に。の灰」の半分は太平洋に。



第５福竜丸の乗組員第５福竜丸の乗組員第５福竜丸の乗組員第５福竜丸の乗組員
23名全員が「死の灰」名全員が「死の灰」名全員が「死の灰」名全員が「死の灰」

を浴び、半年後、久保を浴び、半年後、久保を浴び、半年後、久保を浴び、半年後、久保
山愛吉さんが亡くなる。山愛吉さんが亡くなる。山愛吉さんが亡くなる。山愛吉さんが亡くなる。

高知、神奈川などの高知、神奈川などの高知、神奈川などの高知、神奈川などの
多くの漁船多くの漁船多くの漁船多くの漁船も被害をも被害をも被害をも被害を
受けていた。受けていた。受けていた。受けていた。

マーシャル諸島の住マーシャル諸島の住マーシャル諸島の住マーシャル諸島の住
民約民約民約民約600人も死の灰を人も死の灰を人も死の灰を人も死の灰を
浴びた。浴びた。浴びた。浴びた。

この水爆実験で大平この水爆実験で大平この水爆実験で大平この水爆実験で大平
洋では汚染された魚洋では汚染された魚洋では汚染された魚洋では汚染された魚
が獲れ、放射能を含が獲れ、放射能を含が獲れ、放射能を含が獲れ、放射能を含
んだ雨が日本各地にんだ雨が日本各地にんだ雨が日本各地にんだ雨が日本各地に
降り始めた。降り始めた。降り始めた。降り始めた。



ビキニ核実験によるビキニ核実験によるビキニ核実験によるビキニ核実験による
海水の放射能汚染図海水の放射能汚染図海水の放射能汚染図海水の放射能汚染図
（１９５４年、（１９５４年、（１９５４年、（１９５４年、俊鶻丸俊鶻丸俊鶻丸俊鶻丸調査）調査）調査）調査）

ベクレルベクレルベクレルベクレル/リットルリットルリットルリットル

北赤道海流北赤道海流北赤道海流北赤道海流

赤道反流赤道反流赤道反流赤道反流

海流が運ぶ放射能海流が運ぶ放射能海流が運ぶ放射能海流が運ぶ放射能
（（（（2000km2000km2000km2000km離れた離れた離れた離れた
サイパンサイパンサイパンサイパンでも

50505050ベクレルベクレルベクレルベクレル////リットル）リットル）リットル）リットル）



汚染魚は北太平洋亜熱帯循環にのって移動、拡散汚染魚は北太平洋亜熱帯循環にのって移動、拡散汚染魚は北太平洋亜熱帯循環にのって移動、拡散汚染魚は北太平洋亜熱帯循環にのって移動、拡散

←←←←
↑↑↑↑

→→→→

北赤道海流北赤道海流北赤道海流北赤道海流

黒潮黒潮黒潮黒潮

ビキニ環礁ビキニ環礁ビキニ環礁ビキニ環礁

グアムグアムグアムグアム

本州本州本州本州
１９５４年３月から８月１９５４年３月から８月１９５４年３月から８月１９５４年３月から８月

図１７図１７図１７図１７汚染マグロが取れた地点汚染マグロが取れた地点汚染マグロが取れた地点汚染マグロが取れた地点



大きな時計回りの渦がある大きな時計回りの渦がある大きな時計回りの渦がある大きな時計回りの渦がある
＝亜熱帯循環流＝亜熱帯循環流＝亜熱帯循環流＝亜熱帯循環流
太陽のエネルギーの太陽のエネルギーの太陽のエネルギーの太陽のエネルギーの
不均一不均一不均一不均一
＋地球自転＋地球自転＋地球自転＋地球自転



• レイチェル・カーソン 「我らをめぐる海」

（1951年）より 「The  Sea  around  Us」

• 「大洋にある不変の海流「大洋にある不変の海流「大洋にある不変の海流「大洋にある不変の海流と言うものは、考えようによっと言うものは、考えようによっと言うものは、考えようによっと言うものは、考えようによっ
ては、海の持つ諸々の現象の中でも、ては、海の持つ諸々の現象の中でも、ては、海の持つ諸々の現象の中でも、ては、海の持つ諸々の現象の中でも、最も壮大なもの最も壮大なもの最も壮大なもの最も壮大なもの
である。それらのことをである。それらのことをである。それらのことをである。それらのことを深く思うとき、私たちの心は、た深く思うとき、私たちの心は、た深く思うとき、私たちの心は、た深く思うとき、私たちの心は、た
ちまち地球を離れる。ちまち地球を離れる。ちまち地球を離れる。ちまち地球を離れる。地球と言う地球と言う地球と言う地球と言う球体の回転や、風や、球体の回転や、風や、球体の回転や、風や、球体の回転や、風や、
それから太陽や月の影響それから太陽や月の影響それから太陽や月の影響それから太陽や月の影響について考える。について考える。について考える。について考える。宇宙の力の宇宙の力の宇宙の力の宇宙の力の
すべては、大洋の偉大な海流と密接に繋がりを持ってすべては、大洋の偉大な海流と密接に繋がりを持ってすべては、大洋の偉大な海流と密接に繋がりを持ってすべては、大洋の偉大な海流と密接に繋がりを持って

いる。いる。いる。いる。このような海流に、

私が最も適していると思う形容詞

を与えるならば、それは惑星海流

とでも呼ぶべきだろう。」



セシウムセシウムセシウムセシウム137海水濃度海水濃度海水濃度海水濃度
（１９７６～１９８０年）（１９７６～１９８０年）（１９７６～１９８０年）（１９７６～１９８０年）

②②②②セラフィールド（英）、ラ・アーグ（仏）セラフィールド（英）、ラ・アーグ（仏）セラフィールド（英）、ラ・アーグ（仏）セラフィールド（英）、ラ・アーグ（仏）再処理再処理再処理再処理工場工場工場工場
から出た放射能が北極海まで運ばれている。から出た放射能が北極海まで運ばれている。から出た放射能が北極海まで運ばれている。から出た放射能が北極海まで運ばれている。

六ヶ所が動けば、六ヶ所が動けば、六ヶ所が動けば、六ヶ所が動けば、
三陸・常磐の海を汚染三陸・常磐の海を汚染三陸・常磐の海を汚染三陸・常磐の海を汚染

●●●●

●●●●

日本は約７１００トンの使用済み燃料日本は約７１００トンの使用済み燃料日本は約７１００トンの使用済み燃料日本は約７１００トンの使用済み燃料
の処理を英仏再処理工場に委託。の処理を英仏再処理工場に委託。の処理を英仏再処理工場に委託。の処理を英仏再処理工場に委託。
①①①①２５トンのＰｕ貯蔵２５トンのＰｕ貯蔵２５トンのＰｕ貯蔵２５トンのＰｕ貯蔵
②②②② 北海、北極海の海洋汚染の北海、北極海の海洋汚染の北海、北極海の海洋汚染の北海、北極海の海洋汚染の
原因の一部となる。原因の一部となる。原因の一部となる。原因の一部となる。

北海北海北海北海

北極海北極海北極海北極海



燃料棒燃料棒燃料棒燃料棒Ｕ２３５（３％）Ｕ２３５（３％）Ｕ２３５（３％）Ｕ２３５（３％）
Ｕ２３８（９７％）Ｕ２３８（９７％）Ｕ２３８（９７％）Ｕ２３８（９７％）

原子炉に貯まるもの原子炉に貯まるもの原子炉に貯まるもの原子炉に貯まるもの
①核分裂生成物①核分裂生成物①核分裂生成物①核分裂生成物((((「死の灰「死の灰「死の灰「死の灰｣｣｣｣））））
←←←←ウラン２３５の核分裂ウラン２３５の核分裂ウラン２３５の核分裂ウラン２３５の核分裂

②②②② プルトニウムプルトニウムプルトニウムプルトニウム
←←←←ウラン２３８＋中性子ウラン２３８＋中性子ウラン２３８＋中性子ウラン２３８＋中性子

＊長崎型原爆の材料＊長崎型原爆の材料＊長崎型原爆の材料＊長崎型原爆の材料
＊印パの核兵器＊印パの核兵器＊印パの核兵器＊印パの核兵器
＝軍事利用と平和利用の＝軍事利用と平和利用の＝軍事利用と平和利用の＝軍事利用と平和利用の
境目がない。境目がない。境目がない。境目がない。
③燃え残りのウラン２３５③燃え残りのウラン２３５③燃え残りのウラン２３５③燃え残りのウラン２３５

