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１月 26 日、東電が発表した２号機・格納容器内部の画像が大きな反響を呼んでいる。この映像は原

発事故の深刻さと「廃炉・収束作業」の困難さを一層、内外に訴えるものとなった。

本格化するロボット内

部調査は延期か？

（資料１）は２号機の格納

容器内部の写真で１㍍四方

にわたり脱落している部分

があることを示している。

（資料２）はカメラを貫

通抗から差し入れ「点検

作業用の足場」と書かれ

た網目状の足場まで入っ

たことを示す。

（資料３）は足場が２枚

脱落した箇所を示したも

のである。

東電は２月上旬にロボ

ットを投入して溶融燃料

（デブリ）の状態を確かめ

る予定だった。 しかし、

ロボットを走行させる金

属格子の足場に１メート

ル四方の穴が開いており、計

画の大幅な見直しが避けられ

ない情勢になったのである。

特に、格納容器の放射線量

が最大で毎時 530 ｼｰﾍﾞﾙﾄと推

定されたことだ。

人間７ｼｰﾍﾞﾙﾄで全員が死亡

する。致死量の 76 倍もの線量

である。驚くほかない。

多くの尊い人命が失

われるであろう！

３.１１原発事故から 2016

年８月まで 66 ヶ月間の廃炉

・収束作業で従事者が被ば

く し た 総 被 ば く 線 量 は

624.74 人・ｼｰﾍﾞﾙﾄ（集団線量）

である。延べ人数は 545,269

人である。

これだけ見ても格納容器

の線量が予想を遙かに超え

る線量であることが分かる。

予定している２号機真下

に投入されるロボットは累

計 1,000 ｼｰﾍﾞﾙﾄまで耐えら

れ 10 時間は作業できると東

電は言う。しかし、これに

「湿気・高温」が加われば

コンピュータは耐えられな

いだろう。

「廃炉まで 40 年」と言われ

ているが、今回の高線量で気の

遠くなるような年月がかかるで

あろうことが分かった。

何よりも多くの尊い人命が失

われるだろう。すでに白血病・

甲状腺がんで労災申請者が事故

後 12 名を数えているのだ。

第一原発２号機 格納容器内放射線量 ５３０ｼｰﾍﾞﾙﾄ

致死量の７６倍 廃炉に更なる暗雲！

（資料１）原子炉格納容器の１㍍四方脱落箇所

（資料２） 切り返し地震の恐怖

（資料３）脱落した部分は赤色

（資料２）脱落した点検作業用の足場の網目部分
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［2］福島原発内では今なおつづく汚染水の増加

○ 溶け落ちた核燃料デブリの冷却のため 1･2･3 号各原子炉へ 1 日 100 ～ 130 トン注入、 地下水の流入、建屋の
隙間からの汚染水など 1 日 400 トン「高濃度汚染水」が生ずる。

○「高濃度汚染水」の浄化
高濃度汚染水 ＝＞ 集中廃棄物建屋（貯留）＝＞ セシウム吸着装置（東芝製「サリー」、アメリカ製 「キュリオン」

セシウム 134、137 を 1/10 にまで除去）

＝＞ 塩分除去（「淡水化装置」）＝＞ ALPS（トリチウム以外の 62 種の放射性物質を除去、一部原子炉冷却へ）
＝＞ トリチウム・水 ＝＞ 貯留（巨大貯蔵タンク１０００本。９０万トン）

○「淡水化装置」の入口のトリチウム濃度：850 ～ 4200 ﾍﾞｸﾚﾙ／ cc（＝ 85 万～ 420 万ﾍﾞｸﾚﾙ／ℓ）
◎ トリチウム測定法の困難性

トリチウムは放射能は弱く、キシレン等の有機溶媒に蛍光体を溶かした液体シンチレーター装置で測定。汚染
水などのトリチウム測定をサボタージュする一つの口実になっている。
取り扱いを容易にし、安価なものへの改善の努力は、なぜなされないか？

［3］原発装置内の主なトリチウム発生元

① 核燃料（ウラン・プルトニウム）の核分裂による 3 体分裂（3 つの放射体のかけら）の一つがトリチウム
② 制御棒中の中性子吸収物質・炭化ホウ素に含まれるホウ素 10 に中性子が当たって大量のトリチウム発生
③ 燃料棒の剪断（せんだん：ハサミで切るように挟み切ること）の際に大量のトリチウム発生
④ CANDU 炉（カナダ：Canadian Deuterium and Uranium Reactor、Deuterium：重水素、Reactor：原子炉)

