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東京地裁 5 月 24 日、津波対策を怠り第一原発の事故を防げなかったとして業務上過失致死

罪で強制起訴された東電元役員３人の初公判を今月 30 日午前 10 時から開くと発表した。

強制起訴された３人は勝又恒久元会長、他の２

人は原子力立地本部長を努めた武藤栄・武黒一郎

元副社長である。

今回、検察審査

会の議決が認定し

た「業務上過失致

死容疑」のあらま

しは以下の通りで

ある。

「大規模地震に

起因する巨大津波

によって福島第一

原発において炉心

損傷などの重大事

故が発生するのを

未然に防止すべき

業務上の注意義務

がある。それを怠

り、必要な安全対

策を講じないまま

漫然と運転を継続し

た過失である。東日本大震災とこれに伴う津波で

福島第一原発において炉心損傷などの重大事故を

発生させ、水素ガス爆発などにより一部の原子炉

建屋・格納容器を損壊させ、大量の放射性物質を

排出させ多数の住民を被曝させた。現場作業員ら

に傷害を負わせ、周辺病院から避難した 44 名の

入院患者らを死亡させた」と言うものだ。

これに対して東電と政府は「津波予測は当

時まだ不確実で、もし対策に着手したとして

も工事は大がかり

なので間に合わな

かった」と反論す

るだろう。

東電と政府は自

分たちの主張を支

えるため、続々と

著名な研究者の意

見書を提出して来

るだろう。

まさに“真っ向

勝負”の公害裁判

になるだろう。

過酷事故の真相

が未解明なままに各

地の原発の再稼働が

次々と行われ、心あ

る人々は悔しい思い

をしている。事故後、政府と東電の責任を問う集

団訴訟は札幌、仙台、東京、大阪、神戸、福岡、

福島など 18 地裁で起こされており、原告数は１

万人を超えている。これらの人たちに勇気を与え、

事故全体を総括し脱原発の機運を醸成させる責務

がある。この裁判は「世界が注目」していること

を忘れてはならない。

福島第一原発 過酷事故
待望の初公判開かれる！

（資料１）左から勝又恒久元会長 武藤栄元副社長 武黒元副社長

（資料２） 凄まじいスピードで福島第一原発に迫り来る津波
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「検察審査会…など聞き慣れない言葉が出てくる裁判は分かりにくい！」との話がある。これを