燃料集合体（約６０本の燃料集合体（約６０本の燃料集合体（約６０本の燃料集合体（約６０本の
燃料棒）燃料棒）燃料棒）燃料棒）

Ｚｒ＋水Ｚｒ＋水Ｚｒ＋水Ｚｒ＋水→水素水素水素水素
ＨＨＨＨ2ＯＯＯＯ



海流が運ぶ日本発の「死の灰」海流が運ぶ日本発の「死の灰」海流が運ぶ日本発の「死の灰」海流が運ぶ日本発の「死の灰」

●●●●

●●●●

ノルウエノルウエノルウエノルウエ―

世界三大漁場世界三大漁場世界三大漁場世界三大漁場
北東大西洋を汚染。北東大西洋を汚染。北東大西洋を汚染。北東大西洋を汚染。



０８年９月２５日原子力空母「０８年９月２５日原子力空母「０８年９月２５日原子力空母「０８年９月２５日原子力空母「G・ワシントン」横須賀・ワシントン」横須賀・ワシントン」横須賀・ワシントン」横須賀
配備配備配備配備→Ｒ．レーガンに交代（１５年１０月１日）Ｒ．レーガンに交代（１５年１０月１日）Ｒ．レーガンに交代（１５年１０月１日）Ｒ．レーガンに交代（１５年１０月１日）

＊原子力動力艦＊原子力動力艦＊原子力動力艦＊原子力動力艦
空母空母空母空母＝動く軍事空港＝動く軍事空港＝動く軍事空港＝動く軍事空港
～中規模国の軍事空港～中規模国の軍事空港～中規模国の軍事空港～中規模国の軍事空港
を上回るを上回るを上回るを上回る。。。。
艦載機：約７５機艦載機：約７５機艦載機：約７５機艦載機：約７５機。。。。
米海軍１米海軍１米海軍１米海軍１１１１１隻隻隻隻。。。。
海外配備の海外配備の海外配備の海外配備の空母は空母は空母は空母は
横須賀横須賀横須賀横須賀のみのみのみのみ。。。。
全長：全長：全長：全長：333333333333 mmmm、、、、
喫水喫水喫水喫水12121212....5555 m→m→m→m→港の水港の水港の水港の水
深深深深15151515ｍｍｍｍ。。。。
満載排水量：満載排水量：満載排水量：満載排水量：104104104104,,,,200200200200トントントントン。。。。
電気出力２０万ＫＷ電気出力２０万ＫＷ電気出力２０万ＫＷ電気出力２０万ＫＷ ２基２基２基２基
の原子炉搭載の原子炉搭載の原子炉搭載の原子炉搭載。。。。乗員は乗員は乗員は乗員は5600560056005600人人人人。。。。



原子力動力船は原子力動力船は原子力動力船は原子力動力船は
平常時に放射能平常時に放射能平常時に放射能平常時に放射能
を海に放出。を海に放出。を海に放出。を海に放出。
航海日誌（呉東氏入手）航海日誌（呉東氏入手）航海日誌（呉東氏入手）航海日誌（呉東氏入手）
から判明。から判明。から判明。から判明。

Ｇワシントンは、Ｇワシントンは、Ｇワシントンは、Ｇワシントンは、
１１年４月、１１年４月、１１年４月、１１年４月、
一次冷却水、一次冷却水、一次冷却水、一次冷却水、
放射性気体を放射性気体を放射性気体を放射性気体を
日本の日本の日本の日本の
排他的経済水域排他的経済水域排他的経済水域排他的経済水域
（ＥＥＺ）内で放出（ＥＥＺ）内で放出（ＥＥＺ）内で放出（ＥＥＺ）内で放出。。。。
→母港化が続けば、母港化が続けば、母港化が続けば、母港化が続けば、
日常のことに。日常のことに。日常のことに。日常のことに。
原潜も原潜も原潜も原潜も同じ。同じ。同じ。同じ。



（３）世界三大漁場を（３）世界三大漁場を（３）世界三大漁場を（３）世界三大漁場を
汚染した福島事故汚染した福島事故汚染した福島事故汚染した福島事故

２割による陸の汚染２割による陸の汚染２割による陸の汚染２割による陸の汚染
多重構造多重構造多重構造多重構造
①強制避難地域（１２万人①強制避難地域（１２万人①強制避難地域（１２万人①強制避難地域（１２万人
②その周辺②その周辺②その周辺②その周辺
③農漁業労働を奪う、③農漁業労働を奪う、③農漁業労働を奪う、③農漁業労働を奪う、
④被曝を前提にした労働、④被曝を前提にした労働、④被曝を前提にした労働、④被曝を前提にした労働、
⑤広域に及ぶ⑤広域に及ぶ⑤広域に及ぶ⑤広域に及ぶ
自然環境汚染自然環境汚染自然環境汚染自然環境汚染



1) 1) 1) 1) 放出量と海への４ルート放出量と海への４ルート放出量と海への４ルート放出量と海への４ルート

a)a)a)a) 放出量放出量放出量放出量
・事故直後の放出量は・事故直後の放出量は・事故直後の放出量は・事故直後の放出量は１～１０京１～１０京１～１０京１～１０京レベル。レベル。レベル。レベル。

放射性セシウム放射性セシウム放射性セシウム放射性セシウム ２京Ｂｑ（京＝兆の１万倍）２京Ｂｑ（京＝兆の１万倍）２京Ｂｑ（京＝兆の１万倍）２京Ｂｑ（京＝兆の１万倍）

海への放出量＝７１００兆Ｂｑ（東電）。海への放出量＝７１００兆Ｂｑ（東電）。海への放出量＝７１００兆Ｂｑ（東電）。海への放出量＝７１００兆Ｂｑ（東電）。

その膨大な放射性物質群は、環境中をその膨大な放射性物質群は、環境中をその膨大な放射性物質群は、環境中をその膨大な放射性物質群は、環境中を

移動、拡散し、生態系の隅々に浸透。移動、拡散し、生態系の隅々に浸透。移動、拡散し、生態系の隅々に浸透。移動、拡散し、生態系の隅々に浸透。

居場所を変えているだけ。居場所を変えているだけ。居場所を変えているだけ。居場所を変えているだけ。

「汚染水問題」（「汚染水問題」（「汚染水問題」（「汚染水問題」（13.7~)は、問題の根深さを示すは、問題の根深さを示すは、問題の根深さを示すは、問題の根深さを示す
面で重要だが、より以上に事故直後、放出され面で重要だが、より以上に事故直後、放出され面で重要だが、より以上に事故直後、放出され面で重要だが、より以上に事故直後、放出され
た物質の行方こそ中心課題。た物質の行方こそ中心課題。た物質の行方こそ中心課題。た物質の行方こそ中心課題。



●●●●13131313....7777における陸側からの流出量の評価：における陸側からの流出量の評価：における陸側からの流出量の評価：における陸側からの流出量の評価：

①①①①地下のトレンチなどの汚染水が海に流出地下のトレンチなどの汚染水が海に流出地下のトレンチなどの汚染水が海に流出地下のトレンチなどの汚染水が海に流出。。。。

②②②② 地下水を経由した移行地下水を経由した移行地下水を経由した移行地下水を経由した移行。。。。トレンチの下部トレンチの下部トレンチの下部トレンチの下部
にできた亀裂などからにできた亀裂などからにできた亀裂などからにできた亀裂などから、、、、しみ込んだ物質しみ込んだ物質しみ込んだ物質しみ込んだ物質がががが、、、、
地下水に混入し地下水に混入し地下水に混入し地下水に混入し、、、、それが海に出ていくそれが海に出ていくそれが海に出ていくそれが海に出ていく。。。。

③③③③ 港湾海底土に蓄積したものが溶出港湾海底土に蓄積したものが溶出港湾海底土に蓄積したものが溶出港湾海底土に蓄積したものが溶出

●●●●流出量の試算値流出量の試算値流出量の試算値流出量の試算値（（（（東電東電東電東電））））

１日当り１日当り１日当り１日当り ２年間２年間２年間２年間

トリチウムトリチウムトリチウムトリチウム 500500500500億Ｂｑ億Ｂｑ億Ｂｑ億Ｂｑ ４０兆Ｂｑ４０兆Ｂｑ４０兆Ｂｑ４０兆Ｂｑ

セシウムセシウムセシウムセシウム 40404040----200200200200億Ｂｑ億Ｂｑ億Ｂｑ億Ｂｑ ２０兆Ｂｑ２０兆Ｂｑ２０兆Ｂｑ２０兆Ｂｑ

ストロンチウムストロンチウムストロンチウムストロンチウム30303030----100100100100億Ｂｑ１０兆Ｂｑ億Ｂｑ１０兆Ｂｑ億Ｂｑ１０兆Ｂｑ億Ｂｑ１０兆Ｂｑ



