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新しい年を迎え 3.11 から６年目に入った。汚染水対策の“切り札”と見られていた「陸側遮水壁」

も失敗に終わりつつある。原因は「自然を甘く見過ぎている」に尽きる。専門家の助言を聞こう。（注１）

地下水の恐ろしさを知らなさすぎる

地下水の専門家は「東電の問題点の第一は、水

がどころから来てどこに流れるのか、基本的な認

識が欠如している点にあ

る」と言う。

東電福島第一原発周辺

の地下水源は（資料１）に

ある阿武隈山系である。

南北約 170 ㌔㍍、東西

約 50 ㌔㍍からなり最高

峰は大滝根山（1.193 ㍍）

から流れる降雨で補給量

は年間平均約 40.8 億ﾄﾝで

常に海に流出しているの

だ。

２つ目は第一原発の１

～４号建屋とタービン建

屋に流れ込む量は地下水

と雨水によるものが 400

ﾄﾝ／日と見られている。

「地下水はなぜ海に流

れるのか？」であるが①

地下水自体が重力により

移動エネルギーを持って

いるからである②地中に

遮水壁を造ると、そのエ

ネルギーは逃げ場を求めて地中壁の周辺や地中壁

の下部に水道を造り、そのエネルギーは抑圧され
みずみち

連続地中壁工法で地下水を遮るしかない

た量に比例し、流量、流速が速くなる性質を持つ

③これらは多くのトンネル工事や地下ダムを造る

時に見られる現象であ

る④つまり第一原発に

流入する地下水を地中

壁で抑制すれば抑制す

るほど、地下水は逃げ

場を求めて地層の中で

暴れるのである。

このように凍土壁は

世界的に見ても実績の

ないシロモノなのだ。

もう一つの怖さは、

地盤沈下である。

第一原発の地盤は地

下水脈で支えられて来

た。地下水を汲み上げ

過ぎると原子炉建屋と

タービン建屋は傾き破

壊される恐れがある。

唯一の対策は（資料２）

にある阿武隈山系から

押し寄せる地下水を第

一原発の敷地に流入す

る前に「連続地中壁工

法」（城壁掘り割り）を造り敷地に流入する前に地

下水を遮断することであると指摘する。

（資料２） 「連続地中壁工法」で地下水を遮る

自然を甘く見過ぎている！

（資料１）阿武隈山系から押し寄せる地下水は海に流れる
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12 月４日第一原発１～３号機供用の「使用済み燃料プール」の冷却機能が停止する事故が起きた。

同５日、３号機の「溶融魂デブリ」を冷やす冷却水を送るポンプが止まった。余りにずさんすぎる事故

だった。

弁に誤って触れ機能が停止した事故だった

４日、午後 10 時 40 分頃（資料３）の燃料プー

ルの「二次系熱交換機ポンプ」の水圧が低下した

とする警報がなった。調べたところ熱交換機につ

ながる配管の弁が開いていた。

８時間後、配管の弁を閉じプールの冷却を開始

した。この弁は配管内の空気を抜くための弁で通

常は閉まっている。

社員が見回りの際（資料４）の弁に「防護服が

引っかかったため」と東電は語っている。引っか

かった時に「確認・通報」しなかったのか？

注意札には「プール冷却水ポンプ冷却水入口弁

…」と記されている。素人目にも重要な弁である

ことが分かる。止まって「確認・通報」さえ出来

ない場所だったのか…疑問は尽きない。

幅80㌢の通路は人一人がやっとの狭さだ

５日の事故は、午前 10 時 2 分頃、３号機の原

子炉を冷やすポンプの停止を知らせる警報が鳴り

冷却が停止し、１時間注水が止まる事故だった。

原因は、協力企業の作業員が、（資料５）の幅約 80

㌢通路で別の作業員とすれ違った際、よろけて「注

水ポンプ」のスイッチを覆うカバーに肘がぶっか

り、カバーが破損してスイッチが押し込まれた可

能性が高いと東電は判断していると言う。

いずれも狭く人が一人通るのがやっとの仮設設

備で「何が起きるか分からない」現場であること

が分かる。「冷却・注水」は原発では即・避難が

必要な重大事故につながる。それが「この脆弱さ」

である。原発は止まっていても油断できない。

使用済み燃料と核燃料魂デブリ冷却不能の事故発生

「冷却・注水」は基本中の基本！

（資料３） プールと熱交換機、弁の概略図

（資料４） この弁に触れても通報しなかったのか？

（資料５） 肘がケースを破損したのに通報は？

（資料６） 肘がケースを破損したのに通報は？
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12 月 26 日、東電は（資料７）の「陸側遮水壁の現況」 を発表した。