日本新型転換炉「ふげん」（2003 年・運転停止）…大量のトリチウム発生
⑤ 青森県六ヶ所村核燃料再処理工場で、トリチウム大量発生のため除去施設設置の予定であったがウヤムヤ

になっている。
⑥ アメリカ：核兵器（再処理）工場で、トリチウム汚染が深刻な問題。

［4］汚染水処理の問題…トリチウムの放射能障害無視を企てる見解

① 2013 年 2 月 28 日 東京電力記者会見（北陸中日新聞 2016.4.26）
トリチウムはセシウム 134、137 に比べ放射能被害が小さいことを強調する資料を配布 ⇒汚染水を基準値以下

（6 万ﾍﾞｸﾚﾙ／ℓ）に薄めて海洋放棄の意図。
② IAEA（国際原子力機構）2013 年報告書（毎日 2016.9.7）

「トリチウムは海洋生物の体内に蓄積されず、人体への影響は非常に限定的」との見解、「海へ流すことを含め
て検討するよう提言」。

③ 通常の国内の原発でも、トリチウム・水が国内基準（6 万ﾍﾞｸﾚﾙ／ℓ）に従って海洋放出されており、原子
力規制委員会委員長の田中俊一氏も「トリチウム・水の海洋放出をすべきだ」との考えを示す。

（毎日 2016.9.7）
④ トリチウム：β-崩壊で、そのエネルギーは小さいので人体への影響はないとされてきた（確かに、外部被曝

としては、殆んど問題にならない）（……しかし、内部被曝に関しては別問題）（北陸中日新聞 2016.4.26）
⑤ トリチウム：体内に取り込んでもトリチウム・水の形をとることが多く、新陳代謝によって 10 日で半分は

排出される。（北陸中日新聞 2016.4.26）
⑥ ICRP（国際放射線防護委員会）
「人体の特定の組織や臓器に濃縮しないため……人体への危険性は、放射性セシウムと比較して、1/100 ～ 1/1000」

⑦ トリチウム・水の飲用基準（北陸中日新聞 2016.4.26）

川上氏の寄稿文を一

部編集しています。

文責 斎藤

次号に続く

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（２/３）
川上義孝（金沢市 医師）

181 号より続き

(a) WHO（世界保健機構） 10,000ﾍﾞｸﾚﾙ／ℓ 以下

(b) EU（欧州機構） 100ﾍﾞｸﾚﾙ／ℓ 以下

(c) アメリカ 740ﾍﾞｸﾚﾙ／ℓ （2万ﾋﾟｺｷｭｰﾘｰ）以下

(d) 日本 「摂取しても速やかに排出して蓄積しない、考慮するほどのものとは考えにく

い」…基準設定せず（厚生省基準審査課）
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１月期、東電交渉は 11 日に行われた。最初に昨年 11 月９日申し入れた「汚染水海洋放出の中止、損