ｂ）海への放射能流入の４つのルートｂ）海への放射能流入の４つのルートｂ）海への放射能流入の４つのルートｂ）海への放射能流入の４つのルート
ⅠⅠⅠⅠ：一次的：一次的：一次的：一次的

ａ）大気経由の降下物ａ）大気経由の降下物ａ）大気経由の降下物ａ）大気経由の降下物 ・大気へ出たものの・大気へ出たものの・大気へ出たものの・大気へ出たものの８割８割８割８割
はははは海へ海へ海へ海へ 西風が卓越（風向き）。西風が卓越（風向き）。西風が卓越（風向き）。西風が卓越（風向き）。

ｂ）原発から直接流出（史上初めて）ｂ）原発から直接流出（史上初めて）ｂ）原発から直接流出（史上初めて）ｂ）原発から直接流出（史上初めて）
ⅡⅡⅡⅡ：二次的：二次的：二次的：二次的
ｃ）河川・地下水経由の流入ｃ）河川・地下水経由の流入ｃ）河川・地下水経由の流入ｃ）河川・地下水経由の流入―例；阿武隈川例；阿武隈川例；阿武隈川例；阿武隈川
１１年６～８月にかけて。阿武隈川河口からのセシウム１１年６～８月にかけて。阿武隈川河口からのセシウム１１年６～８月にかけて。阿武隈川河口からのセシウム１１年６～８月にかけて。阿武隈川河口からのセシウム

137流出量は流出量は流出量は流出量は５２４億ベクレル５２４億ベクレル５２４億ベクレル５２４億ベクレル/日日日日（筑波大など）。（筑波大など）。（筑波大など）。（筑波大など）。

３年を経過した現在、試算当時と比べ量が減少している３年を経過した現在、試算当時と比べ量が減少している３年を経過した現在、試算当時と比べ量が減少している３年を経過した現在、試算当時と比べ量が減少している
ことを想定すれば、原発から地下を通じて流出していることを想定すれば、原発から地下を通じて流出していることを想定すれば、原発から地下を通じて流出していることを想定すれば、原発から地下を通じて流出している
量は阿武隈川からの流出量に匹敵。量は阿武隈川からの流出量に匹敵。量は阿武隈川からの流出量に匹敵。量は阿武隈川からの流出量に匹敵。

• 陸の汚染陸の汚染陸の汚染陸の汚染は、放出されたもののは、放出されたもののは、放出されたもののは、放出されたものの２割２割２割２割によるもの。によるもの。によるもの。によるもの。

ｄ）海底からの溶出ｄ）海底からの溶出ｄ）海底からの溶出ｄ）海底からの溶出



大気からの降下物による汚染大気からの降下物による汚染大気からの降下物による汚染大気からの降下物による汚染

例：原子力空母Ｒ．レーガン被曝例：原子力空母Ｒ．レーガン被曝例：原子力空母Ｒ．レーガン被曝例：原子力空母Ｒ．レーガン被曝
「ともだち作戦」において「ともだち作戦」において「ともだち作戦」において「ともだち作戦」において
2011.3.13

3.16 艦上で警報が鳴る艦上で警報が鳴る艦上で警報が鳴る艦上で警報が鳴る
3.23  除染作業除染作業除染作業除染作業



①

②
急増

③最高レベル

④１週間のずれ

⑤急減

⑥横ばい

８月になると検出されなくなる８月になると検出されなくなる８月になると検出されなくなる８月になると検出されなくなる
（Ｂｑ／リットル）。未だに同じ測定（Ｂｑ／リットル）。未だに同じ測定（Ｂｑ／リットル）。未だに同じ測定（Ｂｑ／リットル）。未だに同じ測定
法。１Ｂｑ／ｌ＝１０００Ｂｑ／立方法。１Ｂｑ／ｌ＝１０００Ｂｑ／立方法。１Ｂｑ／ｌ＝１０００Ｂｑ／立方法。１Ｂｑ／ｌ＝１０００Ｂｑ／立方ｍｍｍｍ

２）海洋汚染
a）海水



①①①①
②②②②



表層＞下層 下層＞表層下層＞表層下層＞表層下層＞表層
（逆転）？逆転）？逆転）？逆転）？

三陸・常磐沖の海水中の三陸・常磐沖の海水中の三陸・常磐沖の海水中の三陸・常磐沖の海水中の
セシウムセシウムセシウムセシウム137濃度分布濃度分布濃度分布濃度分布

女川沖

福島第１沖福島第１沖福島第１沖福島第１沖

東海沖東海沖東海沖東海沖



●

●

ｂ）海底土ｂ）海底土ｂ）海底土ｂ）海底土

●●●●



黒潮は黒潮は黒潮は黒潮は

銚子沖から東銚子沖から東銚子沖から東銚子沖から東
へへへへ。。。。

親潮第１分枝親潮第１分枝親潮第１分枝親潮第１分枝
が南下が南下が南下が南下
＊福島原発＊福島原発＊福島原発＊福島原発
沖は南流。沖は南流。沖は南流。沖は南流。
（茨城県（茨城県（茨城県（茨城県
水産試験水産試験水産試験水産試験

場ＨＰより場ＨＰより場ＨＰより場ＨＰより）））） 黒潮黒潮黒潮黒潮

親潮親潮親潮親潮
★★★★

１１年０３月２９日１１年０３月２９日１１年０３月２９日１１年０３月２９日

地震発生時の海況地震発生時の海況地震発生時の海況地震発生時の海況
（表面水温の分布）（表面水温の分布）（表面水温の分布）（表面水温の分布）

１１１１１年０３月１１日１年０３月１１日１年０３月１１日１年０３月１１日
（東日本地震発生当日）（東日本地震発生当日）（東日本地震発生当日）（東日本地震発生当日）

黒潮黒潮黒潮黒潮：：：：
いわき沖いわき沖いわき沖いわき沖
まで北上。まで北上。まで北上。まで北上。

★★★★



黒潮系水黒潮系水黒潮系水黒潮系水

親潮系水親潮系水親潮系水親潮系水

収束域収束域収束域収束域

沈降流沈降流沈降流沈降流

堆積堆積堆積堆積

放射能汚染水は、潮境で吸い込まれるように潮境で吸い込まれるように潮境で吸い込まれるように潮境で吸い込まれるように
沈降し、一部は堆積沈降し、一部は堆積沈降し、一部は堆積沈降し、一部は堆積していく。
海水に溶けているものの多くは、
東方向の流れに乗り、
沖合いへ。

大阪湾の潮目（フロント）

下層に高濃度水下層に高濃度水下層に高濃度水下層に高濃度水



Ｃ）水産生物Ｃ）水産生物Ｃ）水産生物Ｃ）水産生物
• 漁業規制漁業規制漁業規制漁業規制←基準値を超基準値を超基準値を超基準値を超
える魚種（低層性魚、中える魚種（低層性魚、中える魚種（低層性魚、中える魚種（低層性魚、中
層性魚など）層性魚など）層性魚など）層性魚など） 最大４８最大４８最大４８最大４８
種種種種

• 福島県；相馬漁協、いわ福島県；相馬漁協、いわ福島県；相馬漁協、いわ福島県；相馬漁協、いわ
き漁協がタコなどの試験き漁協がタコなどの試験き漁協がタコなどの試験き漁協がタコなどの試験
操業を再開したのを除き操業を再開したのを除き操業を再開したのを除き操業を再開したのを除き
、ほとんどの魚種で操業、ほとんどの魚種で操業、ほとんどの魚種で操業、ほとんどの魚種で操業
自粛が続く。自粛が続く。自粛が続く。自粛が続く。

• 宮城県から茨城県まで宮城県から茨城県まで宮城県から茨城県まで宮城県から茨城県まで
も、も、も、も、スズキ、クロダイスズキ、クロダイスズキ、クロダイスズキ、クロダイなどなどなどなど
中層性魚など特定の魚中層性魚など特定の魚中層性魚など特定の魚中層性魚など特定の魚
種について自粛が継続種について自粛が継続種について自粛が継続種について自粛が継続