（資料８）の「建屋周りの断面図（イメージ）」の〇２つの「透水層」（水を

容易に伝達することができる地層）の「凍結管」の海側部分は（資料９）の□□

□「非凍結箇所」として残ったままである。

しかも、その箇所は地下 20 ㍍～ 30 ㍍の「海水壁設置深度よりも深い

ため、上層に移動せず海側へ流下するものと想定される」とある。

面積も約 30 ㎡～ 50 ㎡

と広く困難を極めてい

る。

更に「山側凍土壁の貫

通している構造物の影

響」については「構造物

と凍土との境界付近を通

じて４㍍盤に地下水が流

入しているものと想定

している」としている。

基本方針である「陸

側遮水壁閉合への進め

方」では「第三段階：

完全閉合」は消えてな

くなり「陸側遮水壁は

凍結それ自体を目的で

はなく…」となってい

る。

明確な基本方針の変

更である。

厚労省は 12 月 16 日、3.11 事故後３例目の労災として認定したことを

発表した。40 歳代の男性で病名は「甲状腺がん」である。

東電社員の認定も甲状腺がんもはじめてである。

男性社員は原発の元運転員で 1992 年４月～ 2012 年４月まで 20 年１ヶ

月間で 149.6 ㍉ Sv（ｼｰﾍﾞﾙﾄ）被ばく。そのうち 139.12 ㍉ Sv は 3.11 事故

後の緊急作業時に被ばくしていたことになる。認定理由は①被ばく線量

が 100 ㍉ Sv 以上②発ガンまで５年以上、が決めてとなった。それにして

も運転員で平均被ばく線量が年１㍉ Sv 程度であったことも驚きである。

「陸側遮水壁」の方針変えた東電！

理由も根拠も示さず「方針変更」

（資料７） 遮水壁イメージ

（資料８） 建屋周辺の断面図

（資料１０）労災認定を伝える新聞

（資料９） 海側凍土壁のトンネル部分□□□未凍結部分

３.１１事故後３件目の労災認定

東電社員としてはじめて
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相談者は９月まで女川原発で働いていた経緯があった。しかし、遠い広島から来ているのに、余りに

