
内部告発者：１	 隠蔽相次いで発覚 

2014年 3月 4日 
 ◇Ｎｏ．８４９ 
 
 ２００２年８月に発覚した「東電原発ひび割れ隠し事件」。 
 事件を明るみに出したのは、米国の原子炉メーカー、ゼネラル・エレクトリック社（ＧＥ）の１

人の社員による内部告発だった。 
 ００年７月３日、１通の英文の手紙が霞が関の通産省に届いた。 
 東京電力福島第一原発１号機の原子炉内の装置に６カ所にわたってひび割れが入ってい

る。それを東電とＧＥとで隠蔽（いんぺい）している――。 
 手紙は資源エネルギー庁の原子力発電安全管理課あてで、差出人はケイ・スガオカとあ

る。 
 ８９年に１号機を検査したＧＥの技術者だった。 
 「私は１号機の蒸気乾燥器を目視検査していました。ひび割れが見つかり、東京電力は巨

額の費用で、これを新しいものに取り換える必要がありました」 
 「巨額の費用」だけ太字だ。手紙には１号機の「目視検査報告」のデータシートが同封され

ていた。 
 原子炉の圧力容器の中にある蒸気乾燥器の絵があり、右横のコメント欄に「ひび割れが

観測された」と英語で書き込まれている。その数、６カ所。場所や長さも明確に記されてい

る。 
 「私は、たくさんの沸騰水型炉を検査してきましたが、ここまで傷ついた蒸気乾燥器は見た

ことがありませんでした」 
 「しかし東電の依頼に基づくＧＥ上層部の指示で、ひび割れが映らないように意図的に編

集したビデオが通産省向けにつくられました」 
 １号機を製造したＧＥは、その定期点検を東電から請け負っていた。そのＧＥと東電が共謀

して原子炉内のひび割れを隠蔽（いんぺい）した――。 
 そんなスキャンダルを内部告発する手紙だった。 
 通産省は直ちに東電に問い合わせた。しかし「そのような事実はない」との回答が返ってく

るばかりだ。 
 スガオカの手紙に同封されていたデータシートの絵を突きつけた。 
 それでも「当社は承知していない」との返事である。 
 ０１年、原子力安全・保安院が発足した。保安院はＧＥに、調査への協力を依頼した。 
 ＧＥが記録を調べ直すと、０２年に１３の原発で、ひび割れをふくめて２９件のトラブル隠蔽

疑惑が見つかる。 
 大騒ぎになった。（奥山俊宏） 
 



内部告発者：２	 １７基すべて止まった 

2014年 3月 5日 
 ◇Ｎｏ．８５０ 
 
 ２００２年８月２９日夕、原子力安全・保安院の原子力発電検査課長に就任して間もない梶

田直揮（かじたなおき）（５７）は、上司の命令で緊急記者会見を開いた。 
 内容は、ケイ・スガオカ（６２）の内部告発に端を発した東電のトラブル隠しの問題だった。 
 「東京電力による点検作業の記録の不正の疑いにつきまして、私どもが調査を進めている、

ということについて、ご報告をさせていただきます」 
 梶田はそう話し始めたが、頭の中は真っ白だった。事件の全貌（ぜんぼう）が理解できてい

ない。しかし「２９件のトラブル隠し」が一部の報道機関にスクープされる恐れが強まり、急き

ょ、会見せざるを得なくなったのだ。 
 梶田は７月の就任直後、スガオカの内部告発の話を初めて聞いた。それまで保安院は、

告発者のスガオカに直接会って事情を聴いてはいなかった。「何をやってたんだ」と梶田は

驚いた。 
 梶田の目から見れば、把握していた隠蔽（いんぺい）疑惑そのものはそれほど深刻なもの

ではなかった。事故に直結するようなトラブルではない。 
 より深刻だったのは、東電の言うことのどこまでが正しいのか、それを断定できない、とい

うことだった。 
 過去の記録のどれがどう改ざんされたのか分からない。どこまでが信用できるかも分から

ない。ということは、安全を脅かすような欠陥が隠蔽されていないと言い切ることもできな

い。 
 保安院として安全を確認できたわけでもない。そんな原発の運転をなぜ認めるのか、世の

中に説明できない状況だということはよく分かっている。かといって、東電のすべての原子炉

を停止させて、一から検査をやり直すべきなのだろうか。 
 京都大学の大学院で衛生工学を修め、土木の技官として１９８１年に通産省に入った。技

術政策を専門としてきた。原子力に詳しいわけではない。 
 梶田自身が悩んでいた。にもかかわらず、会見では何らかの説明をしなければならなかっ

た。 
 トラブル隠しが報道されると、原発の地元では憤りの声が噴出した。福島県知事・佐藤栄

佐久（さとうえいさく）（７４）は国を強く非難した。 
 「考えれば考えるほど怒りがこみ上げる」 
 ０３年４月１５日午前０時、東電が福島県と新潟県に持つ１７基の原発すべてが停止され

た。 
 （奥山俊宏） 
    ＊ 
 



内部告発者：３	 認められた正義 

2014年 3月 6日 
 ◇Ｎｏ．８５１ 
 
 ２００２年８月２９日、東京電力の原子炉ひび割れ隠しを公表した原子力安全・保安院の原

子力発電検査課長、梶田直揮（５７）は「頭が真っ白」のパニック状態だった。 
 それだけに、内部告発者の元ＧＥ社員、ケイ・スガオカ（６２）のことが心配だった。 
 スガオカの手紙を受け取って以来の２年間、東電は保安院の質問に回答を引き延ばし、

ウソを答えてきた。真相が明らかになったのは、保安院がスガオカの紹介でＧＥ関係者に直

接問い合わせたからだ。 
 彼の手紙が役立ったこと、話のないまま突然の記者会見になってしまって申し訳なく思っ

ていることを伝えようと思う。会見後、役所の自席から米国のスガオカに電話した。 
 スガオカはそのころ、内部告発のことをあきらめかけていた。 
 「もう一通、手紙を書こう。それで何の反応もなければ、このことは忘れよう。東電を相手に

闘うのは無理だったのだ」―― 
 そんなところへの梶田の電話だった。スガオカは事情がのみ込めず、とんちんかんな対応

になった。 
 梶田は改めて９月３日、スガオカに手紙を書いた。 
 「東京電力は最終的に８月初旬、あなたの正義を認めました。あなたの情報のおかげで、

さらに多くの不適切な取り扱いが判明しました」 
 英文でそうつづられた手紙を、スガオカは大切に保管している。 
 スガオカの告発は、内部告発をした原発労働者を保護する法律の適用第１号だった。「改

正原子炉等規制法」。００年７月１日に施行され、スガオカの告発は３日に届いていた。 
 スガオカが通産省に送った検査報告のデータシートの原本は、ＧＥに保管されていた。内

部告発があった００年７月に東電の社員がＧＥに行って確認している。 
 しかし東電は、ＧＥに「保管されていない」というウソの報告書をつくらせた。東電は０１年８

月８日、保安院にそのウソを報告している。 
 保安院は１０月、スガオカの線でＧＥやその関係者に直接、情報提供を依頼する。ＧＥは０

２年１月、「検査報告書はある」と回答してきた。だが、その提出に東電の承諾が得られない

状態が続いた。 
 ３月８日、本物の報告書がやっと提出される。同月１９日、ＧＥは保安院に「完璧な調査」を

約束する。他の原発も含む「２９件のトラブル隠し疑惑」は、そこから芋づる式に出てきた。

（奥山俊宏） 
     ＊ 
 
 
 



内部告発者：４	 福島が反旗を翻した 

2014年 3月 7日 
 ◇Ｎｏ．８５２ 
 
 ２００２年８月２９日、福島の原発でひび割れ隠しがあったとの原子力安全・保安院の発表

で、地元の福島県は大騒ぎになった。 
 翌３０日、三役打ち合わせで県知事・佐藤栄佐久（７４）は「われわれの相手は経済産業省

だ」と宣言する。 
 「東電の社長のクビを取ったり、プルサーマルを止めたら終わり、ではない。経産省はさっ

と逃げるので、ドジョウを逃がさないだけのザルを用意しなければならない。いよいよ本番が

来た」 
 プルサーマルというのは、使用済み核燃料のリサイクルの手法の一つで、国の原子力政

策の大きなかなめとなっている。佐藤はそれに反旗を翻したのだ。 
 ９月９日の県の部長会でも、佐藤は訴えた。 
 「東電問題は、原子力政策の体質の問題として信念をもって、命がけでやってきた。苦労

したが、私どもの主張が結果的にこうなった。本県が命がけでやってきたことは間違いでは

なかった」 
 自民党参院議員から知事となった佐藤は、もともと原子力政策に協力的だった。しかし、

知事として問題に対応しているうち、国のやり方に疑問を感じるようになる。 
 もっとも大きかったのが、使用済み核燃料の問題だった。通産省の課長は１９９３年、青森

県の六ケ所村に運び出すと佐藤に約束した。しかし翌年、その前提となる第２再処理工場

の計画の先送りが国の原子力委員会で決まった。 
 国がウソをついた――。佐藤は「許しがたい」と思った。以後、佐藤の反発は強まっていく。 
 ０１年、佐藤は、県として国のエネルギー政策を検討する会議を設けた。「どこで原子力政