Ｑ＆Ａで検察審議会と本裁判の争点を解説してみた

東電元役員３名の刑事裁判とは･･･Q & A

Ｑ：審査はどういうときに行われるのか？

Ａ：犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに審査を始める。申

立てがなくても，新聞記事などをきっかけに審査を始めることもある。

Ｑ：東電福島第一原発事故の刑事責任をめぐり、東京地検が２度不起訴にした東電３元役員につい

て「検察審査会」が「業務上過失致死傷罪で起訴すべき」と２回目の議決を出したが「検察審査

会」とはどういう時に行われるのか？

Ａ：20 歳以上で選挙権を有する国民の中からクジで選ばれた 11 人の検察審査員が，検察官が被疑

者（犯罪の嫌疑を受けている者）を裁判にかけなかったことのよしあしを審査する。これまで 59

万人以上の方が検察審査員又は補充員に選ばれている。

Ｑ：これまで審査した事件は？

Ａ： 事件数は 17 万件に上り，交通事故や窃盗など身近で起こる事件だけでなく，水俣病事件，日

航ジャンボジェット機墜落事件，薬害エイズ事件，明石花火大会事件といった社会の注目を集め

た事件もある。起訴した事件は約 1,500 件あり懲役 10 年といった重い刑に処せられたものもある。

Ｑ：通常は検察官は検事といわれる公務員の人

たちがやるのでは？

Ａ：検察審議会の議決により指定弁護士と言わ

れる弁護士が検察官の職務を行う。

Ｑ：被告が主張するであろう「巨大津波は想定

外」か否かが争点になると思うがどうか？

Ａ：その通りだ。「地震調査研究本部」（1995 年阪

神・淡路大震災を契機につくられた国の調査・研究・責任

体制、文科省に設置された特別機関）が予測した「津波地

震」が焦点だ。それによると「明治三陸地震（Ｍ 8.2）

と同じ福島県沖日本海溝でも発生し、第一原発の津

波遡上高は 15.7 ㍍の襲来がある」と 3.11 大震災と

同じ高さを予測していた。東電も 2008 年３月、シ

ュミレーションを実施し、遡上高 15.7 ㍍の結果を

得て海抜 10 ㍍敷地上 10 ㍍の防波堤の設置を武藤副

社長は検討対策を指示していた。

しかし、同年７月 31 日，一旦決めた対策を土木

学会」を利用して「やらない」と決定をくつがえし

たのだ。「土木学会」（国内の工学系団体）は津波想定

方法を審議するのに必要な経費全額（約２億円）を電

力会社（東電が大口）から負担してもらっていた。

事故のすぐ後まで東電の株を所有し年間約 200 万円

の配当を受けていた。また専門家の面談に教授クラ

スで１回５～８万円…、多い人で数十回受け取って

いた。（注１）

Ｑ：この裁判の争点は“ズバリ”何なのか？

Ａ：1933 年の北海道南西沖地震時に奥尻島が

想定を超える津波に襲われて「原発にも同

様のリスクがある」と政府と東電も気づいた。

それから 2011 年まで「18 年間どう対処したの

か？」が焦点だ。

２つのパターンが考えられていた。

一つは（A）で、可能な限り最大限の対策を行

い、それが完了するまでは、原子炉の運転を中

止することも視野に入れる考え方だ。

もう一つは（Ｂ）で、いつ来るか分からない

津波に備えるよりも津波の影響を小さくしたり、

基準が強化されないよう規制当局に働きかけた

りして「短期的な経済損失」を少なくする方法

の二つが考えられていた。

東電は経営事情等から（Ｂ）を選択した。
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４月２９日に発生した浪江