人間扱いしない雇用条件に怒り相談に来たものであった。

・10 月初旬 石川工業から「福島県内で除染作業に従事して欲しい」とスマホに連絡が入る。

・同 4 日 広島県で「電離放射線健康診断」を受診する。費用は、いわき市で雇用する時に負担する

ことで了承する。

・同 下旬 12 月から第一原発へ、それまでは南相馬市の除染で、重機オペレーターの仕事に従事、

1 日 17,000 円支払うとの説明を受ける。

・11 月 2 日 広島で仕事をする。

・同 4 日 広島を出発する。

・同 5 日 午後２時、石川工業で面接する。第一

原発に入るまでは２週間くらい大王製

紙の仕事をすることで了承する。北茨

城市の一軒屋に入ったところ、個室な

しで同居人多数、ＴＶなし、隙間風が

ピューピュー、畳に虫がうごめく、使

い古しの布団など人が住める条件でな

いことからビジネスホテルに宿泊する。

・同 6 日 「雇用契約をしてくれ」と言うが「分

かりました」とそのままとなった。

・同 7 日 午後５時、大王製紙の手続きと新人教

育があり、森田さん（仮名）も含め 50

人くらいか？「明日からの仕事の手配

をスマホで送る」言われる。

・同 8 日 仕事開始の日だが連絡がない。

・同 9 日 事務所で放射線管理手帳を返してもら

った。「これではどうにもならない！」

と思い、この仕事はあきらめ広島に帰

るため旅費及び健康診断など費用一切

を会社に請求することにした。

・同 11 日 「フクシマ原発労働者相談センター」

に相談することにした。

・同 14 日 労働基準局及び平地区社会福祉協議会

相談。いわき市内の建設関係会社の就

職紹介され食料の提供も受ける。

この問題は不実な会社であるため解決の目処は立

っていないが「必ず解決する！」の決意で臨んでい

る。

尚、石川工業への「申し入れ」は右の通りである。

あまりに人間扱いしないズサンな募集に怒り！
フクシマ原発労働者相談センター 秋葉 信夫

株式会社 石川工業

代表取締役〇〇〇〇様 2016 年 11 月 15 日

申し入れ

私、〇〇〇〇は御社が約束した、すぐに除染の仕事

になると言うことと宿舎の提供、事前に電離放射線の

受診を条件に広島から出てきた。御社の石川殿からは

12 日から第一原発。それまでは大王製紙の仕事があ

ると言われました。11 月７日には大王製紙いわき工

場での教育の場では「二週間程度で原発に入れる」と

の趣旨を言われました。

また宿舎のあることも言われましたが、実際に行っ

た宿舎はあまりに不潔であったため、別の宿舎を用意

するするという約束を得たので、それまでの間は自前

で宿舎を確保することになりました。

しかし、11 月 15 日現在、大王製紙の仕事も福島第

一原発の仕事も始まっておらず宿舎の提供もありませ

ん。更に、御社との連絡も取れておりません。私は、

いわきに来るにあたって受診した電離放射線健康診断

の代金、いわき市までの旅費、待機中の休業手当およ

び賃金を 2016 年 11 月 22 日までに下記の口座に振り

込むことを求めます。

振込先 〇〇〇〇〇 電話番号 氏名

請求金額総額（労基署申告対象事項）

１４１.７８８円（以下内訳）

・健康診断料 １５.５００円

・旅費（ガソリン代・高速料金。その他）３１.０８８円

・待機中の休業手当及び賃金 ９５.２００円

以上
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2011.3.11 福島原発事故による水素爆発。核燃料のメルトダウンを放置したまま 6 年に及ぶ。大量に