策は決定されるのか」「情報公開は十分に行われているのか」と問いかけた。 
 ０２年４月には、核燃料１キロ当たり１万１千円を課税する重量税を新設する方針を明らか

にし、東電は猛反対していた。そのさなかに、内部告発が公表されたのだ。 
 ０２年９月２４日、福島第一、第二の両原発がある双葉郡の町村長や議長との懇談会では、

佐藤は「保安院と東電は同じ穴のムジナである」といいきった。 
 政府も東電も、核燃料税の増税を受け入れざるをえなくなった。経産省の一部の官僚の

間には、原子力政策の見直しを真剣に考えようとする動きも出てきた。 
 佐藤は勝利したかに見えた。（奥山俊宏） 
     ＊ 
 
 
 
 



内部告発者：５	 あおられた電力危機 

2014年 3月 8日 
 ◇Ｎｏ．８５３ 
 
 ２００３年４月１５日午前０時、東京電力が福島県と新潟県に持つ１７基の原発がすべて停

止した。 
 東電のトラブル隠しに地元の福島県と新潟県が反発し、点検で停止した原発の再稼働が

不可能になってしまったのだ。 
 カギは、福島県知事・佐藤栄佐久（７４）が握っていた。佐藤は「命がけの闘い」と呼んでい

た。 
 佐藤のその闘いは、優勢のうちに進んでいた。のちに佐藤はこう語っている。 
 「だいたい勝ってました。われわれが『うん』といわないと、国も東電も何もできない状況で

したから」 
 しかし、世間の関心は国のエネルギー政策ではなく、停電に向かう。真夏に大規模停電が

発生する恐れがあると、「首都圏の電力危機」があおられ始めた。 
 「市民生活は大混乱に陥り、生命の危険さえ生じうる。経済的な損失は大きく、国際的な

信用も失うだろう」（読売新聞７月４日付） 
 「早急に合理的決断を」（日経新聞６月５日付） 
 米紙ニューヨーク・タイムズは「原子力か暗闇かと東京が問われている」と報道。英誌エコ

ノミストは「暗闇が東京に降りかかる」という見出しで「日本の電力業界の混乱が世界のエネ

ルギー市場に大きな影響を与えるかもしれない」と報じた。 
 福島県の副知事だった川手晃（かわてあきら）（６０）は、首都圏と福島県の対立に問題が

矮小（わいしょう）化された、と振り返る。 
 「県はなぜゴネているのか、という声が強まってきました。それを知事に報告すると、信念

をもってぶれずにやれ、と言われました」 
 川手によれば、そんなころ、東電社長・勝俣恒久（かつまたつねひさ）（７３）の側の打診と

して知事の後援会の幹部からある持ちかけがあった。 
 知事の自宅でお会いしたい――。 
 佐藤は「取引したと思われたらいやだ」といったが、川手は「表には出さず、すしでも食べた

らいいんじゃないですか」と助言した。 
 佐藤はそれについて、記憶になく、「断ったのでは」と言う。 
 「原発を半年近く止めていたわけです。これでみな、原子力の問題を本気で考えてくれる

だろうと。夏場の暑くなる前には再稼働しなきゃなんないなという気持ちはありました。今だ

から話せますが……」 
 ７月１０日、佐藤は原発再稼働について「了としたい」と東電社長の勝俣に伝えた。佐藤は

あえて「了解」とはいわなかった。（奥山俊宏） 
    ＊ 



内部告発者：６	 福島は第二の故郷 

2014年 3月 9日 
 ◇Ｎｏ．８５４ 
 
 東京電力のトラブル隠しを内部告発したケイ・スガオカ（６２）は１９５２年、カリフォルニア州

サンノゼで生まれた。 
 母親は日系２世。戦時中は山口県で過ごした。戦後、カリフォルニアに戻ってきた。 
 スガオカは、地元の短大を経て、ガソリンスタンドや半導体メーカーで働いた後、２１歳のと

き、原子炉メーカー、ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）に入った。 
 とくにＧＥでこれをしようという気持ちはなく、「仕事を持ち、稼ぐためだった」と振り返る。 
 実家はスノルという小さな町にある。そこから車で１０分ほどの場所にＧＥのバレシトス原

子力センターがあり、そこが職場だった。 
 山吹色と黄褐色にまだらに染まった草原のかなた、青い空との境目のあたりに、ドーム形

の屋根をいただく灰色の円筒が立っている。それがバレシトス原子炉だ。 
 ７７年以降は毎年のように日本に出張し、各地にあるＧＥ製原発の定期点検に合わせ、そ

れぞれで働いた。 
 「７３年に会社に入ったときに、最初にここで訓練を受けたんだ。そのあと、日本に行った。

特に福島には何度も行った」 
 ＧＥは５７年、バレシトスに原子力発電所を完成させた。 
 核分裂エネルギーで水を熱して沸騰させ、その蒸気でタービンを回転させて電気を起こす

「沸騰水型炉（ＢＷＲ）」。その方式では世界で初めて一般家庭に電気を送り出した原発とし

て知られる。それは東電の原発の原型となる。 
 バレシトスから車で３０分ほど、サンフランシスコ湾の南の先に、「シリコンバレー」の中心

都市サンノゼがある。そこに今世紀初頭まで、ＧＥの原子力部門の本部があった。 
 その場所で６０年代、東電の技術者たちは原子炉運転の教育と訓練を受けた。 
 ここで設計された沸騰水型の原子炉が、北緯３７度、太平洋をはさんでバレシトスの真向

かいにある福島県大熊町に据え付けられた。 
 スガオカにとって、福島第一、第二で１０基の沸騰水炉が相次ぎ運転を始めた福島県は、

重要な出張先となった。そこは沸騰水型炉の密集地としては世界最大だった。 
 「第二の故郷」――。スガオカは福島県の太平洋岸をそう呼ぶ。気の合う友人ができ、親し

くなるにつれ、スガオカにとって、福島は特別な地となっていく。（奥山俊宏） 
    ＊ 
 
 
 
 
 



内部告発者：７	 故郷が核の最前線 

2014年 3月 10日 
 ◇Ｎｏ．８５５ 
 
 １９７７年に初めて福島に出張したころ、ＧＥの技術者、ケイ・スガオカ（６２）は長髪でひげ

を生やしていた。まだ２５歳だった。 
 東京電力福島第一原発の正門の手前で右に折れた先、海側のやや奥まった場所に、「ゲ

ストハウス」と呼ばれるＧＥの宿舎があった。 
 玄関を入ったところにレストランがあり、その一角が小さなバーカウンターになっている。寮

タイプの１人用の個室がたくさんあった。そこでスガオカは、宿舎マネジャーの山田光昭（や

まだみつあき）（６１）と仲良くなる。２０歳代半ばの同い年でウマが合った。 
 山田は、大熊町の目抜き通りにある自転車店の息子だった。中学生のとき、ベンチャーズ

の「１０番街の殺人」に衝撃を受ける。ギターを自作するほどのめり込み、将来は音楽で生

きていこうと心に決めた。 
 そのころ大熊町で原発の建設工事が始まる。家の近くに東電の社員寮が建つことになり、

小遣い稼ぎにその測量を手伝った。 
 中学を卒業すると、東京都日野市にあった東電学園の高等部に進学する。 
 別に電気をやりたかったわけではない。「東京に行きたい」が第一目的で、東電学園なら

親の了承が得られると思ったからだ。 
 東電学園では、授業が終わると学校には内緒で新宿に行き、ライブのバンドで稼いだ。深

夜まで音楽に浸る日々だった。 
 高３になったばかりの春、自分から退学した。驚いた親や町の幹部が「辞めるな」と説得に

来たが、翻さなかった。 
 「ヘルメットをかぶる仕事なんていやだったから」 
 東京、佐世保、グアムと渡り歩き、米兵らを相手にロックやポップスを演奏して暮らした。 
 それが２５歳で大熊町に戻る。幼なじみの妻、恵美子（えみこ）（６１）の妊娠がきっかけだ

った。 
 「田舎で子どもを育てたかった」 
 海水浴場のある熊川海岸は故郷の原風景だった。太平洋が広がり、南に目をやると「馬

の背」と呼ばれる崖が海に突き出している。その光景を子どもと共有したかった。 
 しかし故郷に戻って気がついたのは「大熊町は核の最前線」ということだった。１０年前に

町を出たときには姿も形もなかった原発が、次々とできあがろうとしていた。 
 「とりあえず食っていくため」にＧＥ宿舎で働く。そこで出会ったのがスガオカだった。（奥山

俊宏） 
     ＊ 
 
 



