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３.１１から６年目に入った。第一原発で次々と発生するできごとが廃炉実現を遠のかせている。

溶融燃料魂デブリの全体像さえ掴めない

東電福島第一原発で

は昨年 12 月から２号機

の溶融燃料魂デブリの

所在を特定する調査が

始まった。

ところが 70 年代に造

られた古い原発で内部

を示す図面がなく、ロ

ボットも小さな窪み

さえ乗り越えられない。

強烈な放射能と熱、水

蒸気にも耐える新たな

開発が求められる。

最もやっかいなのは

内部の放射線だ。最大

650 ｼｰﾍﾞﾙﾄもある。即

死する線量の 100 倍近い

のだ。それを遮る鉄板

を敷くため、更に被ば

くする。 ブラシをか

ける穴を開けるなど何

をやっても被ばくする。

１人平均の被ばく線量

は約 4.5 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄだか

ら５回の作業で原発で

働けなくなる。

“世界初の試み”で

はあるがデブリの全体

像さえ強烈な放射能の壁に阻まれている。

未曾有の大事故の行く末を見届けよう

先月 28 日、16 時 49

分、福島県沖を震源とす

るＭ 5.7 の地震が起き

た。3.11 東日本大震災の

余震と見られている。こ

の地震の怖さは第一原発

が地震と津波の直撃を受

け破壊された原発だから

だ。

更に、汚染水の切り札

的存在とされた「陸側凍

土遮水壁」が失敗に終わ

りつつある現状も廃炉未

来を暗くしている。

東電の要人の発言とし

て「事故を起こした三つ

の原子炉の廃炉につい

て、それに必要な技術は、

今は全くないし、そのよ

うな技術がいつどのよう

に開発されるか、自分は

知らない。200 年かかる

かも知れない」（注１）と語

っていると言う。

「未曾有の原発事故」は

誰も責任を取らず、時間

だけが過ぎてゆく…しっ

かり見届けなければなら

ない。

“夢のまた夢”デブリ取り出し
廃炉には２００年かかるかも知れない！

（資料１）建屋カバーが外されむき出しになった１号機と排気筒

（資料３）約４.５ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄも被ばくするロボット作業

（資料２）ロボットは約２時間でカメラふくめ壊れた
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２月 17 日、13 時から再開 32 回目の東電交渉が行われた。今回は 2014 年 4 月から県内の除染で、７