• 若干の改善があるよう若干の改善があるよう若干の改善があるよう若干の改善があるよう
にも見えるが、事故からにも見えるが、事故からにも見えるが、事故からにも見えるが、事故から
１年後と２年半後でも、１年後と２年半後でも、１年後と２年半後でも、１年後と２年半後でも、
さほど変化が見られなさほど変化が見られなさほど変化が見られなさほど変化が見られな
いといった方が事実にいといった方が事実にいといった方が事実にいといった方が事実に
近い。近い。近い。近い。



出荷制限出荷制限出荷制限出荷制限操業自粛操業自粛操業自粛操業自粛

福島県福島県福島県福島県

茨城県茨城県茨城県茨城県

宮城県宮城県宮城県宮城県

１５年３月も１５年３月も１５年３月も１５年３月も
ほとんど変化なしほとんど変化なしほとんど変化なしほとんど変化なし



底層性のアイナメ、メバル、底層性のアイナメ、メバル、底層性のアイナメ、メバル、底層性のアイナメ、メバル、
ソイ類；基準値を超えたままソイ類；基準値を超えたままソイ類；基準値を超えたままソイ類；基準値を超えたまま

福島第福島第福島第福島第1

基準値基準値基準値基準値



基準値
100ベクレル/ｋｇの妥当性？

食品による食品による食品による食品による内部被爆の上限を内部被爆の上限を内部被爆の上限を内部被爆の上限を
年間１ミリシーベルト年間１ミリシーベルト年間１ミリシーベルト年間１ミリシーベルトとする。とする。とする。とする。

元々、ラドン、カリウム元々、ラドン、カリウム元々、ラドン、カリウム元々、ラドン、カリウム40,宇宙線の宇宙線の宇宙線の宇宙線の
自然放射線がある。自然放射線がある。自然放射線がある。自然放射線がある。

上乗せは、最小限にすべし。上乗せは、最小限にすべし。上乗せは、最小限にすべし。上乗せは、最小限にすべし。
JWゴフマンはゴフマンはゴフマンはゴフマンは,現行の１０分の１にすべし現行の１０分の１にすべし現行の１０分の１にすべし現行の１０分の１にすべしと提言と提言と提言と提言

→仮にそうなれば、１０ベクレル仮にそうなれば、１０ベクレル仮にそうなれば、１０ベクレル仮にそうなれば、１０ベクレル/kgになる。になる。になる。になる。



③ 続いていた港湾内魚類の超高濃度港湾内魚類の超高濃度港湾内魚類の超高濃度港湾内魚類の超高濃度汚染

「福島民法」１３年３月１６日付「福島民法」１３年３月１６日付「福島民法」１３年３月１６日付「福島民法」１３年３月１６日付

アイナメ７４万ベクレルアイナメ７４万ベクレルアイナメ７４万ベクレルアイナメ７４万ベクレル 福島第１原発港湾福島第１原発港湾福島第１原発港湾福島第１原発港湾

「「「「東京電力は１５日東京電力は１５日東京電力は１５日東京電力は１５日、、、、福島第１原発の港湾内福島第１原発の港湾内福島第１原発の港湾内福島第１原発の港湾内

で捕獲したアイナメからで捕獲したアイナメからで捕獲したアイナメからで捕獲したアイナメから、、、、魚類では最大値と魚類では最大値と魚類では最大値と魚類では最大値と

なる１キロ当たり７４万ベクレルの放射性セなる１キロ当たり７４万ベクレルの放射性セなる１キロ当たり７４万ベクレルの放射性セなる１キロ当たり７４万ベクレルの放射性セ

シウムを検出したと発表したシウムを検出したと発表したシウムを検出したと発表したシウムを検出したと発表した。。。。これまでの最これまでの最これまでの最これまでの最

大値は大値は大値は大値は、、、、福島第１原発の港湾内で捕獲したア福島第１原発の港湾内で捕獲したア福島第１原発の港湾内で捕獲したア福島第１原発の港湾内で捕獲したア

イナメの５１万ベクレルだったイナメの５１万ベクレルだったイナメの５１万ベクレルだったイナメの５１万ベクレルだった。。。。国が定める国が定める国が定める国が定める

一般食品の基準値の７４００倍である一般食品の基準値の７４００倍である一般食品の基準値の７４００倍である一般食品の基準値の７４００倍である。。。。」」」」

⇒⇒⇒⇒現在も現在も現在も現在も、、、、１万ベクレル台は出ている１万ベクレル台は出ている１万ベクレル台は出ている１万ベクレル台は出ている。。。。



中層性で雑食性のスズキ、クロダイ；中層性で雑食性のスズキ、クロダイ；中層性で雑食性のスズキ、クロダイ；中層性で雑食性のスズキ、クロダイ；
金華山沖から銚子までの広範囲で基準値を超えたまま。金華山沖から銚子までの広範囲で基準値を超えたまま。金華山沖から銚子までの広範囲で基準値を超えたまま。金華山沖から銚子までの広範囲で基準値を超えたまま。

基準値基準値基準値基準値



図２図２図２図２メルトダウンを示唆メルトダウンを示唆メルトダウンを示唆メルトダウンを示唆



• 所在が不明のままの溶融燃料所在が不明のままの溶融燃料所在が不明のままの溶融燃料所在が不明のままの溶融燃料

「溶融炉心の格納容器床面への落下；「溶融炉心の格納容器床面への落下；「溶融炉心の格納容器床面への落下；「溶融炉心の格納容器床面への落下；－１号機－１号機－１号機－１号機
では、では、では、では、１２日２時４５分までには原子炉圧力容器の底１２日２時４５分までには原子炉圧力容器の底１２日２時４５分までには原子炉圧力容器の底１２日２時４５分までには原子炉圧力容器の底
部付近に破損が生じた。流動性に富み、密度の大き部付近に破損が生じた。流動性に富み、密度の大き部付近に破損が生じた。流動性に富み、密度の大き部付近に破損が生じた。流動性に富み、密度の大き
な溶融炉心の大部分は、破損口の拡大とともに、１時な溶融炉心の大部分は、破損口の拡大とともに、１時な溶融炉心の大部分は、破損口の拡大とともに、１時な溶融炉心の大部分は、破損口の拡大とともに、１時
間程度で格納容器底部に落下した間程度で格納容器底部に落下した間程度で格納容器底部に落下した間程度で格納容器底部に落下したと推定される。落と推定される。落と推定される。落と推定される。落
下した溶融炉心の一部は、その流動性によって、ペデ下した溶融炉心の一部は、その流動性によって、ペデ下した溶融炉心の一部は、その流動性によって、ペデ下した溶融炉心の一部は、その流動性によって、ペデ
スタルの開口部から横方向に広がる一方、スタルの開口部から横方向に広がる一方、スタルの開口部から横方向に広がる一方、スタルの開口部から横方向に広がる一方、大部分は大部分は大部分は大部分は
コンクリートを熱分解しながら下方に向けて移動したとコンクリートを熱分解しながら下方に向けて移動したとコンクリートを熱分解しながら下方に向けて移動したとコンクリートを熱分解しながら下方に向けて移動したと
思われる。しかし、思われる。しかし、思われる。しかし、思われる。しかし、その大部分が格納容器床面に落その大部分が格納容器床面に落その大部分が格納容器床面に落その大部分が格納容器床面に落

下したと考えられる下したと考えられる下したと考えられる下したと考えられる溶融燃料が、現在、どこにど溶融燃料が、現在、どこにど溶融燃料が、現在、どこにど溶融燃料が、現在、どこにど
のような状態で存在しているのかについてはなのような状態で存在しているのかについてはなのような状態で存在しているのかについてはなのような状態で存在しているのかについてはな
にもわかっていない。にもわかっていない。にもわかっていない。にもわかっていない。」」」」（（（（国会事故調報告書、国会事故調報告書、国会事故調報告書、国会事故調報告書、12.9。。。。165

頁）頁）頁）頁）



①①①①毎日、燃料の冷却をした４００トンの新たな汚染水
が発生し、滞留水に入りこむ。

②原子炉&タービン建屋の床などに滞留している大
量の汚染水に扱いはほとんど前進していない。

• 放射性物質の日々の収支？、減少の見通し
？ いつになったら放射能がゼロになる？

③ 汚染水問題の根源は、汚染水問題の根源は、汚染水問題の根源は、汚染水問題の根源は、１～３号機を中心に、今１～３号機を中心に、今１～３号機を中心に、今１～３号機を中心に、今
だに２０００度Ｃ以上のだに２０００度Ｃ以上のだに２０００度Ｃ以上のだに２０００度Ｃ以上の熱を発している溶融燃熱を発している溶融燃熱を発している溶融燃熱を発している溶融燃
料料料料(燃料デブリ）の塊が、その存在状態も不燃料デブリ）の塊が、その存在状態も不燃料デブリ）の塊が、その存在状態も不燃料デブリ）の塊が、その存在状態も不
明のまま、明のまま、明のまま、明のまま、３つの原子炉内に現存している３つの原子炉内に現存している３つの原子炉内に現存している３つの原子炉内に現存しているここここ
と自体と自体と自体と自体にある。にある。にある。にある。