内部告発者：８	 面白いやつがいる 

2014年 3月 11日 
 ◇Ｎｏ．８５６ 
 
 ＧＥ技術者のケイ・スガオカ（６２）が３５年余前に福島出張で仲良くなった日本人は、他に

もいる。 
 白土栄一（しらどえいいち）（６５）。富岡町夜の森で「ウッドストック」というジーンズ店を経

営していた。そこに１９７７年、サーファー仲間の山田光昭（６１）が「おもしろいやつがいる」と

連れてきたのがスガオカだった。 
 以来、スガオカは山田や白土の友だちグループのメンバーとなった。スガオカは日本語が

できなかったが、２人はそんなことを気にもしなかった。いっしょにドライブに出かけ、海に行

き、食事に行った。音楽好きも共通していた。富岡町の麓山（はやま）神社の火祭りでは、鉢

巻き姿の白土の横でスガオカ、山田らが並んで写真に納まった。 
 白土のジーンズ店は７６年に開店した。当時それは野原の中に一軒だけの店で、知人か

ら「客なんか来るものか」といわれた。しかし、白土には見込みがあった。 
 「商業施設は、駐車場があればお客さんは必ず来る」。開店前に１年半ほど滞在した米カ

リフォルニア州で、車を運転して買い物に出かけるのが当たり前の社会を目の当たりにして

いたからだ。 
 白土にはもう一つ当てがあった。それは原発だ。 
 北東に７キロ離れた東京電力福島第一原発は１～３号機が運転を始めたばかりで、４～６

号機が建設中。南東６キロでは前年の７５年に福島第二原発の建設工事が始まっていた。

経済効果は膨大なものになる――。 
 「商売にはいい条件でした」 
 高さ１２０メートルの排気筒が次々と立ち上がっていくのを見て、白土は「すごいものができ

るんだ」と思った。もやもやした疑問も残った。 
 「なんで人のいないところに造るんだろう。それも、東京で使う電気のために」 
 白土らとの付き合いは、スガオカにとって原発での仕事が終わった後の貴重な息抜きの

場だった。 
 スガオカは冗談めかしていう。 
 「秘密結社だよ。どんな社会にもあるだろう？」 
 信頼し合える友だちだった。 
 白土や山田はスガオカから原発の「裏の話」をよく聞かされた。「きょうは失敗しちゃった」と

か「スパナを炉内に落とした」とか……。 
 原発での作業は神経が張り詰める。気を許せる友人の前で愚痴をこぼすことで、いくらか

は気が楽になることもあるのだろう。白土はそう思っていた。 
 （奥山俊宏） 
    ＊ 



汚染水止めろ：９ カネに糸目つけるな 
2014年 1月 11日 
 
 ２０１１年５月、遮水壁に国費投入案が浮上した。首相補佐官の馬淵澄夫は５月１９日、国

が支援する場合の論点整理メモをつくらせている。 
 国土交通相だった馬淵は一度は国交省の予算を使うことを検討したが、「民間企業の敷

地に投入できる公共事業が見当たらない」と断念。代わって東電を所管する経済産業省予

算の活用を思い定めた。 
 「まずは東電が負担し、予算要求が通ったら国費を投入する」 
 そう考えた。 
 馬淵は６月６日、首相官邸に行き、菅直人に説明した。 
 馬淵「１千億円ぐらいかかりますが、いいですか」 
 菅「カネに糸目をつけるな」 
 菅ののみ込みは早かった。菅は計画を公表するよう促しさえした。 
 それに先立つ４月１７日、菅は、内閣官房参与の北陸先端科学技術大学院大副学長、日

比野靖（ひびのやすし）（６８）から地下水対策のリポートを得ていた。日比野は菅の東工大

の同窓生で、菅が震災後、自身のアドバイザー役として官邸に呼んでいた。 
 日比野リポートには、汚染水が地下水に混ざらないよう、原発周辺の地下に壁を造る案が

記されていた。菅の頭にはそれがあった。 
 同じころ経産相の海江田万里も部下に予算化検討を指示する。馬淵秘書官の大野昌仁

は、親元の国交省の建設施工企画課に対し、経産省が予算要求する際の積算支援を頼ん

だ。 
 東電はこの動きを歓迎した。 
 東電の６月１３日の資料には「政府側から国プロジェクト化の示唆（当初は国交省予算）」

「経産省（原子力政策課）でも最近になり検討を始められた」と書かれている。 
 馬淵は「文句を言ってきそうな財務省や、国会にどう説明しようか」と考えていた。 
 そんなとき、馬淵は突然、菅から経産副大臣への転出を求められた。 
 経産省は、浜岡を除く各原発の再稼働に動き出していた。菅は、馬淵を経産省に入れて

原発再稼働の動きを牽制（けんせい）させ、同時に引き続き遮水壁に取り組ませたかった。 
 だが馬淵は再稼働路線に乗りたくない。副大臣就任を固辞する。菅は怒って馬淵を２７日

に更迭。「チーム馬淵」は解散することになった。 
 この改造で原発担当相に抜擢（ばってき）されたのが、首相補佐官の細野豪志だった。中

長期対策チームは内閣府政務官の園田康博（そのだやすひろ）（４６）が引き継ぐ。 
 以来、細野と園田の２人が遮水壁の責任者になった。 
 （大鹿靖明） 
    ＊ 
 
 



汚染水止めろ：１０	 「国が一歩前に出る」 

2014年 1月 12日 
 
 経済産業相の海江田万里は事故直後から「国がもっと前面に立つべきだ」と考えていた。 
 まず着の身着のままで避難する被災者への補償を考えた。 
 原子力損害賠償法は、原発事故の際の政府の賠償責務は、ひとつの原発あたり１２００億

円と定めている。海江田はこれを福島第二原発も含めて二つ分、２４００億円にならないか

と考えた。 
 ２０１１年６月、事務次官の松永和夫（まつながかずお）（６１）ら幹部に指示する。 
 松永の返事は「なかなか難しい」だった。 
 しばらくして財務省から出向してきた官僚が説明に現れた。 
 「第一と第二で避難区域が重なっています。第二単独で避難した人はいないので両方から

は出せません」 
 汚染水対策、さらには廃炉に向けても、国が前面に出るべきだと考えていた。だが、海江

田によると、財務省がつれない。 
 「財務省は渋かったな。この国は結局は財政優先主義なんだ」 
 一般財源とは別に、経産省の持つエネルギー対策特別会計を財源に資金投入することを

考えつき、５月以降、部下たちに指示した。何度か報告は受けたものの、それは海江田が

納得できるようなものではない。 
 「一般会計は国の財布だが、特別会計は役所の財布。だから、いじらせたがらないんだ」 
 財務省が所管している予備費の活用も思いついた。予備費は、国会の審議を経ることなく

内閣が自由に使える。リーマン・ショックを受けて麻生政権時代に経済危機対応を名目に１

兆円の予備費があった。 
 「これを何かに使えないかとずっと思っていたんだ……」 
 だが、心の中で思っただけで、特段の指示を出していない。 
 このころ海江田が意を通じ合っていたのが、原発担当相の細野豪志だった。 
 「廃炉に向けて国が前に出て、国のカネでやろう、と。政治レベルでそんな話をしていた。

細野君も同意見だった」 
 細野は７月１４日の参院内閣委員会で「一歩政府が前に出る」と述べたうえで、「経済産業

大臣の力を借りて予算の執行をやっていく」と踏み込んだ。遮水壁を含めた廃炉作業に国

費を投入するという考えだった。 
 海江田も同日、参院経産委員会で「国がさらに一歩前に出る。その中には地下水の遮断

がある」と歩調をあわせた。（大鹿靖明） 
    ＊ 
 
 
 



汚染水止めろ：１１	 政治的リスクを懸念 

2014年 1月 13日 
 
 経済産業相の海江田万里が地下水対策の予算化の検討を指示したのは、経産省資源エ

ネルギー庁原子力政策課長の三又裕生（みつまたひろき）（５０）だった。 
 三又は２０１１年６月１３日ごろ、東京電力幹部や省内の関係職員を呼んで財務省への予

算要求を検討している。機密指定のある議事録に、こんなやりとりが残っている。 
 東電企画部「経営陣は事故収束に追われていたが、中長期対応に目が向くようになった。

中長期は大物が多く、どれだけの費用がかかるかわからない。遮水壁ですぐに債務超過に

なるわけではないが……」 
 三又「東電への公的補助の仕方には政治リスクもある。賠償法案の推移への影響もある

ので慎重に審議しよう。近藤勉強会で議論しているデブリの取り出しはＲ＆Ｄ（研究開発）的

な支援を考えている」 
 デブリとは崩壊した核燃料のことだ。議事録には「原賠機構ができるまでの間のつなぎ融

資か国の補助か考え方を整理したい。オプションを出して大臣に判断してもらい、主計局と

交渉していきたい」ともある。 
 このとき経産省は、事故の賠償費用を東電に貸し付ける原子力損害賠償支援機構法案を

用意していた。法案は６月１４日に閣議決定したが、民主党内に「菅下ろし」が吹き荒れ、こ

の時点では成立が微妙だった。 
 一方、近藤駿介が委員長の原子力委員会では、デブリを取り出す検討を始めていた。 
 三又の口ぶりから、経産省は、東電の遮水壁に関する国費投入が原賠機構法案に波及

することを気にする様子がうかがえる。技術的に難しいデブリ取り出しには、研究開発費の

国費負担を考えていた。 
 財務省の経産担当主計官である鑓水洋（やりみずよう）（４９）は、遮水壁の件で経産省と

予算協議をした記憶がない。 
 「議論をしていれば記憶に残るはずなのですが……。馬淵（澄夫）先生が一生懸命だった

ということを耳にした記憶しかございません」 
 鑓水の当時の上司は「そんな話は持ち込まれていない」とけげんな顔だ。後任主計官も

「要求されたら私にも引き継ぎがあるはずですが、ありませんでした」という。 
 当の三又は「いろいろなことが同時に進行していて、予算のことは記憶にありません」と言

った。 
 三又の上司である電力・ガス事業部長の糟谷敏秀（かすたにとしひで）（５２）はいま、政府

の廃炉・汚染水対策チームの事務局長補佐だ。当時のことは「知らない」と答えるだけだっ

た。（大鹿靖明） 
    ＊ 
 
 