月から翌年３月まで第一原発で被ばく従事者として働いた経験のある池田実さんも交渉に参加した。

今回は１月 11 日 31

回交渉で、昨年 11 月、

福島県沖地震が発生

し事故・故障が頻発

した問題について５

項目の要望書を提出

しているので、この

問題について回答を

受けた。

〔要請〕①福島県沖

地震に伴う第一原発燃

料プールの水漏れが起きている原因は何か？

〔回答〕プールで確認された水溜まりは地震に伴

い大きく波打ちプール水が床面とフェンスとの隙

間から漏れだしたものである。現在、フェンスの

隙間から漏水防止するためフェンスを２重化する

作業をしている。

②津波・地震到来の場合の防波堤の水密化③第

二原発の通報連絡体制について④冷却系トラブル

溶融燃料冷却ポンプの一時停止問題は割愛する。

〔要請〕⑤東電福島第二原発の廃炉について早急

に決定すること。

〔回答〕福島県及び自治体各議会から「廃炉決議」

があることを承知している。今後、広く社会の意

見や国のエネルギー政策の動向、第一原発の廃炉

作業のバックアップ機能などの役割を勘案し、事

業者として判断してまいりたいと考えている。

第一原発サイトで働いた人の意見

〔質問〕第一原発に働いた経験から言うと「地震

・津波発生」というサイレンも放送も聞こえない。

全面マスクをしているからだ。「逃げるべきか？

止まるべきなか？」の判断が出来ないのが一番困

る。現場任せにしているのではないか。警報を知

らせる方法を考えて欲しい。90 分間、被害や現

状を知ることが出来なかった経験がある。安否確

認は働いているものにとって非常に大切だ。

〔東電〕第一原発サイト全体で年２回訓練を行っ

ている。しかし、今後そのような問題があること

を受け止めてまいりたい。

〔質問〕作業をしていて機械のトラブルや人身事

故があったとき徒歩で知らせなければならない。

携帯電話の配備が是非とも必要だ。怪我人を病院

に運ぶのに２時間もかかっている。

〔回答〕検討させて貰いたい。

アウターライズ地震・津波について

〔質問〕毎月行われている「特定原子炉力施設・

評価検討会」（「第一原発の現状分析と対策」原子力規制

委員会主催）の場において「3.11 東日本大震災」の

余震である「アウターライズ地震・津波」問題が

再三取り上げられている。特に、揺れは大きくな

いが 15 ㍍級の津波が心配されている。しかも福

島県沖の地震が再三再四起きているのが実態であ

る。この地震に対する対策が第一原発では全く出

来ていないと見ている。

〔東電〕第一原発の水密化など行っている。

〔質問〕第一原発の防波堤が５㍍あまりの土嚢で

はアウターライズ地震・津波が来たらひとたまり

もない。リスク源として①燃料デブリ②プール内

使用済み燃料③地下滞留水④タンク内汚染水⑤ト

レンチ内汚染水などである。更に、３本の排気筒

はこの中に入っていないが 3.11 大地震でグズグ

ズになっている。早急に解体撤去が必要であるこ

とを求めたい。

〔東電〕排気筒は上部を解体撤去の方針である。

約２時間半のハイライトのみ記した。

（資料４）除染作業の池田さん

東電交渉 3.11以後 再開32回目
元・第一原発従事者の池田さんを迎え問題を指摘！

「福島原発作業員の記」著書あらわす！
・1970 年 郵政省に就職
・2013 年 退職
・全逓信労働組合員として数々の
闘いを行う。

・2014 年 浪江町で除染を行う。
・2014 ～ 15 年東電福島第一原発
で廃炉・収束作業に従事。

・八月書館 1600 円
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［5］トリチウムの諸問題 （前回からのつづき）

①トリチウム……水素の放射性同位体 トリチウム：半減期 12.3 年。

β-線 放出エネルギー 最大 18.6KeV、平均 5.7KeV（キロ電子ボルト）。

②人体内に入ったトリチウム・水は血液に乗って体組織・細胞・核へ取り込まれる。遺伝子（DNA）

は、沢山の水素原子を側鎖にもっており、その水素とトリチウムが置換されトリチウムが遺伝子

（DNA）に固定される可能性がある。

放出されるエネルギーは弱いとはいえ、DNA の鎖を断ち切る破壊力ある物理的な力となる可能性

がつよい。

③トリチウムが有機化合物に置換されて、吸収されやすい有機・トリチウムとして細胞内に取り込ま

れると長期間、細胞核内に留まるようになるのでさらに危険。

④トリチウム・水を希釈して大気・海洋放棄をつづけているが、大気・海洋のトリチウム濃度上昇の

危険のほかに、海水⇒蒸発⇒大気⇒雨、の自然の循環作用ルートに乗り、大地の放射能汚染をさらに

強める危険性を考えるべきである。

⑤トリチウムの半減期が 12.3 年であるから、120 年程貯蔵して１/1000 に減衰してから放棄という意見

もあるが、全体の放射能の強さによると考える。

⑥正常に稼働している原発で、トリチウムが原因と考えられる放射能障害事件（2 例）

(a)アメリカ・シカゴ郊外：原発周辺で 100 人以上の幼児のがん。

正常に運転している原発から、飲み水のトリチウム汚染が原因とみられ訴訟中。

(b)カナダ・ピッカリング原発、及びブルース原発：原発立地地帯

小児遺伝障害、新生児死亡、小児白血病多発。

疾病発生時期とトリチウム放出時との相関つよい。

⑦トリチウム添加培地で大腸菌培養の経験（川上）

大腸菌増殖：H3-DNA、H3-蛋白の大量抽出。

分子生物学的実験と素材として利用（一般的であった）。

トリチウムの遺伝子への取り込みは細菌レベルでは常識的に考え

られる。

⑧紫外線照射による大腸菌の各種、突然変異株の作成

分子生物学的実験素材として頻繁に試みる（一般的）。放射性物質投与によっても突然変異株は理

論上は容易に得られるが、放射性物質の処理の手間がかかるため実際は使わない。（川上） 放射線

の突然変異への直接的関与は細菌レベルでは常識的といってよい。 以上 （ 編集 斉藤）

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（３/３）

川上義孝（金沢市 医師）

（資料５）2010 年排出量データ
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第26回福島県民健康調検討委員会は「甲状腺評