放出された放射能は繰り返す自然現象〈蒸発⇒雲⇒雨⇒大地・海洋〉の循環により福島県にとどまらず、

東北の各地から全国に、そして、さらに世界にまで広がっていると思われる。

琉球大学の物理学者、矢ケ崎克馬氏によると、チェルノヴィリと福島の原発事故により放出された放

射能の比較では、福島の方がチェルノヴィリの２倍から６倍強い放射能の放出が実証されるという。政

府は年間１ｍ SV という法律を無視し２０ｍ SV でも避難民を帰還させようとしている。

安全でクリーンな自然環境に対する放射能という観点からみれば、放射能は個々の放射性元素に固

有な半減期に相当する年月を何度も繰り返す長大な時間経過を通してのみ放射能を消失させることがで

きる。人為的な有限の時空の中で放射能を無毒化させることはできない。ここに、人類と放射能の絶対

的な非共存性という本質的な宿命があるのである。

さて、水素の同位元素・トリチウムは、トリチウム・水として存在する。放射エネルギーは弱いが水

として細胞核の中にまで入り込み遺伝子を破壊する可能性がある。若干の整理を試みた。

トリチウム（トリチウム・水）あるいは汚染水（現状と問題点）
［１］汚染水をめぐる混沌

入口の問題：地下水流入阻止……「凍土遮水壁」の問題

出口の問題：汚水……貯蔵タンクの逼迫、汚物……放置

○ トリチウム・水処分方法の検討・・・2016.4.19 経産省・作業部会

○〈凍土遮水壁〉の出発点からの問題…東京五輪開催決定問題にからむ。

2013.9 政府、凍土遮水壁などの汚染水対策に国費投入を決定。

4 日後の五輪招致のレセプションで安倍首相「汚染水による影響は第一原発の港湾内の 0.3

キロ平方 の範囲内で完全にブロックされている」と国際的に宣言。凍土壁工事に 345 億円

投入。

○地盤力学専門：名古屋大名誉教授 浅岡顕氏

「凍土壁の遮水性が低いのは明らか……凍土壁は『壁』ではなく隙間のある『すだれ』のよう

なものでしかない。……早急に検討をし治すべきだ。」（2016.9.7 毎日新聞）

○第一原発敷地内・ ・巨大貯蔵タンク １０００本、９０万トン・・・ ひっ迫状態。

（次回へ続く）

福島第一原発事故を考える（３）

トリチウム汚染水と放射性同位元素トリチウムについて（1/３）
川上義孝（金沢市 医師）

処分方法 処分完了までの期間 必要経費

① 水で薄めて海洋放出 7年４ケ月 24億円

② 蒸発させて大気に放出 ９年７ケ月 349億円

③ 電気分解・大気に放出 ８年５ケ月 1000億円

④ セメントで固めて地下深く埋設 ８年２か月 2431億円

⑤ 水で薄めて深い地層に注入 １３年以上 3884億円以上
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12 月 16 日、社民党県連、原発対策委員会の「事故・収束労働者被ばく問題」グループは、県の公的

施設「福島県環境想像センター」交流棟「コミュタン福島」（三春町）の視察と、川上義孝医師による「汚

染水と放射性同位元素トリチウム」について学んだ。

（三春町）
「事故・収束 労働者被ばく問題」WG

福島県の子どもたちが３万人も来た施設が？

この施設は放射線教育として「原発事故、放射

線、復興に関する情報」が展示されている。

７月のオープン以来、県では小学 5・６年生の

子どもを中心に見学する取り組みがなされ、3 万

人が来場している。

放射能に関する知識や原発に依存しない福島の

姿勢は感じられた。

しかし、開設前から市民団体は、「原発事故を

教訓化できる展示を」と県に求めてきたが、「事

故は起きたが除染や自然崩壊によって放射能は減

少した。世界の中には福島より放射線量が高い国

がいくらもある。心配いらない」を一番伝えたい

事として構成展示されている。

見学をした子どもたちが、今回の大事故の全体

像をつかみ、放射能の怖さを認識できるのか大変

疑問だ。特に３６０度に投影できる動画映像は、

人類は宇宙の放射線の中で生まれ育ってきた、放

射能を恐れる事はないとの印象を与えてしまう。

汚染状況も事故責任も何もかも曖昧なだけ！

IAEA や国立環境研究所の協力のもとに造られ

た施設なので当然のことか？大きな疑問が残るも

のとなった。原発事故の現状と事故に苦しむ被災

者の姿が全く見えてこないばかりか、原発事故

の発生と責任が全く見えていないのが最大の問題

である。

川上医師からはトリチウムは①現在東電で使用

中の多核種除去システムでは除去できない②今後

も大量の汚染水が発生し続ける③国や規制委員会

は海洋放出を狙っている④トリチウムは人体に大

きな影響はないとしているが、人体はトリチウム

を水としか認識できないため細胞・細胞核・

DNA に容易に取り込まれ遺伝子に固定される可

能性があり危険⑤正常運転中の原発でトリチウム

が原因と考えられる放射能障害事件 2 例（カナダ

・ピッカリング原発及びグルース原発）の疾病発

生の相関について⑥トリチウム添加培地で大腸菌

培養の実験。紫外線照射による突然変異株は実験

材料として一般的で放射線の突然変異への直接関

与は、細菌レベルでは、常識的となっている。多

くの教訓を学ぶ場となった会議であった。

（斎藤・千葉）

【 編集後記 】

旧年から新年にかけて「インフルエンザ A」に罹

患し「酷い」正月でした。その結果、発行日が大幅に

遅れましたことお詫び申し上げます。今年の「原発・

廃炉・収束問題」の焦点は「トリチウム」問題です。

川上先生の次回も是非ご期待下さい。 〔石丸〕

出典 文献
・（注１）グローバルウォータジャパン代表吉村和就氏

・（資料１） 東電ＨＤ・ＨＰ

・（資料 2）2013 Cnes/Spot Imaqe.DiqitalGlobe.Lndsat

・（資料 3）～（資料 6）東電ＨＤ・ＨＰ

・（資料 7）Newton2016.7

・（資料 8）～（資料 9）東電ＨＤ・ＨＰ

・（資料 10）福島民報 2016.12.17

・（資料 11）編集部

（資料 11） 説明員に耳を傾ける参加者