内部告発者：１２	 尊敬する親友のため 

2014年 3月 15日 
 ◇Ｎｏ．８６０ 
 
 ケイ・スガオカ（６２）の内部告発で、２００２年夏から０３年夏にかけて日本は大騒動となっ

た。 
 東京電力の原発は、１７基すべてが停止に追い込まれた。テレビでも新聞でも「東電トラブ

ル隠し」が大きく報じられた。しかし、スガオカの名前は報じられなかった。 
 スガオカが「６カ所のひび割れ」を告発し、そのことが通産省から東電に伝えられた段階で、

その名前は関係者には割れている。 
 スガオカの友人仲間で学習塾経営の栃久保寿治（５９）は、決意した。 
 「ケイの行動が日本最大の電力会社を震え上がらせ、原子力行政を変えたということを、

日本の国民に知らしめる必要が絶対ある、と思ったんです」 
 栃久保の学習塾ははやっている。２０万円の旅費や宿泊費を出すことにためらいはなかっ

た。塾の生徒の半分は東電と関わりのある家庭の子だ。塾に影響があるかもしれない。そ

れは覚悟の上だった。 
 ０３年１０月、スガオカを日本に招いた。 
 前年に記者会見でトラブル隠しを公表した原子力安全・保安院の原子力発電検査課長、

梶田直揮（５７）に引き合わせた。栃久保は梶田と面識はなかったが、梶田にメールを送って

面会の約束を取り付けた。 
 福島県知事・佐藤栄佐久（７４）にも会わせた。 
 栃久保は佐藤とも面識はない。知人が県庁の出先の幹部におり、彼に頼み込んで会見を

実現した。 
 ０３年１０月９日、２人は福島県庁を訪れた。知事室に入ると、記者やカメラマンが待ち構え

ていた。 
 「今回、日本の皆さまに私の立場を説明したいということで、日本に来ることを決めました」 
 知事と向き合うスガオカの言葉を、間に座る栃久保が通訳した。 
 「私はＧＥの不正に焦点を絞って通産省に申し立てました。結果として大きな問題になり、

驚いています」 
 佐藤はスガオカに「私どもの目を覚まさせてくれました」と感謝の気持ちを伝えた。 
 「日本の原子力がこれから安全を確保していけるとすれば、スガオカさんの力が非常に大

きな布石になると考えております」 
 栃久保はなぜそこまでしたのか。 
 「親友としての尊敬の念です。これだけのことをした彼が見向きもされず、会社をクビにな

って終わり、というのはおかしい」（奥山俊宏） 
     ＊ 
 



内部告発者：１３	 津波の音が響いた 

2014年 3月 16日 
 ◇Ｎｏ．８６１ 
 
 ２０１１年３月１１日午後３時半、福島県富岡町の夜（よ）の森（もり）つつみ公園に止めた車

の中で、ケイ・スガオカ（６２）の親友、白土栄一（６５）は、妻の博子（ひろこ）（４９）と車のナビ

に映し出されたテレビ画面に見入っていた。 
 東日本大震災が発生して１時間もたっていない。映っているのが東京電力福島第一原発

だということはすぐに分かる。第一原発とその南の海岸をとらえた映像が生放送されてい

た。 
 「見えないところが見えてる」 
 白土はつぶやいた。ふだんは波の下にある海辺の岩肌が、水面上に黒々と現れている。 
 サーフィンが趣味の白土にとって、第一原発の南を流れる熊川の河口のあたりは見慣れ

た風景だ。その異常はすぐに分かる。今まで見たことのない大きな引き潮だった。 
 「でかい津波が来るぞ」 
 白土は車から出た。そのとき、「グォー」という大きな響きがしたので思わず空を見上げた。

「ジェット機が飛んできたのか」と思ったのだ。それほど大きな音だった。 
 海岸まで４キロ。その近辺で、台風のときなどに海鳴りを聞くことはよくあった。だが、その

とき聞いた音はその１０倍の大きさだった。 
 「これが津波の音なんだ、と思いました」 
 車に戻って再びテレビを見た。 
 午後３時３５分３５秒、福島第一原発のすぐ南の崖で、襲来した津波が爆発するようにはじ

けた。その４７秒後、同原発の建屋に津波が激突。波しぶきが垂直に立ち上がる。その高さ

は建屋の高さを大きく超えた。 
 「あ、これはダメだ」 
 白土は博子にいった。 
 「逃げよう。原発は壊れる」 
 第一原発の南西７キロ、富岡町夜の森でジーンズ店を始めた白土は、そのときにはカラオ

ケ店やゲームセンターなどを手広く経営する会社の会長になっていた。社長は博子だ。 
 パートも含めて６０人の従業員がいる。その全員に連絡して避難を呼びかけるよう博子に

指示した。 
 博子はそれほどの危機感はなかった。「なんでみんなに避難させるの？」と尋ねる。白土

は「何もなければ明日戻ればいい。とにかく、いったんは避難だ」。 
 スガオカら原発で働く友人から現実を聞いていた。安全神話などあり得ないのだ。第一原

発１、２、４号機が全電源を失いつつあるそのとき、白土は「当分帰ってこられないだろう」と

覚悟していた。（奥山俊宏） 
     ＊ 



内部告発者：１４	 マーク１型の欠点 

2014年 3月 17日 
 ◇Ｎｏ．８６２ 
 
 ２０１１年３月、東京電力福島第一原発の事故は、米国でも大きく報道された。元ＧＥ社員

のケイ・スガオカ（６２）は内部告発者として新聞に次々と取り上げられた。 
 もう一人、内部告発の大先輩といえる人物が新聞やテレビに登場した。デール・ブライデン

ボー（８２）。それをきっかけに２人は初めて会い、福島を語り合う。 
 ＧＥのエリート技術者だったブライデンボーは１９７６年２月、原子力発電の危険性を世の

中に訴える活動を始める。勤続２０年余の４４歳で、約２０人の部下がいた。その職をなげう

っての告発だった。 
 当時、マーク１型と呼ばれる原子炉格納容器の改良を担当していた。福島第一原発１～５

号機にも使われているタイプの格納容器だ。しかしそれには問題があった。 
 「問題はとても重大で、その結果は受け入れがたいものでした」 
 ７６年２月１８日、米議会でブライデンボーはそう証言している。 
 問題とは何か。ＧＥの沸騰水型の原子炉は、炉心の圧力容器から水蒸気が放出されてき

た場合、格納容器の下部のプールの水中にそれを導き、水で冷やして液体に凝縮させ、圧

力を下げる仕組みになっている。 
 ブライデンボーによれば、その際、プール内部に局所的に高い水圧と強い衝撃が加わる。

それがダメージをプールに与える恐れがあった。特にマーク１型の格納容器は構造が複雑

で、心配が大きかった。 
 ７６年１月、速やかな是正策が約束されない限りマーク１型の原発の運転に賛成できない

と、ユーザーの電力会社に言うべきだと上申した。しかし「そんなことをしたらＧＥの原子力ビ

ジネスは終了だ」といわれ、受け入れられなかった。 
 ７６年２月２日に辞表を出す。その翌３日、新聞各紙に大きく載った。 
 ＧＥのエリート原子力技術者が「原子力のリスクはあまりに大きい」と明言したのだ。それ

はビッグニュースだった。 
 のちに映画「チャイナ・シンドローム」を監修した。ジェーン・フォンダ主演で７９年３月に公

開された。 
 「あの映画が封切られた当初、『起き得ない話だ』とか『非現実的だ』とか、原子力業界か

らずいぶん批判されました。しかし、１２日後、スリーマイル島原発の事故が起きた。その結

果は、映画の中の事故よりもはるかに悪かった」 
 以来、アメリカは新規の原発をつくらなくなる。（奥山俊宏） 
     ＊ 
 
 
 



内部告発者：１５	 ベルボーイのひと言 

2014年 3月 18日 
 ◇Ｎｏ．８６３ 
 
 原子力技術者デール・ブライデンボー（８２）がＧＥでのキャリアを捨て、原発の危険性に警

鐘を鳴らす。そのきっかけとなったのは何か。 
 それは、東京のホテルでの一瞬の出会いだった。オークラだったのか、ニューオータニだっ

たのかよく覚えていない。１９７０年から７４年にかけて４回、日本を訪れたときのどれかだっ

た。 
 当時はＧＥの原子力事業部門で、電力会社へのアフターサービスを担当するマネジャーだ

った。 
 ＧＥの原子炉が運転を始めて間もない日本原子力発電の敦賀発電所、東京電力の福島

原発に足を運んだ。 
 「福島の原発はとてもよく整理され、細部にも注意が払われていて、きちんとしているよう

に見えました。サイトはきれいで、米国の原発とよく似ていました」 
 旅の途中、東京のホテルにチェックインした。 
 客室に案内してくれたホテル職員（ベルボーイ）から「どんなお仕事でいらしたのですか」と