害賠償と廃炉費用の消費者負担に反対する」申入書の回答を受けた。

交渉ハイライト

〔要請〕は以下の通り。

１．トリチウム汚染水の海洋放出、管理基準、放

出方式を明らかにすること。

２．トリチウム汚染水放出に関する環境アセスに

ついて公開の場で説明すること。

３．トリチウム汚染水保管について、県漁連のタ

ンク保管や固化の要望を検討し説明すること。

〔回答〕１～３についての回答

多核種除去装置で処理した水の取り扱いは、国

の「多核種除去設備など処理水の取り扱いに関す

る小委員会」において技術的な検討を加えて風評

被害などの社会的な観点も含めて、総合的な検討

が行われていることろである。小委員会の議論を

踏まえ、今後の方針を検討し決定して行きたい。

〔要請〕は以下の通り。

４、第一原発事故の処理費用について損害賠償や

処理費用などはいくら使ったのか？

〔回答〕実績は６兆 4.435 億円、そのうち除染費

用は 5.483 億円となっている。

〔要請〕は以下の通り。

５、同第一原発の処理費用はどの位になるのか想

定を明らかにすること。

６、今後の費用負担は、それぞれ誰が負担するの

か明らかにすること。

〔回答〕東京電力改革・１ F 問題委員会で確保

すべき資金として 22 兆円示されている。しかし、

我が社で試算したものでないと承知している。

以下は福島第二原発廃炉への要請文である。

最後に質問したのは「陸側遮水壁の目的は“完

全閉合”だった。それが消えている。これは理由

なき方針変更ではないか？」しかし、東電からの

回答は無かった。都合の悪いことは、黙して語ら

ずであったが、今回もそうであった。

（資料４）第二原発の廃炉の要請書を読み上げる佐藤世話人

１月期 東電交渉！
東電福島第二原発の早期廃炉を申し入れ

東京電力ホールデングス（株）

廣瀬 直巳様 2017 年 1 月 11 日

福島県沖地震等への対策と

福島第二原発の早期廃炉を求める要請書

（要旨）

昨年 11 月 22 日の福島県沖地震に伴う事故、故障、

トラブルが発生している。

下記により要請し回答を求める。

記

１．第一原発使用済み燃料共用プールの水漏れ及び第

二原発３号機燃料プールの冷却停止。同 2 ～ 4 号機

サイドバンカーからの水漏れに対する影響について

原因と対策を明らかにすること。

２．津波及び地震の対策について、防潮堤や機器の水

密化、非常用電源の確保、原子炉冷却材圧力バウン

ダリー・配管機器類の耐震化の現況と対策を明らか

にすること。

３．同第二原発の通報連絡体制の改善について、安全

確保協定締結自治体及びマスコミへの通報連絡体制

を少なくとも第一原発と同等にすること。

４．同第一原発の冷却系トラブルについて 12 月４日、

１～３号機使用済み燃料プールの循環冷却設備の警

報、２・３号機が冷却停止した冷却系設備のトラブ

ル、及び 12 月５日、３号機原子炉内溶融燃料（デ

ブリ）を冷やす注水ポンプが一時停止した冷却系ト

ラブルについて原因と防止対策を明らかにせよ。

５．同第二原発の廃炉について、早期に決定すること。

以上

福島県内 10 脱原発諸団体
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１月２９日（日）福島原発刑事訴訟支援団結成１周年集会が玉川区民会館（世田谷区）で全国から