価部会」の再開と「第三者機関」の設置を提案した

2 月 20 日開催された福島県民健康調査検討委

員会で悪性または悪性疑いと診断された子どもは

１人増え６９人、１・２巡目合わせ１８４人とな

り、手術を終えた人が１４６人（内１人は良性）

検討委員会の星座長は 2 巡目の検診結果がまとま

りつつあるとして、「甲状腺評価部会」の再開を

提案し、現在の評価部会小児甲状腺がんや放射線

の健康被害に詳しい専門家を加え今年６月末まで

に再開するとしたが、枠組みや委員や部会長は公

表されなかった。そのような状況下で、星座長は

「第三者機関」の設置を提案した。

国際的な知見から検討をするという

「第三者機関」とは・・・

県によると設置主体は、国・県でない可能性が

高いという。星座長は、「第 5 回国際専門家会議」

からの提言書が県に提出され内掘知事が受取った

ことを持ち出し中立的、国際的、科学的な立場の

専門家の知見が必要とし、放射線影響研究所に設

置されている「科学諮問委員会」などがモデルに

なる可能性を示唆した。検討委員からは「第三者

機関」の設置に反対の意見もあった。放射能との

因果関係について「考えにくい」と言い続けてき

たが放射能による甲状腺がんの「多発・異常発生」

が事実として現れてきた事を反映する動きと、国

際的な一般公衆被ばく線量年 1 ミリシーベルト

を、国際的知見という名の下に世界の基準を変え

ようとしているのではないかと危惧するところ

だ。福島県は、子どもの健康を蝕む甲状線がんと

県民健康問題を何処へ引っ張っていこうとしてい

るのか、今後に注目すべきだろう。

県内の理容室１１００店余りが

「甲状腺がん子ども基金」を紹介

３月６日郡山市で開催された同組合の総会で福

島県理容生活衛生同業組合（理事長中野竹治）は

「３．１１甲状腺がん子供基金」の活動を県内の

理容室で始めたと報告した。基金の崎山比早子代

表理事が「甲状腺の話題が出しにくくなっている、

幅広い年代が集まる理容室で療養費支援の基金活

動があることを PR して頂ければ嬉しいです」と

感謝の言葉を述べ、店主は「お客さんとの会話の

中で甲状腺がんの支援がある事を知ってもらえる

よう情報を提供していきたい」と話されカードを

並べポスターの貼り出しをした。昨年 12 月から

給付が始まった「甲状線がん子ども基金」はこれ

まで 3 回の給付があり、県内 50 人、県外 16 人、

合計 66 人。RI（アイソトープ）治療適応患者

は県内外で 10 人、県外に RI 治療患者が多く見ら

れた。背景に、県外は福島県のような公的検査が

行われていないので、自覚症状が出てから診察を

受けることにより重篤な状態

で発見されると推測される。

また今回の申請者のうち 1 名

が県民健康調査以外からがん

が見つかった。検査の縮小の

方向などあってはならない。

さらなる検査の重要性と、県

外への検査拡大が求められる。

甲状腺ガン疑い含め１８４名に・・・検診の充実拡大を

年間被ばく線量１ミリシーベルト基準改悪の恐れはないか？

千葉親子

（資料６）本格検査・３巡目データ
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２月２５日、第３回フクシマ原発労働者相談