町十万山で発生した山林火

災は自衛隊ヘリ延べ１５０

機、地上５０００名あまり

を動員し消火に当たったが

１２日間にわたって燃え続

け７５ｈａを焼いて、５月

１０日に鎮火した。

この地域の空間線量は２

～１０μ SV/ｈ前後もあり

当然ながら山林の樹木、落

ち葉や腐植土は高濃度汚染

物である。セシウムは６８

０℃で気化する物質なので

火災によってこの温度を超

え、間違いなく樹木や腐植

土に含まれるセシウムは気

化し火炎や風によって広く

拡散されたのである。（資料

４）によるとタバコの火で

も８５０℃になる。ろう

そくの火では１０００℃

を超えるのだから山火事

でセシウムが飛散しない

などというのは現実を無

視した「安全神話」とい

うほかない。（県では河川

刈り払い草木の焼却禁止、

農業耕作地等の雑草焼却

の自粛を指導している）

県の発表は「モニタリ

ングポストの値に特別変化

はない。 健康に影響はない。」を繰り返し、放

射能飛散の警鐘を鳴らした地方紙が謝罪する有様

だ。問題は飛散したセシウムの量、飛散する方角、

雨などにより地上に落下したり、放射性粉塵とな

って飛散する恐れはないのかなど飛散した放射性

物質に対する現実的対応を伝え県民の安全を確保

す

ることが重要だった。具

体的で正確な飛散予想デ

ータの公表でデマは防げ

る。 大気中粉塵の濃度

は一部地域で火災前の最

高値の３４倍の増加を示

した（鎮火後の１２日石熊公

民館、セシウム合計２９．０

６ｍＢｑ／㎥）。たまたま

強い西風によって大半は

海にはこばれ、雨などに

よる地表への落下定着が

避けられたらしいことは

幸いであった。 （資料５）

は福島県が公表している

森林樹木の汚染状況のデ

ータである。測定ポイン

トは明らかにされていな

いが汚染度は空間線量に

比例しているといい、火

災現場一帯が他の県内の

測定ポイントよりダント

ツに空間線量が高いこと

から汚染度上位を占めて

いるデータが火災現場付

近と見られる。外皮や葉

は１万 Bq/kg、心材でも

数千 Bq/kg に達している。

これらが燃えたらどうな

るかは、除染廃棄物を燃

やしている仮設焼却炉の

焼却灰データを見ると予

想できる。高汚染地の焼却灰は主灰で数万 Bq/kg、

飛灰では１０万 Bq/kg を超える物もある。（環境

省公表の仮設焼却炉データ参照） 前号でも指摘

したが汚染地の火災は「フィルターのない焼却炉」

なのである。飛灰はすべて拡散する。放射能汚染

地域の防災体制を整えることが急務である。

「放射能再拡散」から命と健康を守るために
浪江町山林火災で起こったこと 斉藤

（資料３）浪江町十万山火災現場 ANN ニュース

（資料４）各種の燃焼温度

（資料５）県内７１か所の樹木調査 H28 年



- 4 -

６月５日、第２７回県民健康調査検討委員会が開催された。悪性又は悪性疑いが前回より新たに７名

増え１９１人と報告。深刻化する甲状腺問題の中、調査報告基準や公表の見直しなどがだされた。

過小評価につながる症例把握や

甲状線がん発症者の公表の見直し！！

甲状腺検査の後、がんと診断されていながら検

討委員会に報告されていなかった事や、県内５９

市町村別で公

表していたデ

ーターを、４

地域に分け公

表した事など

は、実数を不

透明にし、原

発事故やがん

発症を過小評

価し「原発の

影響はない」と方向付ける

事を物語っている。

検討委員会では「検査後

の追跡なしでは実態がみえ

ない」「都合の悪いデータ

ー隠しではないか疑いが生

じる」「急な変更は県民健

康調査の信頼性を下げる」

などの意見が相次いだ。星

座長は「追跡調査の困難・

個人の特定に繋がりかねな

い」などの理由をのべ、デ

ーターに上がらない症例の

把握や報告について見直す

考え方を示した。

県は、個人情報を盾に公

表の萎縮があってはならな

い。問題を解決し正しい情

報を公表する責任がある。

ＩＡＲＣ（国際がん研究機関）が

福島の甲状腺検査結果を検討！！

県の県民健康調査課鈴木陽一課長は、星座長が

提案していた中立的、国際的、科学的な「第三者

機関」について、

県や国が直接設

置する事は見送

りＩＡＲＣが検

討を行うと報告

した。環境省に

よるとメンバー

は加盟国の委員

で構成され無症

状の甲状線がん

をスクーリ二ングする事の

是非など議論し検討内容は福

島県に報告するという。甲状

腺検査の不利益などが強調さ

れれば、検査の縮小・検査の

中止の方向になる可能性も出

てくる。国は「国際機関から

の提言・知見」を看板に、甲

状腺問題を、処分場問題、帰

還政策問題と同様、被災住民

無視の強引な進め方で事故収

束・復興復旧の施策の中に演

出するだろう。国際機関を隠

れ蓑にするような事は県民を

愚弄する事になる。本来の目

的である県民の健康と命を守

ることが最優先課題である。

今後の動向に注視していか

なくてはならない。

「第三者機関」国・県の直接設置見送り
ＩＡＲＣ（国際機関）が調査結果を検討！！ 千葉

（資料6）2016年９月 国際専門家会議参加者

（資料7）ＩAＲC（国際がん研究機関）本部
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５月 31 日、13 時から行われた。今回は第一原発で働いたことのある池田実氏の経験をもとに「要請