聞かれた。 
 「原子力発電所にかかわっているので、ここに来たんだ」と答えた。 
 するとベルボーイは一瞬、後ずさりし、「それはあまり良い仕事のようには思えない」という

意味の言葉をつぶやいた。 
 自分の仕事へのそのような否定的な反応は、ブライデンボーにとって初めてだった。 
 「私がやっていることが人類にとっていいことなのか、といわれたのです。大きな驚きでし

た」 
 サウスダコタ州の鉱業技術大学を卒業して５３年にＧＥに入った。発電用の蒸気タービンを

担当した。原発がまだなかったころだ。 
 ５８年、商業用の沸騰水型炉の第１号としてイリノイ州で建設が始まった原発で、タービン

据え付けを担当した。しかし次々と問題が起こり、その解決のため現場に残った。それから

原発と関わるようになる。 
 原発という新しい技術のために働けることは刺激的で楽しかった。爆弾や兵器をつくるの

ではなく、一般の人々に届ける電気をつくるために働けることも誇りだった。 
 しかし、東京のホテルのベルボーイから、それに初めて疑問を突き付けられたのである。 
 「彼のおかげで私は『私がやっていることはいいことなのだろうか』と自問するようになりま

した。彼に感謝しています」 
 ７６年２月の内部告発は、その問いがきっかけだった。（奥山俊宏） 
    ＊ 
 



内部告発者：１６ 身の危険を感じた 
2014年 3月 19日 
 ◇Ｎｏ．８６４ 
 
 ＧＥの原子力技術者、デール・ブライデンボー（８２）は会社を辞める前日の１９７６年２月１

日、２人の同僚とともに、サンフランシスコの空港近くのホテルで新聞記者と会った。日曜日

の午後だった。 
 新聞は３社。ニューヨーク・タイムズ、ロサンゼルス・タイムズ、地元紙のサンフランシスコ・

クロニクル。反原発運動のグループが会見をお膳立てした。 
 ニューヨーク・タイムズの記者はデイビッド・バーナム（８１）だった。ブライデンボーによれ

ば、バーナムは「あなたがここに現れてうれしいです」といい、カレン・シルクウッドの話を始

めた。 
 シルクウッドはオクラホマ州にある核燃料加工工場の労働者だった。工場のずさんな管理

体制を内部告発しようと決意した。 
 労働組合の幹部を通じてバーナム記者に連絡があり、７４年１１月１３日、オクラホマのホ

テルで落ち合うことになった。ところがシルクウッドは途中、車で道路の脇の壁に激突し、死

亡してしまった。 
 地元警察は事故と結論づけたものの、労働組合の幹部らは謀殺を疑った。バーナムは「Ｆ

ＢＩが予備的調査」との記事を書いた。が、結局、真相は分からずじまいだった。この経緯は

後に、メリル・ストリープが主演する映画「シルクウッド」で取り上げられる。 
 バーナムの話を聞いてブライデンボーは少し怖くなった。ＧＥから危害を加えられる恐れが

あるとはまったく考えなかったが、原子力産業の全体を考えれば、危険なことをしようとする

者がいないとは限らない。 
 翌２日、ブライデンボーはサンノゼの原子力事業部門の本部にいつもの月曜日と同じよう

に出勤した。頃合いを見て、上司に辞表を出した。 
 「私がＧＥを辞めるのは、原子力が地球上の生命に及ぼすかもしれない影響を深く心配す

るようになったからです」 
 辞表を見た上司は聞いた。 
 「自分がやろうとしていることを分かっているのか。彼らに利用されるぞ」 
 「彼ら」というのは反原発の運動グループであることは察しがついた。たしかに、反原発派

にとってこの辞任劇は都合がいいだろう。しかしブライデンボーは原子力に幻滅していた。こ

れ以上、原発の推進にかかわりたくなかった。 
 翌３日、新聞は辞表の内容と告発を大きく報じた。（奥山俊宏） 
     ＊ 
 
 
 
 



内部告発者：１７	 隠蔽体質を証言 

2014年 3月 20日 
 ◇Ｎｏ．８６５ 
 
 内部告発者となったデール・ブライデンボー（８２）は１９７６年２月１８日、米議会の原子力

合同委員会に呼び出された。告発の内容の証言を求められた。 
 ７６年、アメリカの原子力は大きな曲がり角を迎えていた。 
 ＧＥ原子力事業部門の本部があるカリフォルニア州で６月、原発の新規建設を禁止する提

案が住民投票にかけられた。既存の原発にも厳しい規制をかける内容もある。 
 賛否両派が激しい運動を繰り広げた。最終的には原発推進派が押し切ったものの、動き

はほかの州にも広がっていった。 
 フォード政権は原子力政策の抜本的な見直しを進め、１０月末、使用済み燃料の再処理

の延期など規制強化策を発表した。１１月には、原子力にさらに慎重なカーターが大統領に

選ばれ、米政府は翌年、日本の再処理にも「待った」をかけてきた。 
 ブライデンボーらＧＥの原子力技術者３人が内部告発に踏み切ったのは、そんな動きのさ

なかだった。 
 ブライデンボーは、２人の同僚とともに議会に出席した。 
 議会で３人が問題提起したのは、福島第一原発１～５号機に使われているマーク１型の格

納容器の弱点だけではなかった。 
 配線貫通部の樹脂の弱さ、機器の多様性の欠如、共通原因故障の恐れといった技術的

な問題から、政府の規制の不十分さ、平和目的の原発と核兵器生産の技術の密接なつな

がり、核拡散の恐れといった政治的問題まで幅広かった。 
 記録によれば、ブライデンボーは米議会で日本の原子力業界の隠蔽（いんぺい）体質も指

摘している。 
 「日本の原子力業界は情報を非常に保護したがるという問題があります。新聞がスクープ

しない限り、彼らはほとんど何も公開しません」 
 ブライデンボーによると、それは燃料の問題だったと思うという。 
 「敦賀原発だったように思うが、電力会社はその問題を、規制当局の通産省にもオープン

にしませんでした」 
 ブライデンボーら３人の元ＧＥ原子力技術者はその後、コンサルタント会社をつくった。原

子力安全について調査したり助言したりするビジネスだ。米政府の原子力規制委員会が顧

客になったこともある。 
 「規制委は、私たちの懸念を検討しなかったと批判されるのを避けたかったのでしょう」 
 事業は軌道に乗った。 
 （奥山俊宏） 
    ＊ 
 



内部告発者：１８ 水が止まれば終わり 
2014年 3月 21日 
 ◇Ｎｏ．８６６ 
 
 ケイ・スガオカ（６２）の親友、山田光昭（６１）は昨年１１月２０日、避難先の宮崎市から、福

島県双葉町の自宅を訪れた。２０１１年３月１１日、震災の日の夜にここを出て以来の帰宅

だった。 
 前夜は相馬市に泊まった。午前９時半すぎ、ハイエースを広い敷地に乗り入れる。 
 「ただいまぁ」 
 頭にしばりつけるように固定した防護マスクの中で、そうつぶやいてみた。 
 平屋の家の向こうに、屋根の３倍を超える高さの大きなブナの木が見える。葉は落ちてい

るが、見事な枝ぶりが青空に映える。 
 「ただいまぁ」 
 もう一度、呼びかけた。遠くでカラスが鳴いている。カア、カア、カア。庭の柿の木に、たくさ

んの赤い実がなっている。 
 毎時１３マイクロシーベルト。線量計にそう表示されている。東京電力福島第一原発の原

子炉から直線距離で３キロ余のこの家は、帰還困難区域の中にあり、事前に役場に届けを

出して初めて立ち入りが許される。 
 母屋の玄関の前に車を止める。軒先に震災前の洗濯物が干したままとなっている。トレー

ナーの青色はずいぶんくすんでしまった。 
 枯れ草に覆われた庭を見て山田は「しかしねぇ」とつぶやく。「笑っちゃうよねぇ」 
 もう、あの時代は戻ってこない。やっぱり夢も希望もない。その現実がこれだ、と思う。 
 離れの２階家に向かう。軒下に愛用のサーフボードがある。中に入るとギターアンプ。全部

で９台。宮崎からわざわざ戻ってきた目的は、この「お宝」を持って帰ることだ。 
 この家に住んでいた３０年ほど前、ＧＥ技術者だったスガオカがよく遊びに来た。 
 スガオカは、酔いつぶれてそのままソファで泊まることがあった。それほど酔っているとき

にも、折に触れて繰り返すことばがあった。 
 「原発は水が命だ。水が止まったら原発は終わりだ。そのときはできるだけ遠くに逃げなけ

ればいけない。水以外では冷やすことができないんだ」 
 そんな言葉が脳裏にあったから、１１年３月１１日夕、福島第一原発の異常を伝えるニュー

スをテレビで見た直後、山田は家を出ると決めた。 
 毛布を車に積み込み、家族と犬３匹。１０キロ圏内に避難指示が出たのはその１０時間後

だった。（奥山俊宏） 
   ＊ 
 
 
 
 