4) 河川、湖沼河川、湖沼河川、湖沼河川、湖沼のののの
底質、生物汚染底質、生物汚染底質、生物汚染底質、生物汚染
と海への輸送と海への輸送と海への輸送と海への輸送
２割による陸の汚染２割による陸の汚染２割による陸の汚染２割による陸の汚染

高濃度汚染域の周辺を高濃度汚染域の周辺を高濃度汚染域の周辺を高濃度汚染域の周辺を

中心に高い。中心に高い。中心に高い。中心に高い。

・浜通り（河川、湖沼）・浜通り（河川、湖沼）・浜通り（河川、湖沼）・浜通り（河川、湖沼）

・阿武隈川・阿武隈川・阿武隈川・阿武隈川

・山沿い・山沿い・山沿い・山沿い



浜通りの河川・湖沼の泥のセシウム浜通りの河川・湖沼の泥のセシウム浜通りの河川・湖沼の泥のセシウム浜通りの河川・湖沼の泥のセシウム請戸川請戸川請戸川請戸川

夏井川夏井川夏井川夏井川

太田川太田川太田川太田川

新田川新田川新田川新田川

真野川真野川真野川真野川



①事故直後高いのは伊達市。①事故直後高いのは伊達市。①事故直後高いのは伊達市。①事故直後高いのは伊達市。

③下流では、③下流では、③下流では、③下流では、
時間がたつ時間がたつ時間がたつ時間がたつ
ほどに高くなるほどに高くなるほどに高くなるほどに高くなる

②半年後は中流域が広い範囲で高い②半年後は中流域が広い範囲で高い②半年後は中流域が広い範囲で高い②半年後は中流域が広い範囲で高い

阿武隈川水系の泥阿武隈川水系の泥阿武隈川水系の泥阿武隈川水系の泥



放射能汚染地図と放射能汚染地図と放射能汚染地図と放射能汚染地図と
淡水魚のセシウム汚染淡水魚のセシウム汚染淡水魚のセシウム汚染淡水魚のセシウム汚染

（群馬大学早川氏ブログより）（群馬大学早川氏ブログより）（群馬大学早川氏ブログより）（群馬大学早川氏ブログより）
赤点は赤点は赤点は赤点は2013年年年年3月月月月31日までに日までに日までに日までに
淡水魚で淡水魚で淡水魚で淡水魚で100 Bq/kg超の値が超の値が超の値が超の値が
出た地点。出た地点。出た地点。出た地点。
表面沈着量とよく一致。表面沈着量とよく一致。表面沈着量とよく一致。表面沈着量とよく一致。



阿武隈川阿武隈川阿武隈川阿武隈川

真野川真野川真野川真野川
新田川新田川新田川新田川

アユアユアユアユ



ヤマメヤマメヤマメヤマメ
真野川真野川真野川真野川

14400ＢｑＢｑＢｑＢｑ
新田川新田川新田川新田川

阿賀川水系阿賀川水系阿賀川水系阿賀川水系

阿武隈川阿武隈川阿武隈川阿武隈川



●

●

●

●

①①①①
②

③

湖沼

底質

生物

④④④④ ⑤⑤⑤⑤



５）生物への生理的、遺伝的影響５）生物への生理的、遺伝的影響５）生物への生理的、遺伝的影響５）生物への生理的、遺伝的影響

• 放射能汚染による個々の生物の放射能汚染による個々の生物の放射能汚染による個々の生物の放射能汚染による個々の生物の繁殖力の繁殖力の繁殖力の繁殖力の
低下、遺伝的変化、低下、遺伝的変化、低下、遺伝的変化、低下、遺伝的変化、そして、それらが織りそして、それらが織りそして、それらが織りそして、それらが織り
なすなすなすなす食物連鎖構造への長期的な影響食物連鎖構造への長期的な影響食物連鎖構造への長期的な影響食物連鎖構造への長期的な影響。

• 他にもストロンチウム、トリチウム、さらに
はプルトニウム、ヨウ素、テルル、テクノチ
ウムなど多様な核種が存在。

• 細胞や遺伝子を損傷し、癌や遺伝性障害
を引き起こす可能性はある。しかも、これら
は同時に重なり合うことによる相乗的な影
響をもたらすかもしれない。



参考：チェルノブイリ原発事故
• 「コイの「コイの「コイの「コイの繁殖機能と、精子および卵に蓄積した繁殖機能と、精子および卵に蓄積した繁殖機能と、精子および卵に蓄積した繁殖機能と、精子および卵に蓄積した
放射性核種の濃度には相関放射性核種の濃度には相関放射性核種の濃度には相関放射性核種の濃度には相関が見られた」が見られた」が見られた」が見られた」

• 「ベラルーシでは、汚染度の高い湖沼ほど、コ「ベラルーシでは、汚染度の高い湖沼ほど、コ「ベラルーシでは、汚染度の高い湖沼ほど、コ「ベラルーシでは、汚染度の高い湖沼ほど、コ
イの胎芽、幼生、及び幼魚における形態異常（イの胎芽、幼生、及び幼魚における形態異常（イの胎芽、幼生、及び幼魚における形態異常（イの胎芽、幼生、及び幼魚における形態異常（
先天性奇形）の発生率が優位に高い」先天性奇形）の発生率が優位に高い」先天性奇形）の発生率が優位に高い」先天性奇形）の発生率が優位に高い」

• 「ベラルーシの汚染地域では汚染度の高い湖「ベラルーシの汚染地域では汚染度の高い湖「ベラルーシの汚染地域では汚染度の高い湖「ベラルーシの汚染地域では汚染度の高い湖
沼ほど、コイの個体群中における染色体異常沼ほど、コイの個体群中における染色体異常沼ほど、コイの個体群中における染色体異常沼ほど、コイの個体群中における染色体異常
とゲノム突然変異の出現率が優位に高い」。とゲノム突然変異の出現率が優位に高い」。とゲノム突然変異の出現率が優位に高い」。とゲノム突然変異の出現率が優位に高い」。

• 「原発の冷却水用貯水池のハクレンの種畜（「原発の冷却水用貯水池のハクレンの種畜（「原発の冷却水用貯水池のハクレンの種畜（「原発の冷却水用貯水池のハクレンの種畜（
種オス）群。種オス）群。種オス）群。種オス）群。数世代のうちに精液の量と濃度が数世代のうちに精液の量と濃度が数世代のうちに精液の量と濃度が数世代のうちに精液の量と濃度が
有意に低下し、精巣に壊滅的な変化有意に低下し、精巣に壊滅的な変化有意に低下し、精巣に壊滅的な変化有意に低下し、精巣に壊滅的な変化」。」。」。」。



生態系への影響の一例生態系への影響の一例生態系への影響の一例生態系への影響の一例
イボニシがイボニシがイボニシがイボニシが
原発から広野にいない。原発から広野にいない。原発から広野にいない。原発から広野にいない。

久之浜、13.6.30



複層的な海洋汚染の影響域

• 第１次第１次第１次第１次；福島；福島；福島；福島第１原発沖から南方向の茨城第１原発沖から南方向の茨城第１原発沖から南方向の茨城第１原発沖から南方向の茨城
県北部県北部県北部県北部沖まで。特に底層性魚。沖まで。特に底層性魚。沖まで。特に底層性魚。沖まで。特に底層性魚。

• 第２次第２次第２次第２次：第１次の周囲。原発から北へ約５０：第１次の周囲。原発から北へ約５０：第１次の周囲。原発から北へ約５０：第１次の周囲。原発から北へ約５０
ｋｍ、南へ約１２０ｋｍ。ｋｍ、南へ約１２０ｋｍ。ｋｍ、南へ約１２０ｋｍ。ｋｍ、南へ約１２０ｋｍ。南北１７０ｋｍ範囲。南北１７０ｋｍ範囲。南北１７０ｋｍ範囲。南北１７０ｋｍ範囲。