３６０名が参加し開催された。

東電は裁判を恐れ引き延ばししている

東電は経済を優先し、大事故に結びつく多くの

警告を無視し、不都合な真実を隠し、予測された

地震、津波などの災害に対する対策をとらないま

ま、過酷な原発事故を起こした。万が一の備えを

しておくべき責任と義務を東電は怠り、勝俣恒久

元会長、武藤栄、武黒一郎元副社長の3人は、201

5年7月31日、業務上過失致死の罪で強制起訴とな

った。強制起訴から11ヶ月が経つが、未だ裁判が

開かれず原発事故の真相と原因は闇の中だ。弁護

団は、大切な事は3つ、「すべての原発をなくす」

「裁判で事故の責任を問う」「被害者を最後の1人

まで救済する」という大事な裁判であると話した。

また、告訴団の、事故の真相を明らかにし、責任

を問うという真摯な態度が検察審査会の委員の心

を揺り動かした。

被害者の立場から子ども甲状線がんの問題に

ついて千葉が報告をした。一般公衆追加被ばく線

量は年１mSvなのになぜ福島県民だけが２０mSvの

線量を課せられるのか。安倍首相は原発の汚染水

はアンダーコントロールと全世界に嘘をつき、オ

リンピックを理由に共謀罪を押し通し、20ミリシ

ーベルトを基準に避難解除政策を進め、オリンピ

ックを利用し世界の基準を変えようとする大きな

力が蠢いていると感じるのは私だけだろうか。こ

れが容認されれば再稼動も事故時の避難や保障も

大きく変わってくる、福島だけの問題では済まさ

れない。嘘で塗り固められたオリンピックで、福

島の原発事故は終わったと、忘れ去られてはたま

ったものではない。

昨年12月、183人の方が、小児甲状線がん又は

悪性腫瘍と発表された。大人のがんと違うのは治

療後の人生が長く、病気と向き合いながら成長す

る事になることだ。昨年9月「3.11甲状線がん子

ども基金」が１都１４県を対象に設立された。2

回目までの支援金給付対象は（１月３１日現在）

５３人で県内４１人、県外１２人、肺転移などで

アイソトープ治療を必要としている人が県内２

人、県外５人、給付対象の４０％が県外の方だっ

た。県外では福島県のような公的な甲状腺検査が

行われていないので進行した段階で発見されるか

らではないかと推測される。検査縮小などはあっ

てならないし、県外の検査も、拡充、拡大の重要

性を実感している。一方では県立医科大学と協定

をしていない医療機関で診療を受けている人は、

県の助成対象にならず、がんの発症人数にも数え

られていない。隠れ患者がどれだけいるのか、表

に出ない数字に大きな警戒心を持っている

裁判に問う原発事故の真実と責任
千葉親子

（資料６）事故責任が問われている東電元幹部

（資料５）甲状腺ガン問題の報告を行う千葉さん

強制起訴＝検察官の不起訴処分に対し、11 人

の 市民からなる検察審査会が「起訴すべきだ」

と二度にわたって議決した場合被疑者が強制的

に起訴される制度です。
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３.１１原発事故以降、第一原発廃炉・収束作業等に従事した元従事者の