内部告発者：１９	 「ごめんね」の重み 

2014年 3月 22日 
 ◇Ｎｏ．８６７ 
 
 喫茶店経営、山田光昭（６１）は２０１１年３月１１日の震災後、避難指示より早く双葉町の

家を出た。 
 その夜は原発から６０キロ離れた福島県二本松市で明かす。霞ケ城公園の駐車場に止め

た車の中だった。 
 １４日、栃木県鹿沼市で３号機の爆発をテレビで見た。 
 もっと、なるべく離れよう。高速道路をひたすら走って、１６日、徳島県海陽町の友人宅に

たどり着いた。 
 親友のケイ・スガオカ（６２）の「原発は水が止まったら終わり」という言葉の恐怖が意識に

すり込まれていた。「おかげで早い避難ができた」と山田はいう。 
 海陽町で、米国のスガオカと電話で話した。スガオカは「ごめんね」と謝った。 
 スガオカは福島第一原発１号機を設計・製造したＧＥの技術者だった。トラブル隠しで内部

告発はしたが、それ以前には「福島の原発はアジアのほかの原発に比べればクリーンだ」と

話していた。 
 それが事故になってしまった。そのことをスガオカは心苦しく感じているのだろうと山田は

思う。 
 改めてスガオカに「ごめんね」の理由を聞いてみた。 
 「ＧＥが原発を日本に売ったことを申し訳なく思ったから」 
 海陽町で山田は自作曲を歌って映像に収録し、４月７日、動画投稿サイトのユーチューブ

にアップした。「Ｗｅ ｃａｎ ｓｔｏｐ ｉｔ ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ」という歌だ。 
 「福島第一原発３キロ圏内の自宅から現在避難中のシンガー・ソングライター＆サーファ

ーからのメッセージソング」との説明がつけられた。 
 「日本の空にキノコ雲 悲しい涙が星になる」 
 「この世の天国 地獄に早変わり」…… 
 ４月１９日、九州に渡った。今は宮崎市内の別荘地で、妻とともに避難生活を送る。 
 月に数回、宮崎市内のライブハウスに出向く。 
 震災から３年が経ち、人々の原発事故への意識も薄れてきた。ましてや福島から遠く離れ

た宮崎。そんななかでメッセージ性の強い曲を歌うのは難しい。 
 「脱原発関係のイベントに呼ばれたときは歌うけど、ふだんシリアスな歌を歌うのはヘビー

だね」 
 ３月７日、震災３年を前に宮崎市青島のホテルで開かれたイベントで、山田は半年ぶりに

「Ｗｅ ｃａｎ ｓｔｏｐ――」を歌った。（奥山俊宏） 
     ＊ 
 



内部告発者：２０	 「仕事と友情は別だ」 

2014年 3月 23日 
 ◇Ｎｏ．８６８ 
 
 原発事故から７カ月後の２０１１年１０月２０日夕、米ＧＥの元社員、ケイ・スガオカ（６２）が

成田空港に降り立った。８年ぶりの日本だ。 
 福島時代の友人、塾経営者の栃久保寿治（５９）が空港で出迎え、抱き合った。 
 ８年前の来日の際と同じように、栃久保が旅費２０万円を出して呼んだ。彼の口から、原発

の現地で何が起きているかを世界に訴えてもらおうと考えたのだ。 
 東京電力福島第一、第二の１０基の原発のおひざ元で、スガオカの友人たちは、なにがし

か東電とかかわりながら暮らしてきた。スガオカはその原発の不正を内部告発し、そのため

に東電の１７基の原発が０３年春にすべて止まった。 
 自分がその発端をつくった告発者だと０３年秋に名乗り出るとき、スガオカは、友人たちに

迷惑をかけてしまうのではないかと心配した。 
 しかしその後も彼らは昔のままのつきあいを続けてくれた。「仕事と友情は別だ」と態度で

示してくれたことを、うれしく思った。 
 スガオカにとって、福島は「第二の故郷」だ。だから、栃久保たちから呼ばれると、飛んでく

る。 
 ０３年に来たときは、栃久保の手配で福島県知事の佐藤栄佐久（７４）と会うことができた。 
 しかし佐藤は、親族企業の土地取引について責任を追及され、０６年に知事を辞職する。

その後、収賄の罪で逮捕・起訴されていた。 
 栃久保の境遇も変化していた。 
 楢葉町と大熊町で学習塾を経営し、２００人の生徒がいたが、原発事故で避難指示の対

象となり、家と仕事を同時に失う。ボックス車に家族と寝泊まりしながら、愛知県や茨城県な

ど各地を避難して回った。 
 ３カ月後、いわき市に３０平方メートル余の一部屋だけの小さな事務所を借り、学習塾を再

開した。生徒の数は以前の３分の１。夜は塾の板の間に布団を敷いて寝る生活だ。 
 そんな生活の中でスガオカを呼ぼうと思い立ったのは、福島第一原発の裏表をよく知り、

その不正を内部告発した当人だからこそ、ほかの人に見えないものが見え、世間の注目も

得られる、と思ったからだ。 
 １０月２０日夜、成田空港で、栃久保は自分のボックス車にスガオカを乗せ、常磐自動車

道を北に向かった。福島第一原発の現地がどうなったか。それをスガオカにぜひ見てほしか

った。（奥山俊宏） 
   ＊ 
 
 
 



内部告発者：２１	 不誠実、変わらない 

2014年 3月 24日 
◇Ｎｏ．８６９ 
 
 ２０１１年１０月２１日、元ＧＥ社員のケイ・スガオカ（６２）は、栃久保寿治（５９）の車で検問

を通り、福島県楢葉町の警戒区域に入った。 
 栃久保の自宅を見て、大熊町にある栃久保の学習塾に向かった。途中、東京電力福島第

一原発の正門の手前まで行く。 
 だれもいなかった。荒涼とした風景の中で、線量計の警報音が鳴りっぱなしだった。 
 内陸の幹線道に戻った。田んぼは雑草に覆われている。その向こうに、福島第一原発の

高さ１２０メートルの排気筒が見えた。 
 栃久保はそこで車を降り、スガオカにビデオカメラを向けた。彼の話を、日本全国に向けて

テレビで流してほしいと思っている。そのために記録しておかなければ。 
 栃久保が「なぜこんな事態になったと思いますか」と尋ねた。 
 「東電は津波の歴史を過小に見ていたと思う。最悪のシナリオを採用しておくべきだった」 
 「ＧＥにも責任があります。ＧＥは原子炉を売った。ＧＥは先生、東電は生徒でした。震災の

ときＧＥの技術者たちもここにいました。ＧＥが問題を見落としたことに驚いています。恥ずべ

きことです」 
 栃久保は質問を重ねる。 
 「内部告発したとき、あなたはＧＥや東電に怒っていました。それは今も同じですか」 
 「同じです。ＧＥも東電も不正直です。誠実さがない。０３年に来たときは、それは改まるだ

ろうと思っていました。だが変わらなかった」 
 ８年前の２００３年１０月に来日したとき、スガオカは福島県知事の佐藤栄佐久（７４）に、自

分の内部告発がきっかけとなって福島県のすべての原発が止められたことを心苦しく思うと

いった。 
 さらに「原子力は将来も日本に必要です」と明言し、「日本で原子力に携わっている人は安

全を重視している」ともいった。 
 しかし８年経って、言葉は変わっていた。栃久保のカメラの前で、彼は語り続けた。 
 「東電も経済産業省もＧＥも、ガラス張りの透明性がなければならないのに、だれもそうで

はありませんでした。将来もそうはならないでしょう。それが原子力ビジネスのやり方なので

す」 
 警戒区域を出ると、積算の線量計は２４マイクロシーベルトを指していた。「原発の建屋内

と同じ」とスガオカは思った。（奥山俊宏） 
     ＊ 
 
 
 



内部告発者：２２	 ここに住んで下さい 

2014年 3月 25日 
 ◇Ｎｏ．８７０ 
 
 ２０１３年５月１１日、福島県いわき市で、同県楢葉町の「復興推進委員会」が開かれた。 
 楢葉町はほぼ全町民が避難している。ケイ・スガオカ（６２）の友人の栃久保寿治（５９）は

いわき市に避難し、委員会のメンバーだった。 
 この日の会合には、環境省の中間貯蔵施設チーム長、藤塚哲朗（ふじつかてつろう）（５６）

が出席した。藤塚は、除染で出た土や廃棄物の中間貯蔵施設を楢葉町につくるかどうかの

「調査」について説明した。 
 楢葉町は汚染の度合いが大熊町より小さく、遠からず避難指示が解除されるかもしれな

い。そこに中間貯蔵施設をつくって新たに放射性物質を持ち込もうとする。 
 栃久保は納得がいかなかった。しかも、それが「中間」で済むとはとうてい思えない。栃久

保は手を挙げて質問に立った。 
 「あなたがたは中間貯蔵施設の担当者ですから、もしそれができたらぜひ、その隣に家族、

孫まで連れて住んでください」 
 会場は静まりかえった。 
 「『中間貯蔵』のそのあとに廃棄物をどこに持っていくのですか」 
 しかし藤塚は「なかなか難しいところがある」というばかりだ。 
 「この中間貯蔵施設は、あなたやわれわれの代で終わる問題じゃありません。子ども、孫