• 第３次第３次第３次第３次：ａ）：ａ）：ａ）：ａ）スズキ、クロダイスズキ、クロダイスズキ、クロダイスズキ、クロダイ基準値超え。基準値超え。基準値超え。基準値超え。

• 金華山沖から銚子沖金華山沖から銚子沖金華山沖から銚子沖金華山沖から銚子沖まで約まで約まで約まで約350km範囲。範囲。範囲。範囲。

• ｂ）数種の回遊魚（マダラ、マサバ、ヒラメ）ｂ）数種の回遊魚（マダラ、マサバ、ヒラメ）ｂ）数種の回遊魚（マダラ、マサバ、ヒラメ）ｂ）数種の回遊魚（マダラ、マサバ、ヒラメ）
のー中低濃度汚染。魚自身の遊泳行動。のー中低濃度汚染。魚自身の遊泳行動。のー中低濃度汚染。魚自身の遊泳行動。のー中低濃度汚染。魚自身の遊泳行動。
Ｃ）大気から降下したものの影響Ｃ）大気から降下したものの影響Ｃ）大気から降下したものの影響Ｃ）大気から降下したものの影響

• 第４次第４次第４次第４次：黒潮続流に乗り、：黒潮続流に乗り、：黒潮続流に乗り、：黒潮続流に乗り、太平洋規模太平洋規模太平洋規模太平洋規模で拡で拡で拡で拡
散したもの。散したもの。散したもの。散したもの。



① 世界三大漁場とは？暖流と寒流がぶつかり合う
② ２つは、大洋の同じ場所にある潮境。なぜ？
③ 地球規模の大循環が作り出す。
④④④④ 太陽エネルギー＋地球自転太陽エネルギー＋地球自転太陽エネルギー＋地球自転太陽エネルギー＋地球自転＝太陽と地球の合作＝太陽と地球の合作＝太陽と地球の合作＝太陽と地球の合作

■

■

■

惑星海流が作る世界三大漁場惑星海流が作る世界三大漁場惑星海流が作る世界三大漁場惑星海流が作る世界三大漁場



宇宙が作る豊かさを

台無しにした福島事故
放射能が流入した海は、世界的に見ても

最も優れた世界三大漁場の一つ

←宇宙が作る自然のメカニズム→持続可能

• ＝黒潮と親潮がぶつかるところ

• 親潮ー低水温、栄養・プランクトン豊富。

• 黒潮ー高水温、

• ＝潮境（フロント）～収束域（水が集まる）



それにしてもそれにしてもそれにしてもそれにしても
世界三大漁場世界三大漁場世界三大漁場世界三大漁場に面して、に面して、に面して、に面して、
北から南まで北から南まで北から南まで北から南まで
核施設核施設核施設核施設が並んでいる。が並んでいる。が並んでいる。が並んでいる。

福島事故が起きた時、福島事故が起きた時、福島事故が起きた時、福島事故が起きた時、
なぜか民主党政権だった。なぜか民主党政権だった。なぜか民主党政権だった。なぜか民主党政権だった。
しかし、これを推進してきたしかし、これを推進してきたしかし、これを推進してきたしかし、これを推進してきた
のは、歴代自民党政権でのは、歴代自民党政権でのは、歴代自民党政権でのは、歴代自民党政権で
あり、国家である。あり、国家である。あり、国家である。あり、国家である。
→福島事故による放射能福島事故による放射能福島事故による放射能福島事故による放射能
汚染は、汚染は、汚染は、汚染は、国家による全て国家による全て国家による全て国家による全て
の生物に対する犯罪の生物に対する犯罪の生物に対する犯罪の生物に対する犯罪。。。。

大間大間大間大間
東通東通東通東通
六ヶ所六ヶ所六ヶ所六ヶ所

女川女川女川女川

東海東海東海東海★★★★

★★★★
★★★★
★★★★

★★★★

★★★★
★★★★



（４） 原発再稼働と海
１）防災計画の策定と当事者性

・大飯原発大飯原発大飯原発大飯原発運転差し止め訴訟運転差し止め訴訟運転差し止め訴訟運転差し止め訴訟福井地裁判決福井地裁判決福井地裁判決福井地裁判決;

「原子力委員会委員長が「原子力委員会委員長が「原子力委員会委員長が「原子力委員会委員長が福島第１原発から福島第１原発から福島第１原発から福島第１原発から

２５０ｋｍ圏内に居住する住民に避難を勧告２５０ｋｍ圏内に居住する住民に避難を勧告２５０ｋｍ圏内に居住する住民に避難を勧告２５０ｋｍ圏内に居住する住民に避難を勧告

する可能性する可能性する可能性する可能性を検討したを検討したを検討したを検討した 。」。」。」。」

・相次いだ仮処分をめぐる司法の場での攻防・相次いだ仮処分をめぐる司法の場での攻防・相次いだ仮処分をめぐる司法の場での攻防・相次いだ仮処分をめぐる司法の場での攻防

15.4、高浜ー運転差し止め命令。川内ー住民、高浜ー運転差し止め命令。川内ー住民、高浜ー運転差し止め命令。川内ー住民、高浜ー運転差し止め命令。川内ー住民
敗訴の決定。敗訴の決定。敗訴の決定。敗訴の決定。

15.12,高浜地裁も却下。高浜地裁も却下。高浜地裁も却下。高浜地裁も却下。16.1 高浜再稼働。高浜再稼働。高浜再稼働。高浜再稼働。

16.3、大津地裁が高浜差し止め。県を超えた。、大津地裁が高浜差し止め。県を超えた。、大津地裁が高浜差し止め。県を超えた。、大津地裁が高浜差し止め。県を超えた。



防災計画策定の義務と当事者性

• 福島事故を踏まえ、「原子力災害対策指針」
により「緊急時防護措置を準備する区域」（Ｕ
ＰＺ）「原子力施設から概ね三〇ｋｍ」圏内を目
安に避難計画の策定を自治体に義務付け。

• →少なくとも三〇ｋｍ圏内の自治体は、原発
の当事者であることを政府として認めたこと。

• →それらの自治体は、原発再稼働の決定に
当事者として関与する権利があるはず。

• しかるにしかるにしかるにしかるに川内原発川内原発川内原発川内原発再稼働では、再稼働では、再稼働では、再稼働では、薩摩川内市と薩摩川内市と薩摩川内市と薩摩川内市と
鹿児島県知事の鹿児島県知事の鹿児島県知事の鹿児島県知事の容認だけで稼働。立地市町容認だけで稼働。立地市町容認だけで稼働。立地市町容認だけで稼働。立地市町
村と県知事だけが村と県知事だけが村と県知事だけが村と県知事だけが当事者当事者当事者当事者なのか？なのか？なのか？なのか？



２）川内原発で大事故が起きた
ときの海への影響は？

川内原発：鹿児島県西北部の薩摩川内市川内原発：鹿児島県西北部の薩摩川内市川内原発：鹿児島県西北部の薩摩川内市川内原発：鹿児島県西北部の薩摩川内市

久見崎の久見崎の久見崎の久見崎の川内川河口川内川河口川内川河口川内川河口。。。。

加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）２基。ともに電気出力加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）２基。ともに電気出力加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）２基。ともに電気出力加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）２基。ともに電気出力
89.0万ｋｗ。合計万ｋｗ。合計万ｋｗ。合計万ｋｗ。合計178万ｋｗ。万ｋｗ。万ｋｗ。万ｋｗ。

1号機、号機、号機、号機、1984年年年年7月月月月4日、日、日、日、

2号機、号機、号機、号機、1985年年年年11月月月月28日日日日

稼働、稼働、稼働、稼働、



川内原発における「放射性物質の拡散シミュレーション結果
（サイト出力に対応した放射性物質量を仮定した場合）

甑島（こしき）甑島（こしき）甑島（こしき）甑島（こしき）

潮流（潮汐に伴う）＝往復流潮流（潮汐に伴う）＝往復流潮流（潮汐に伴う）＝往復流潮流（潮汐に伴う）＝往復流
→汚染の長期化汚染の長期化汚染の長期化汚染の長期化

残渣流により移動残渣流により移動残渣流により移動残渣流により移動
甑南下流甑南下流甑南下流甑南下流



●川内原発
甑南下流甑南下流甑南下流甑南下流

毎秒毎秒毎秒毎秒0.5ーーーー2.0m

１日１日１日１日40～～～～170km

仮に毎秒仮に毎秒仮に毎秒仮に毎秒1mならならならなら
80km/日。日。日。日。

２週間で２週間で２週間で２週間で1200km

３）海洋への影響３）海洋への影響３）海洋への影響３）海洋への影響



九大の広瀬氏
海洋拡散
シュミレーション

①①①①②②②②

③③③③

④④④④

①太平洋岸一帯①太平洋岸一帯①太平洋岸一帯①太平洋岸一帯
②有明海など②有明海など②有明海など②有明海など
九州東シナ海側沿岸九州東シナ海側沿岸九州東シナ海側沿岸九州東シナ海側沿岸
③島根、鳥取県沿岸③島根、鳥取県沿岸③島根、鳥取県沿岸③島根、鳥取県沿岸
④韓国の東海沿岸④韓国の東海沿岸④韓国の東海沿岸④韓国の東海沿岸