男性が「白血病を発症したのは放射線による被ばくが原因である」として東

電に対し損害賠償を求める裁判が東京地裁で始まった。

訴えたのは 2011 年 10 月から２年２ヶ月間、第二次下請けの作業員として

第一原発・同第二、玄海原発で溶接などを行っていていて発症したものであ

る。ところが東電は「わが社には関係がない！」の態度やコメントを出した

ことに怒りを覚え提訴を踏み切ったものである。読み上げた「意見陳述書」

は以下の通りである。

法廷は 30 席あまりの席に倍近い傍聴者が詰めかけたこともあり弁護団から「もっと大きな法廷にす

るよう」裁判長に異例の要望が出された。終了後「支援集会」が開かれ「裁判を支える会」の発足と活

動が確認された。次回の口頭弁論は４月 27 日、午前 11 時から同地裁で行われる予定である。

放射線被ばくと白血病発症との
因果関係を争う裁判が始まる！

賠償裁判が行われた東京地裁

東京地方裁判所 御中

〔要旨〕 意見陳述書 平成２９年２月２日

私は北九州市の出身です。高校を中退して 17 歳から鍛冶見習い、今は同職人として働らいていました。

東北大震災では東電福島第一原発の建屋が水素爆発を起こしてしまいました。東北の人たちは大変な状況だと

思うと胸が痛みました。同時は「なんとか頑張って欲しい」という気持ちもありました。

そんな時、旧知の方から福島原発で収束作業を手伝ってくれないかと声をかけられました。私には妻と当時７

歳と５歳、２歳の子どもがおり、健康が心配だからと言われ迷いました。それでも北九州では「困っている人が

いたら見て見ぬ振りはするな」という義侠心の風土があり福島に向かいました。

第二原発の作業現場では、まず管理のずさんさに驚きました。現場監督が APD（警報つきポケット線量計）が鳴

っているのに「大丈夫、大丈夫」と行って APD 貸出所まで戻って APD を解除するなどでたらめな作業が行われ

ていました。また、第一原発４号機のカバーリング工事（建屋を覆う工事）では、鉛ベスト（放射線防護服）が 20 着

しかなく、作業員の人数分がないという状態でした。それにもかかわらず現場監督は「着らんでもこっそり入れ」

などと言って私たちを作業させました。現場の状態は劣悪な環境でしたが、福島のために一刻も早く収束させた

いという思いで一心に頑張ってきました。

同第一原発の雑個体焼却施設を担当していた平成 25 年 12 月頃から熱と咳が出る風邪のような症状が出て悩ま

されました。年明けの１月に電離検診を受けたところ、白血病といわれ、目の前が真っ暗になりました。

白血病と言えば、血液のがんとして、きわめて死ぬ確率が高い病気ですから、私はそれを聞いた瞬間からもう

ダメだ、と思いました。子どもたちも小さいのに、なんで自分が死ななきゃならないんだと思うと涙があふれま

した。それから辛い治療がはじまりました。抗がん剤治療で髪の毛、まゆ毛など体中の毛が全て抜け落ち、毎日

大変な吐き気、高熱に、爪もボロボロにりました。さらに 24 時間モルヒネを打たれている状態なのので、ずつと

船酔いしたような体の感覚でした。週に１、２回検査のため骨髄穿剌では手回しのドリルで胸や骨に穴をあけて

骨髄を採取するのですが、これが大変辛いものでした。白血病の恐怖と辛い治療、最後は生きていてもしょうが

ないと思い「うつ病」と診断されました。

私はこの裁判を起こした理由は、東電らに自分の責任をしっかり向き合って欲しいからです。私は福島原発事

故収束作業に従事した多くの労働者の一人として、他の作業員のためにも、今声をあげる責任があると思い、こ

の裁判に踏み切りました。私たちは事故を何とか収束させようとする一心で作業にあたりました。ところが東電

らは、その思いにこたえず労働環境を用意するどころから使い捨てにするような扱いでした。

私はこの裁判で、東電らのそのような姿勢、体質を明らかにし、その責任を認めさせることで、今後このよう

なことが繰り返させないことを求めます。裁判官はこの声に耳を傾け正義を実現していただきたいと思います。
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昨年４月 14 日に起きた熊本地震はシンボルである熊本城の石垣を崩壊させた（資料７）。16 日には本

震が襲った。この“繰り返し地震”（注１）には原発の「耐震基準」（注２）に大きな不安が広がっている。

繰り返し地震は多くの建物を崩壊させた

熊本地震では活断層が動いて激震が短時間に２

回発生している。

その間隔は 28 時

間であった。

１回目のＭ 6.5 の

前震には耐えた

が２回目のＭ 7.3

の本震には耐え

られず倒壊した

建物が数多くあ

った。（資料 8）

この「繰り返

し地震」では原

発の耐震地震動

では想定外とさ

れており、その基

準は審査されていない。

専門家は、この「繰り返し地震」を見逃すなら

ば甚大な原発震災が生ずる恐れがあると指摘して

いる。

現行の耐震

基準では安全

上重要な「設

備・機器・建

物・構築物」

の安全機能が

損なわれるこ

とのないよう

求めているだ

けである。

熊本地震が

発生して間もな

い昨年４月 18 日、田中俊一原子力規制委員長の

記者会見が行われている。その時の内容はこうだ。

「日本で起こっているような地震の繰り返しで

何が起こるかと言うことは、およそ考える必要は

ないと考えます」と述べている。

熊本地震で短期間における「繰り返し地震」を

経験した今、原発の耐震基準で繰り返し地震を想

定外としいてることは、原発の安全上極めて不適

切と言わなければならいない。

原子力規制委員会は早急に「繰り返し地震」を

想定に入れるよう求め、それまでは原発の稼働を

認めるべきでない。

今、稼働しているのは川内１号、伊方３号の２

基だ。規制委員会は安全審査に合格した原発は全

国で 10 基と発表している。自然を「甘く見る」

政府と規制委員会に警鐘を発したい。

[ 編集後記 ]

政府は 22.1 兆円の「賠償・廃炉費」を新電力

（新規参入発電事業者）の利用者にも負担を求め

る方針を決めた。しかも国会の審議なしである。

まさにやりたい放題である。一方、東芝が米国の

WH 社（ウェスチングハウス）を買収し７千億円

の損失を出した。原発関連企業は軒並み衰退の一

途である。 政府、業界は誰も責任を取らず「先

送り政策」だけである。

しかし、安倍首相の支持率は落ちていない。

10 年前、東芝は「原発ルネサンス」（原発復権）

に舞い上がっていた。東電の原発サイトでは「１

日原発止めれば１億円の欠損！」「被ばく労働は

下請けに…」が叫ばれていた。今、労働者の思い

は「去るも地獄、残るかも地獄、」であろう。

この会社にも労働組合はあった。これらの問題

もいずれ取り上げてみたいものである。〔石丸〕

地震大国 日本の原発耐震基準

「繰り返し地震」想定せず！

（資料７）石垣が落下した熊本城

（資料８）これが切り返し地震の恐怖

出典 文献
・（注１） 滝本紘一氏 工学博士 岩波書店「科学」2016.12
・（注２） 原発の耐震性は基準地震動であらわす。原発の供用期間中

に極めてまれではあるが発生する可能性がある地震動を言う。

・（資料１）、（資料３）東電報道配布資料

・（資料２）朝日デジタル

・（資料４）編集部 ・（資料５）福島原発訴訟支援団 HP

・（資料６）朝日新聞 2016.7.31

・（資料７）～（資料８）アサヒグラフ「九州・熊本大地震」