センターの総会が代議員 50 名の参加を得て開催

された。

はじめに狩野代表が「東電福島第一原発事故

から６年目、センターは３年目を迎える。相談件

数も 60 件となり、紹介先は福島労働局や社会福

祉協議会など広がっている。相談内容も賃金不払

い、放射線管理手帳の返還、労災認定、住居の確

保、経営相談など多様となり、廃炉や除染労働者

の“駆け込み寺”としての存在になりつつある。

廃炉の現実はどんなにロボット化や機械化されて

も熟練労働者の確保がなければ絵に描いた餅に終

わる。廃炉労働者の現状や問題点を広く社会に発

信し原発再稼働に反対することを訴え続けていこ

う」と力強いあいさつがあった。

来賓のあいさつの後、一年間の経過報告と総

括が行われた。その中で「相馬や双葉の人たちと

の交流が少ない、もっと触れあいを大切ではない

か」や「100 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以上浴びた人もいて健康が

心配だ」「デブリ取り出しは大変な事、労働者の

大量被ばくは避けられない」。振津かつみ医師か

らは「甲状腺がんが隣りの県でも増えている。長

期的なキチンとした健康診断が必要だ」との提言

あった。活動方針と予算、規約改正のあと団結が

んばろうを三唱して意義ある総会を終わった。

東電は、震度７程度の地震に耐えられないとし

た柏崎刈羽原発の免震重要棟について、重大事故

など緊急時の対策拠点として使用しないことを明

らかにした。

この問題、２月 14 日東電は「2014 年の地震動

の試算により免震棟が想定される基準地震動（耐

震設計で目安となる揺れ）に耐えられないとの結果

を得た」しかし、規制委員会に報告していなかっ

たことが発覚。規制委員会は詳しい経緯を報告す

るよう求めていたものである。

新潟県の米山隆一知事は、重大事故時の対応拠

点に関する東電の方針変更について「事前に新潟

県に何の連絡もないのは、いかがなものか。今後

の話し合いがむずかしくなるのではないか」と述

べている。3.11 事故時、第一原発で東電旧経営陣

でさえ「重要免震棟がなかったらゾッとする思い

だった」と語っている。

泉田前新潟県知事が事故前「福島にも何が何で

も造れ！」と言われ造ったものだった。

フクシマ原発労働者相談センター

第３回総会を開催
鈴木 裕

（資料７） 開会にあたりあいさつする狩野代表

（資料８）冬の日本海からのぞむ柏崎刈羽原発と免震棟

柏崎刈羽原発の重要免震棟

想定地震に耐えられず！
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第一原発１～４号機には１日１千ﾄﾝの地下水が流れ込み、うち約 400 ﾄﾝの汚染水が港湾内に流れ込ん

でいた。これを遮る手だてが「海側遮水壁」の想像図（資料９）である。この現状を追ってみた。

「海側遮水壁」（資料１０）がようやく完成した

のが 2015 年 10 月 26 日だった。

全長 780 ㍍、護岸に沿って約 600 本の鋼管を垂

直に打ち込んで並べ、壁を形成した。工事は 2012

年に始まったが、完全に壁を閉じてしまうと、せ

き止められた地下水が敷地内であふれかえる可能

性があるため、2013 年末に壁の一部を開けたま

ま工事を中断するなどして長期化していた。

ところが約 10 ㍍の開口部を閉じたことから、

地下水の力で鋼管を２０㌢も海側に斜傾（資料 11）

させる事態になった。

地下水の力は恐ろしい。

管長 26 ㍍、管厚 22 ㍉、管経 120 ㌢、地中に

差し込んだ部分は 17 ㍍の「鋼管矢板」が傾いた

のだ。傾いた鋼管は今もそのままである。

第一原発の敷地地下には２つの透水層がある。

この地中深く流れる深層水にいたってはどれほ

どの力なのか知るよしもない。

編集後記

もうすぐ 3.11 大震災から 6 年目である。今で

も３分間続いた強烈な短周期地震動と津波の驚が

くを決して忘れない。２万人の死者と県内関連死

2.131 人（自治体への申請者 3.000 人）の無念さを思う

ばかりである。フッと考えてみた。原発事故の廃

炉・賠償費が政府案で 22.1 兆円だという。2016

年度の一般会計予算は 96.7 兆円である。６年目

にして国家予算の４分の１にわたる損害を与えた

人物達が責任を問われることなくのうのうとして

生き続けている。東電旧経営陣３人の裁判は証拠

や争点を絞り込む公判前整理手続きで開始は見通

しがたっていない。長生きするしかない！
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