東に向けて1000kmを超える影響範囲
●川内原発川内原発川内原発川内原発





回遊魚＝物理場を活かした生活史

• 流れ場（物理場）をうまく活かしながら、生
活史ができている。

• その生活史と放射性物質の流入が重なり
合う部分が怖いこと。

• 例：サンマ、鰹、マサバ、サケ、タラ

• ・コウナゴが汚染？ 非常に怖い。

• プランクトンが既に汚染されている。

• コウナゴを餌とする魚に濃縮していく可能
性が高い。



ゴマサバ太平洋系群ゴマサバ太平洋系群ゴマサバ太平洋系群ゴマサバ太平洋系群
の生活史の生活史の生活史の生活史



サンマの生活史と
潮 潮 。

の に、
放射性物質が遭遇？
えさ：プランクトン・小魚えさ：プランクトン・小魚えさ：プランクトン・小魚えさ：プランクトン・小魚・・・・

甲殻類

魚種ごとに。
カツオ、マサバ、サケ、

★★★★ 潮境（潮目域）潮境（潮目域）潮境（潮目域）潮境（潮目域）

図１３図１３図１３図１３



東西に延びる前線東西に延びる前線東西に延びる前線東西に延びる前線

2005年年年年4月月月月4日日日日
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▲

＊水産庁の海流図に原発立地地点＊水産庁の海流図に原発立地地点＊水産庁の海流図に原発立地地点＊水産庁の海流図に原発立地地点
（●原発、▲再処理工場）を追加。（●原発、▲再処理工場）を追加。（●原発、▲再処理工場）を追加。（●原発、▲再処理工場）を追加。

日本周辺の主な海流日本周辺の主な海流日本周辺の主な海流日本周辺の主な海流
と原子力施設と原子力施設と原子力施設と原子力施設



• 海の汚染という観点；海の汚染という観点；海の汚染という観点；海の汚染という観点；川内原発川内原発川内原発川内原発で事故があればで事故があればで事故があればで事故があれば
九州西岸、房総半島までの黒潮の影響域、対九州西岸、房総半島までの黒潮の影響域、対九州西岸、房総半島までの黒潮の影響域、対九州西岸、房総半島までの黒潮の影響域、対
馬暖流が流れる日本海沿岸を汚染。世界有数馬暖流が流れる日本海沿岸を汚染。世界有数馬暖流が流れる日本海沿岸を汚染。世界有数馬暖流が流れる日本海沿岸を汚染。世界有数
の生物多様性、漁業に壊滅的な被害を与える。の生物多様性、漁業に壊滅的な被害を与える。の生物多様性、漁業に壊滅的な被害を与える。の生物多様性、漁業に壊滅的な被害を与える。

∴∴∴∴川内原発の再稼働をめぐっては、鹿児島県の川内原発の再稼働をめぐっては、鹿児島県の川内原発の再稼働をめぐっては、鹿児島県の川内原発の再稼働をめぐっては、鹿児島県の
みならず、少なくとも九州全県、みならず、少なくとも九州全県、みならず、少なくとも九州全県、みならず、少なくとも九州全県、高知県、高知県、高知県、高知県、愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県
、和歌山県、三重県、愛知県、静岡県、神奈川、和歌山県、三重県、愛知県、静岡県、神奈川、和歌山県、三重県、愛知県、静岡県、神奈川、和歌山県、三重県、愛知県、静岡県、神奈川
県、千葉県、更には山口県、及び島根県などの県、千葉県、更には山口県、及び島根県などの県、千葉県、更には山口県、及び島根県などの県、千葉県、更には山口県、及び島根県などの
漁業者や自治体、市民の意向を聞いてから判漁業者や自治体、市民の意向を聞いてから判漁業者や自治体、市民の意向を聞いてから判漁業者や自治体、市民の意向を聞いてから判
断すべき。福島事故を踏まえ断すべき。福島事故を踏まえ断すべき。福島事故を踏まえ断すべき。福島事故を踏まえ改めて当事者とは改めて当事者とは改めて当事者とは改めて当事者とは
何かが問われている。環境汚染の影響が及ぶ何かが問われている。環境汚染の影響が及ぶ何かが問われている。環境汚染の影響が及ぶ何かが問われている。環境汚染の影響が及ぶ
範囲の住民はすべて当事者であるとの原則を範囲の住民はすべて当事者であるとの原則を範囲の住民はすべて当事者であるとの原則を範囲の住民はすべて当事者であるとの原則を
明確にさせること明確にさせること明確にさせること明確にさせることが急務。が急務。が急務。が急務。



５）国政の中心に生物多様性基本法等を

生物多様性基本法（生物多様性基本法（生物多様性基本法（生物多様性基本法（2008年）年）年）年）←生物多様性条約生物多様性条約生物多様性条約生物多様性条約

• 生物多様性国家戦略（生物多様性国家戦略（生物多様性国家戦略（生物多様性国家戦略（2012年、閣議決定）年、閣議決定）年、閣議決定）年、閣議決定）

• 日本列島の世界的な生物多様性を保持し、回日本列島の世界的な生物多様性を保持し、回日本列島の世界的な生物多様性を保持し、回日本列島の世界的な生物多様性を保持し、回
復させることが中長期的な基本戦略である復させることが中長期的な基本戦略である復させることが中長期的な基本戦略である復させることが中長期的な基本戦略である

• 放射能汚染による生物の放射能汚染による生物の放射能汚染による生物の放射能汚染による生物の繁殖力の低下、遺伝繁殖力の低下、遺伝繁殖力の低下、遺伝繁殖力の低下、遺伝
的変化、それらが織りなす食物連鎖構造への的変化、それらが織りなす食物連鎖構造への的変化、それらが織りなす食物連鎖構造への的変化、それらが織りなす食物連鎖構造への
長期的な影響は、上記の戦略に反する行為。長期的な影響は、上記の戦略に反する行為。長期的な影響は、上記の戦略に反する行為。長期的な影響は、上記の戦略に反する行為。

・循環型社会形成推進基本法（・循環型社会形成推進基本法（・循環型社会形成推進基本法（・循環型社会形成推進基本法（2000）：循環）：循環）：循環）：循環してはしてはしてはしては
ならないならないならないならない核分裂核分裂核分裂核分裂生成物生成物生成物生成物を作り出し、依存する行為を作り出し、依存する行為を作り出し、依存する行為を作り出し、依存する行為
は法に違反。は法に違反。は法に違反。は法に違反。



海の恵みを活かすことこそ
自立への道

―「地方創生」なら
原発再稼動はありえないー

・１４年１１月、１４年１１月、１４年１１月、１４年１１月、「まち・ひと・しごと創生法」など地「まち・ひと・しごと創生法」など地「まち・ひと・しごと創生法」など地「まち・ひと・しごと創生法」など地
方創生関連方創生関連方創生関連方創生関連2法法法法が成立。東京圏への一極集中が成立。東京圏への一極集中が成立。東京圏への一極集中が成立。東京圏への一極集中

を是正し、地域で住みよい環境を確保し、アベを是正し、地域で住みよい環境を確保し、アベを是正し、地域で住みよい環境を確保し、アベを是正し、地域で住みよい環境を確保し、アベ
ノミックスの恩恵を地方に届けるという。ノミックスの恩恵を地方に届けるという。ノミックスの恩恵を地方に届けるという。ノミックスの恩恵を地方に届けるという。

・そもそも「地方創生」を言うなら、地域の自然が・そもそも「地方創生」を言うなら、地域の自然が・そもそも「地方創生」を言うなら、地域の自然が・そもそも「地方創生」を言うなら、地域の自然が
与えてくれる恵みを認識し、それへの感謝の念与えてくれる恵みを認識し、それへの感謝の念与えてくれる恵みを認識し、それへの感謝の念与えてくれる恵みを認識し、それへの感謝の念
を共有し、を共有し、を共有し、を共有し、自治と自立自治と自立自治と自立自治と自立を基本に据えるべき。を基本に据えるべき。を基本に据えるべき。を基本に据えるべき。