の世代まで、ずっと続いていくんですよ」 
 栃久保はさらに迫った。 
 「あなたの家族がここに住めば、最新の情報が家族から得られる。それを今後の政策にき

ちっと反映できますよ。どうですか」 
 当事者は家族を連れて被災地に移住せよ。それが栃久保の持論だ。 
 司会者が「はい、それでは……」と引き取ろうとしたが、栃久保は「答えてくださいっ」と藤塚

をにらみつけた。 
 「非常に重いご意見をいただいたと思っております。心して今後、いろんな仕事、業務の中

に生かしていきたいと思います」 
 原発の検査の不正について、スガオカはただ一人で内部告発した。それに比べて、自分

たちは原発の恩恵に浸るばかりで、ずっと声をあげず、口をつぐんできた。栃久保はその悔

いを感じている。 
 だからこそ、東京電力の担当者にも、町や政府の関係者にも、態度をはっきり示そう―

―。 
 栃久保は藤塚が「住みます」と答えたら拍手しようと思っていた。しかしそれはなかった。

（奥山俊宏） 
     ＊ 



内部告発者：２３	 １００年後の帰還夢見て 

2014年 3月 26日 
 ◇Ｎｏ．８７１ 
 
 サーフボードをひとまわり大きくしたボードが海に浮かぶ。ケイ・スガオカ（６２）の友人、白

土栄一（６５）はその上に立ち、パドルをこいで海面をゆっくり進む。 
 「スタンド・アップ・パドルボード」の頭文字をとって「ＳＵＰ」と呼ばれる。新しいスポーツだ。

ここ数年、世界中で愛好者が急増しているという。 
 仙台市に避難している白土は今、宮城県の七ケ浜や奥松島・野蒜（のびる）海岸でＳＵＰ

に取り組んでいる。インストラクターの資格も取った。 
 この４月、ＳＵＰ協会の東北支部を発足させる。将来には全国大会を宮城県に誘致したい

と思っている。 
 東日本大震災が起きる前、福島県富岡町の富岡漁港を出て、東京電力福島第一原発を

北に遠望できる小良ケ浜（おらがはま）まで、白土はよくＳＵＰで北上した。途中、陸は２０メ

ートルを超える崖地となり、地肌がぬれて黒光りする場所がいくつもある。地下水が滝にな

って落ちているのだ。 
 「原発の汚染水も、あの地下水で困ってるんでしょう」 
 富岡町には土地と財産が残っているが、帰還困難区域内にある。生きている間にそこに

戻ることを、白土はとっくにあきらめている。 
 親たちから、先祖が富岡町に移り住んだのは鎌倉時代のころのことだと聞いた。白土はそ

の３５代目にあたるのだという。 
 町長を務めたこともある祖父が、そこに広大な土地を購入した。それを父が造成し、その

上に白土が商業施設を建てた。 
 ＤＶＤやＣＤのレンタル店「創夢館（そうむかん）」。カラオケ店の「時遊館（じゆうかん）」。飲

食店も経営し、商業施設にテナントを入れた。売上高は年間３億円にも上ったが、原発事故

の日からすべて休業している。 
 ８００年かけて築き上げてきた土地を、たった４０年のつながりしかない東電のせいで追わ

れる。 
 「無念さはあります。国策の犠牲になった人は歴史上いろいろいるんだろうけど、自分がそ

れにかかわるとは思ってもみなかった」 
 それでも「１００年後にひ孫が戻ってくれるんだったら……」。先祖から受け継いだバトンを

いつか子孫に渡せることを願っている。 
 ２月、事業の借入金を完済した。ひとつの節目を迎えたと感じている。 
 秋には米国に旅しようと思う。親友のケイ・スガオカとも、もちろん会うつもりだ。（奥山俊

宏） 
     ＊ 
 



内部告発者：２４	 社会と乖離した「村」 

2014年 3月 27日 
 ◇Ｎｏ．８７２ 
 
 「原子力村」という言葉がある。原子力関係者たちの集団を指す言葉として福島原発事故

の発生とともにひんぱんに使われるようになる。 
 東京電力の元副社長、榎本聰明（えのもととしあき）（７４）は、その言葉が使われ始めたの

は１９８０年代末だったという。 
 「そういうことを言う人はちょくちょく、８０年、９０年代くらいからありましたよね、社内では」 
 旧ソ連のチェルノブイリ原発で８６年４月、炉心が爆発する事故が起きる。原子力の危険

性への関心が一挙に高まった。 
 東電社内でも、原子力部門の仕事ぶりが重要な経営課題に浮上した。企画部や総務部な

ど事務系の幹部の口から「だから原子力村は……」という言葉が出てくるようになった。 
 榎本によれば、原子力村の中にも、大きく分けてさらにふたつの村があったという。 
 （１）原発を建設する部門。 
 （２）原発を維持・管理する部門。 
 榎本は前者・建設部門が長く、９９年、両者を統括する原子力本部長になった。 
 一方、ＧＥの社員だったケイ・スガオカ（６２）が通産省に内部告発したのは、後者・維持管

理部門が長年抱える秘密だった。 
 ２０００年７月１４日、榎本は部下の原子力管理部長から、福島第一原発のひび割れにつ

いて通産省から問い合わせがあったと報告を受けた。 
 管理部長の深刻な表情を見て、榎本は「何かおかしなことがあると知ってるのでは」とぴん

ときた。 
 現場の福島第一原発からは「調べてもその事実はない」との報告があった。しかし榎本は

疑った。 
 否認する東電に対し、通産省はその年の暮れ、スガオカから送られてきていた検査報告

書を示し、「文書で説明されたい」と求めた。 
 これに対して東電は翌０１年８月、「当社は承知していない」とする回答をした。 
 しかし榎本は、疑いながらもそれ以上の追及をしなかった。 
 ０２年、総務部門が主導して一連の経緯を検証し、９月１７日、調査報告書が公表された。

原子力部門は「閉鎖的」「独善的」と指弾された。 
 「長い時間をかけて限られたメンバーだけの社会が形成され、いつのまにか一般社会の

意識と乖離（かいり）した組織となってしまっていた」 
 「原子力村」という言葉はこのときから広く一般に使われるようになった。そのきっかけがス

ガオカだったのだ。（奥山俊宏） 
     ＊ 
 



内部告発者：２５	 原子力工学科卒の夢 

2014年 3月 28日 
 ◇Ｎｏ．８７３ 
 
 東京電力の元副社長、榎本聰明（７４）は１９６５年春、原子力工学科２期生として東大工

学部を卒業し、東電に入社した。 
 先輩や同級生の大部分は、大学院に進学するか、研究所や官庁に就職していた。日本に

商用原発が一つもなく、原子力産業がなかった時代のことだ。 
 そんななかで東電に入社したのは、「早く原子力発電を実現したい」という夢があったから

だ。 
 入社後、研修所に配属され、支店、営業所、火力発電所、水力発電所の現場を回った。３

カ月の研修期間を終えて７月１日、「技術部原子力発電課勤務を命ず」との辞令を受け取っ

た。 
 そこでの仕事は、米国の原子炉メーカー、ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）から原子力発電

の実務を学び取ることだった。 
 新人も１０年目社員も、原子力の知識や経験は同じようなレベルだった。分担して、福島原

発の設置許可申請書をつくった。 
 ６６年７月１日に１号機の申請書を国に提出し、安全審査を受けた。審査側の大学教授た

ちも原発を知らない。分からない点は榎本たちがＧＥに手紙やテレックスで問い合わせた。

ＧＥから「なぜならばＧＥがそう考えるからだ」という、木で鼻をくくったような答えが返ってくる

こともあった。 
 「当時のＧＥは鼻息が荒く、勢いがあった。俺のいうことを聞いていればいい、という感じで

した」 
 ６６年１２月に１号機の設置許可がおり、６７年４月に福島県大熊町で基礎工事が始まった。

同年９月には２号機の設置許可申請を国に出し、６８年３月にその許可も下りた。 
 ６９年１月１７日、榎本は生まれて初めて日本を出て、カリフォルニアに向かった。サンノゼ

のＧＥ原子力事業部門の本部で訓練と研修を受けるためだ。２９歳だった。 
 「ＧＥは世界中に沸騰水型炉を建てていました。研修生はさまざまな国籍で、国際色豊か

な教室でした」 
 半年間、授業を受けた。沸騰水型炉を設計した高名な技術者ともじかに話ができた。 
 「その分野の権威と直接に対話する機会が与えられたのです。早く帰国して原子炉を動か

してみたいという気持ちが高ぶっていきました」 
 ６９年７月７日、帰国。１８日に福島原発準備事務所の炉心管理グループに配属される。７

０年１１月１７日、１号機が試運転を始めた。（奥山俊宏） 
    ＊ 
 
 



内部告発者：２６	 致命傷防げた可能性 

2014年 3月 29日 
 ◇Ｎｏ．８７４ 
 
 元ＧＥ社員のケイ・スガオカ（６２）の内部告発で摘発されたトラブル隠しの責任をとって、

東京電力副社長だった榎本聰明（７４）は２００２年９月、副社長と原子力本部長のポストを

退いた。 
 辞任直後、榎本は業界誌「原子力アイ」の１１月号で、後輩たちに「不合理があれば声をあ

げろ」と呼びかけた。 
 「４０年近く原子力の仕事をしていて、数々のつらい経験をしてきたが、私自身、今回受け

た衝撃から立ち直るのは容易でない」 
 では東電は立ち直れたのか。 
 「立ち直れていないように思えます。個々の技術者は良心的で、技術のこともよく分かった

信頼できる人たちです。それが組織の中に入ると、その村の文化から抜けきれず、村の掟

（おきて）に従って動く面がある」 
 「私はそういう文化を是正すべき地位にいたが、十分なことができなかった。それが残念で

す」 
 月刊誌「エネルギーフォーラム」の１０年９月号でも榎本は原発を扱う「人間」の問題を指摘

した。 
 「原子力発電所は、何でもオープンにし、自由に批判し合う風土にあるアメリカで、数え切

れないほどの議論と改善・改良を積み重ねて今の姿になってきた」 
 では、何でもまずは隠そうとし、批判を恐れて口をつぐむ風土では、原発を動かすことは不

可能ということなのか。 
 「そこなんです。そこを変えないと本当の安全はありません」 
 ０２年、スガオカの内部告発をきっかけに東電や原子力業界が体質を変革していたら、福

島第一原発の被害はもっと小さくすんだ可能性がある――。榎本はそう思う。 
 「原子力のトップが現場のみんなを集めて、『大きな津波が来るという話があって、自分に

はよく分からない。みんなで議論して、どんな対策ができるのか知恵を出してくれ』といえば

よかったんです」 
 「そうすれば『バッテリーが水につかっちゃう』という話が出ていたはずです。予備のバッテ

リーを準備できていた」 
 福島第一には予備のバッテリーがなかった。震災発生の２日後、所員のマイカーのバッテ

リーを取り外したり、いわき市までバッテリーを買いに走ったりした。そうしてやっと直流電源

を確保したが、すでに手遅れ。それが致命傷になった。 
 そのことを悔やみ、榎本は「涙が出る」といった。 
 （奥山俊宏） 
     ＊ 



内部告発者：２７	 ＧＥは口をつぐんだ 

2014年 3月 30日 
 ◇Ｎｏ．８７５ 
 
 内部告発者のケイ・スガオカ（６２）とデール・ブライデンボー（８２）は昨年３月９日、サンフ

ランシスコで初めて会った。 
 反原発団体「ノーニュークス行動委員会」などの主催で「原子力内部告発者大会」が開か

れていた。ブライデンボーは講演の冒頭、会場に「ケイはいるかい」と呼びかけた。 
 「電話では何度も話したし、新聞で彼の写真を見たが、実際に会ったことは一度もなかった

んだ」 
 スガオカは一番後ろの席の右端に座っていた。司会が前に出るようにという。ちゅうちょし

たが、結局、発言者席まで歩いた。ブライデンボーと言葉を交わし、握手した。 
 会場で会おうとブライデンボーには事前に連絡していたが、登壇するつもりはなかった。

「デールに会いに来ただけ」と言ったが、発言者席に座らされてしまった。 
 ２人はみんなの前で東京電力福島第一原発４号機について話し合った。その中で、スガオ

カはとんでもない事実を明らかにした。 
 「地震のとき、４号機にはＧＥの人間がいた。彼らは原発から逃げ出した。そしてＧＥは彼ら

を日本から出国させた。ＧＥは口をつぐんでいるが、私は内部につながりがあるから知って

いる」 
 ＧＥの技術者たちは地震発生のとき、４号機の原子炉建屋にいた。それなのに、事故に立

ち向かわず、東電を助けず、現場を離れたのだという。それは恥ずべきことだとスガオカは

思う。 
 ブライデンボーは４号機の使用済み燃料プールについて語った。そこには１千体を超す多

量の使用済み核燃料がある。再びＭ９クラスの地震が来てプールが壊れ、水が失われると、

大変なことになる――。 
 スガオカが「破滅だね」というと、ブライデンボーは「そのとおり」と答えた。 
 スガオカは友人のことも語った。 
 「私には親友がいる。原発のすぐ近くに住んでいたが、いまは避難中だ。彼は東京電力に

言った。家族を連れて避難区域に住んで、安全であることを示してくれ、と」 
 栃久保寿治（５９）のことだった。 
 震災発生当時、４号機では、ＧＥグループが原子炉内の隔壁の取り換え工事を東電から

請け負い、作業が続いていた。記者はＧＥに、第一原発からの技術者の退去について説明

をもとめた。回答は「この件にコメントを差し上げることはございません」だった。（奥山俊宏） 
    ＊ 
 
 
 



内部告発者：２８	 地元にも責任がある 

2014年 3月 31日 
 ◇Ｎｏ．８７６ 
 
 今年３月９日、福島県楢葉町の役場の大会議室で、町の復興推進委員会が開かれた。委

員会のメンバー、栃久保寿治（５９）も出席した。 
 町長の松本幸英（まつもとゆきえい）（５３）は「今春、帰町の判断をする」と表明している。

しかし、帰町と決まっても、住民の全員が帰ってくることはないだろう。特に子どもたちが戻っ

てくるのは一部にとどまる。栃久保はそう予想する。 
 そんな中で、以前と同じように学習塾を営むことは不可能だ。 
 「住民の多くは農林畜産業も含めて、町に帰って事業を再開したい。しかし当初は戻ってく

る人は限られる。スーパーであれ医療機関であれ、赤字覚悟でやらなければならない。そ

れはどうするのか」 
 栃久保の質問に町長の松本は「十分に私も承知している」と答えた。しかし栃久保の不安

は消えない。 
 大熊町にある栃久保の実家は、環境省の計画案によれば、除染で出る廃棄物などの中

間貯蔵施設の建設予定地に入っている。 
 放射性廃棄物という原発の負の遺産をどうするのか――。元ＧＥ社員、ケイ・スガオカ（６２）

の内部告発をきっかけに栃久保は震災前から何度も何度も繰り返し国、東京電力、町に問

うてきた。しかし、だれからも答えは得られなかった。 
 「最初は、東京で半分、地元で半分を処理すべきだと思っていました。だけどよく考えたら、

東京の人は電気代を払って電気を買っているだけのお客さんなんです」 
 「原発の恩恵をもっとも受けているのは、やっぱり立地の地元なんだと思います」 
 震災前、当時の町長に「楢葉町にある２基の原発から出た廃棄物は楢葉町の沖の海底の

地下に処分せざるを得ないのではないか。住民合意に１０年以上かかるでしょうが」と提案

したこともある。 
 地元の「原発を受け入れた責任」を栃久保は指摘する。東電の隠蔽（いんぺい）体質が明

らかになった後でさえ、町はチェック機能を果たさなかった。 
 「スガオカのような専門家を呼んで、自分たちの町にある原発が安全なのかどうか、町の

人に知らせる。そういうシステムが必要だった。でも、それをしてこなかった」 
 「中間貯蔵」などとウソをついてごまかすのではなく、最終処分をどうするのかをはっきりし

てほしい――。栃久保は大声で問いただし続けようと決めている。声を上げたスガオカを見

習って。（奥山俊宏） 
    ＊ 
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 ケイ・スガオカ（６２）の内部告発で東京電力のトラブル隠しが発覚した後、福島県知事だっ

た佐藤栄佐久（７４）は東電の社員を前に「今回の問題を小さくとらえないで、皆さんの悩み

などをしっかり受け止めるシステムを築いてください」と訴えた。２００３年９月１６日のことだ。 
 内部告発をした人を守る公益通報者保護法が制定され、０６年４月に施行された。 
 しかし佐藤は０６年１０月、収賄容疑で逮捕された。無罪を主張したものの、有罪判決。流

れが変わった。 
 「その結果がこの事故です。私から見ると本当に経済産業省もいい加減で、ウソはつくし、

どこにも司令塔がなくて、ブレーキもかけられないで、ここまで来ちゃった」 
 スガオカは今、警備の専門家としてイベントなどの際にパートで働き、生計を立てる。休日

には高校バスケットボールの審判をして数千円（２５～６６ドル）の報酬を受け取る。 
 スガオカからすれば、ＧＥと東電は、第二の故郷である福島を放射性物質で汚し、友人た

ちとの交友の場を奪い去った張本人だ。 
 自分のルーツは日本にあり、「日本人であることを誇りに思う」というスガオカにとって、福

島と友人たちは、日本とのつながりを確認できる貴重なものだった。それだけにＧＥと東電に

対する恨みは強い。 
 デール・ブライデンボー（８２）はＧＥ時代の同僚と原子力安全のコンサルタント会社を経営

していたが、９０年代末に引退。太平洋の海をのぞむ家に住み、中米移民に英語を教える

ボランティアなどをしている。 
 内部告発の声を上げた行為について、これまで何度も何度も分析してみた。そして「正し

かった」との結論を得た。しかし、福島第一原発の事故については悔いが残っている。 
 「福島の事故への責任を感じています。もっと大きく、もっと長く、声を上げ続けるべきでし

た。もっと私にやれることがあったのではないか。責任を感じています」 
 米カリフォルニア州サンノゼにあったＧＥの原子力事業の本部は、スガオカやブライデンボ

ーが勤めた場所であり、元東電副社長の榎本聰明（７４）が２０歳代に原子力発電の実務を

学んだ思い出の地だ。 
 今そこにＧＥはなく、「ザ・プラント（工場）」というショッピングモールになっている。（奥山俊

宏） 
 