（５）海のうめき声を聞け（５）海のうめき声を聞け（５）海のうめき声を聞け（５）海のうめき声を聞け
地球に生命が生まれてきた条件？地球に生命が生まれてきた条件？地球に生命が生まれてきた条件？地球に生命が生まれてきた条件？

ＡＡＡＡ））））水が循環できる水が循環できる水が循環できる水が循環できる表面温度表面温度表面温度表面温度←←←←太陽と星の太陽と星の太陽と星の太陽と星の距離距離距離距離

ＢＢＢＢ））））大気大気大気大気・・・・海洋海洋海洋海洋があるがあるがあるがある←←←←星の星の星の星の大きさ大きさ大きさ大きさ。。。。月は小さい月は小さい月は小さい月は小さい。。。。

ＣＣＣＣ））））太陽太陽太陽太陽、、、、宇宙からの放射線や紫外線などを遮宇宙からの放射線や紫外線などを遮宇宙からの放射線や紫外線などを遮宇宙からの放射線や紫外線などを遮
るるるるメカニズムがあるメカニズムがあるメカニズムがあるメカニズムがある←←←←磁場磁場磁場磁場、、、、オゾン層などオゾン層などオゾン層などオゾン層など

我が太陽系に我が太陽系に我が太陽系に我が太陽系に、、、、その条件を備えた星が１つあったその条件を備えた星が１つあったその条件を備えた星が１つあったその条件を備えた星が１つあった。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、４０数億年という時間４０数億年という時間４０数億年という時間４０数億年という時間が経過したが経過したが経過したが経過した。。。。

１０００億個の太陽系の中で一握り＝奇跡的１０００億個の太陽系の中で一握り＝奇跡的１０００億個の太陽系の中で一握り＝奇跡的１０００億個の太陽系の中で一握り＝奇跡的

宇宙の大部分は暗黒宇宙の大部分は暗黒宇宙の大部分は暗黒宇宙の大部分は暗黒。。。。オアシスの中のオアシスオアシスの中のオアシスオアシスの中のオアシスオアシスの中のオアシス

→→→→生きていること自体が奇跡的生きていること自体が奇跡的生きていること自体が奇跡的生きていること自体が奇跡的なことなことなことなこと。。。。



・表面温度・表面温度・表面温度・表面温度を決めるを決めるを決めるを決める

太陽からの距離太陽からの距離太陽からの距離太陽からの距離

→→→→水が循環できる水が循環できる水が循環できる水が循環できる

温度条件を持つ温度条件を持つ温度条件を持つ温度条件を持つ

星は星は星は星は地球しかない。地球しかない。地球しかない。地球しかない。

・星の大きさ＝・星の大きさ＝・星の大きさ＝・星の大きさ＝

一定の一定の一定の一定の重力重力重力重力がある。がある。がある。がある。



太陽エネルギーは核融合によるー水素やヘリウムの原太陽エネルギーは核融合によるー水素やヘリウムの原太陽エネルギーは核融合によるー水素やヘリウムの原太陽エネルギーは核融合によるー水素やヘリウムの原
子核や電子が分離したプラズマ状態で、これが外に飛子核や電子が分離したプラズマ状態で、これが外に飛子核や電子が分離したプラズマ状態で、これが外に飛子核や電子が分離したプラズマ状態で、これが外に飛

び出す＝び出す＝び出す＝び出す＝太陽風太陽風太陽風太陽風→宇宙空間には、おびただしい放射宇宙空間には、おびただしい放射宇宙空間には、おびただしい放射宇宙空間には、おびただしい放射
線が飛びかっている。線が飛びかっている。線が飛びかっている。線が飛びかっている。

磁場、大気、海洋の多重のバリアーが太陽風磁場、大気、海洋の多重のバリアーが太陽風磁場、大気、海洋の多重のバリアーが太陽風磁場、大気、海洋の多重のバリアーが太陽風
（陽子、電子、電磁波の帯）が地表に届くことを阻（陽子、電子、電磁波の帯）が地表に届くことを阻（陽子、電子、電磁波の帯）が地表に届くことを阻（陽子、電子、電磁波の帯）が地表に届くことを阻
止止止止し、生命体の保持を保障しているし、生命体の保持を保障しているし、生命体の保持を保障しているし、生命体の保持を保障している←マントルマントルマントルマントルが磁場が磁場が磁場が磁場
を作るを作るを作るを作る



地球を外から眺めたら？

－あまりにも愚かしい構図ー

地球創生のころ、太陽風は地表面に直接、到達。

今日の地球は、地球内部の外核の運動により磁場
を形成。その磁場を中心に、大気、及び海洋が多
重のバリアーとなり、放射線が地表面に到達する
のを極力防いでいる。

ところが、ここ７０年来、人類は、核実験や原発
により、わざわざ地上に放射性物質を生み出す活
動を進めてきた。最後に登場した生物が、生きる
場の只中で放射性物質を作り始めたのである。



• 再度、リヒトホーフェンの以下の言葉を
かみしめたい。「長い間、保たれてきた
この状態が今後も長く続かんことを私
は祈る。その最大の敵は、文明と以前
知らなかった欲望の出現とである」

• ２０世紀初めの数十年間、人類は、ま
さに、それまで知ることのなかった「核
エネルギー、化学変化による人工的な
物質合成や遺伝子工学」などの応用を
一気に始めた。核兵器と核発電は、そ
れを象徴する技術である。



現代の人類社会の罪

・１９３０年代以降、人工的な毒物の生産とそれ
への依存ー経済社会の無制限な膨張ー
その時、海洋・自然は無尽蔵の場であり、
ゴミ捨て場、毒壺とみなしてきた。
→福島事態に関して言えば、宇宙が作る自然の
恵みの場（世界三大漁場・・） を汚染しても恥
じない文化を形成。

→しかし海流や海洋の動きが、毒物を地球の隅
々に輸送し、生態系の奥深く浸透。時間がた
つ以外に手の施しようがない。



福島原発から出た放射能は福島原発から出た放射能は福島原発から出た放射能は福島原発から出た放射能は
世界三大漁場を直撃した。世界三大漁場を直撃した。世界三大漁場を直撃した。世界三大漁場を直撃した。

宇宙が作る恵みの場宇宙が作る恵みの場宇宙が作る恵みの場宇宙が作る恵みの場を台無しを台無しを台無しを台無し
にしている。にしている。にしている。にしている。

広島・長崎、ビキニ、チェルノ広島・長崎、ビキニ、チェルノ広島・長崎、ビキニ、チェルノ広島・長崎、ビキニ、チェルノ
ブイリ、そして福島。ブイリ、そして福島。ブイリ、そして福島。ブイリ、そして福島。時代を共時代を共時代を共時代を共
にする仲間が暮らす海を、にする仲間が暮らす海を、にする仲間が暮らす海を、にする仲間が暮らす海を、核核核核
のゴミ捨て場のゴミ捨て場のゴミ捨て場のゴミ捨て場にする奴は誰だ。にする奴は誰だ。にする奴は誰だ。にする奴は誰だ。
生命の母としての生命の母としての生命の母としての生命の母としての
＜海を＜海を＜海を＜海を毒壺にするな＞毒壺にするな＞毒壺にするな＞毒壺にするな＞。。。。
海のうめき声が聞こえる。海のうめき声が聞こえる。海のうめき声が聞こえる。海のうめき声が聞こえる。
生命の母・海からの警告生命の母・海からの警告生命の母・海からの警告生命の母・海からの警告をををを
受け止めねばならない。受け止めねばならない。受け止めねばならない。受け止めねばならない。



原発や核兵器に依存せず原発や核兵器に依存せず原発や核兵器に依存せず原発や核兵器に依存せず、、、、

生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性、、、、循環循環循環循環、、、、地域自立地域自立地域自立地域自立

を基本を基本を基本を基本ととととした世界に向かうことこそがした世界に向かうことこそがした世界に向かうことこそがした世界に向かうことこそが、、、、

リヒトホーフェンの懸念リヒトホーフェンの懸念リヒトホーフェンの懸念リヒトホーフェンの懸念に対するに対するに対するに対する

現代人からのせめてもの現代人からのせめてもの現代人からのせめてもの現代人からのせめてもの、、、、

そして最良の答えそして最良の答えそして最良の答えそして最良の答えであるであるであるである。。。。

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。