書」を提出した。ハイライトのみ掲載する。

①「要請書」の件について

（東電）今回の「要請書」は個別

に案件として上がり、相当部分、

すでに回答したものもある。その

点を了解して欲しい。

（諸団体）当然、重複するものは

有るだろうが、これまでの回答は

現場の実態と違っている部分もあ

った。（実態を知らないのでは）したが

って実態を調べて再回答して欲し

いという意味である。

② 排気筒の亀裂による早期解体を

求める４項目「要請書」について

（東電）東日本大震災規模の地震

津波には耐えられるとする専門家

の見解である。

（諸団体）専門

家の見解と言う

が何処に外注し

たか知りたい。

（東電）我々に

その情報は届い

ていない。

（諸団体）解体

の計画はあるのか？

（東電）１・２号排気筒を半分ま

で解体し（55 ㍍付近）耐震余裕度を

確保する計画である。工法は検討

中である。

（諸団体）解体すれば相当の物量

になる。何処に保管するのか？

（東電）今、検討中である。野ざ

らしにするのでなく、当然建屋を

造りそこに入れると思う。

約２時間半で終了した。

次回は７月 18 日となった。

再開３４回目の東電交渉

被曝労働者の待遇改善を求める要請書を提出

東京電力（株）

代表執行役社長 廣瀬 直巳様 2017 年 5 月 31 日

福島第一原発事故収束作業等に係る

被曝労働者の待遇改善を求める要請書

2011 年３月の福島第一原発事故から７年目に入り、毎日 6000 人も

の労働者が作業に従事し、被ばくが増え続けている。「原発事故の収

束・廃炉・除染」に携わっている労働者の労働環境の向上に向けて、

下記の通り要請し、回答を求める。

記

１、入所時教育について、原子力エネルギーの重要性の強調に偏ら

ず、危険作業の内容を明らかにして放射線防護教育を徹底するととも

に、基本労働法令、緊急時避難対応も教育項目に追加しテキストは事

後も確認できるよう各人に配布して入所後教育を実施するなど、改善

をはかること。

２、労働法令の遵守について、元請け各社に労働法令遵守の徹底を

指導するとともに、休暇や休憩時間・残業時間などの勤務時間管理を

下請け会社にまかせず、社会保険に加入等の労働法令違反の実態を調

査して摘発指導すること。

３、福利厚生について、東電並びに元請け会社の作業員宿舎に続い

て、２次・３次下請け会社の作業員用の宿舎を建設して、老朽アパー

トや借家への入居実態等の劣悪な食住環境の改善を図ること。

４、被曝の低減について、短期間で年間 5mSv 以上の白血病労災認定

基準を超えるデブリ調査や凍土壁建設作業などの高線量下の作業を見

直し、線量は地表や気象の状況を踏まえて考慮し全面マスク着用エリ

アの縮小は見直すこと。また、半年毎に義務づけられている電離放射

線健診では、白内障等の眼検査や血液検査が省略されている実態もあ

り、指定医療機関に検査項目の拡大を要請するとともに、WBC 検査

では「立位式２分間」の機器で実施し数値を本人に伝え記録すること。

５、処遇の改善について、過酷な作業に従事する作業員の労苦に報

いるために、いわゆる「危険手当」の一律支給、基本給の引き上げや

ボーナス等の引き上げを実施するとともに、緊急作業従事者に指定さ

れた２０１１年以降入所者の長期的健康管理を行い、全ての作業員の

検診結果と被曝線量記録を管理し、責任ある長期的健康管理体制の確

立を図ること。 以上

（資料８）解体範囲
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東電は第一原発１～４号機の建屋周辺を凍らせる汚染水対策の切り札とも

言える「陸側遮水壁」（資料９）を「循環の停止・再循環を繰り返す維持管理運

転を始めた」と説明している。良く分からない説明だが、ようするに冷却材

を流し込む運転を止めたり循環させたりするらしい。

先月 18 日の東電の資料を見ると、12 カ所が凍

結していない部分があることが分かった。

それは１号機北側１カ所、１・２号機山側２カ

所、３・４号機山側２カ所、４号機南側１カ所、

３・４号機海側４カ所、１・２号機海側２カ所で

ある。

何故凍らないかと言えば、部分的に地下水の流

れが速いのとトレンチ（配管などが入った地下トン

ネル）部分が凍らないためらしい。

逆に、凍った壁が５～６㍍ほど厚くなっており、

このまま厚くなると、氷が地盤を変形させたり、

凍結管をゆがめたりすることになるらしい。

（資料１０）は先月 22 日から凍結区間全体の約

３０％を一時的に冷却材の循環を止める作業を行

うことにしているという。

陸側遮水壁の耐用年数は「良くて 10 年、６～

７年が限界か…」が取りだたされている。

本工事着工が 2014 年６月で、凍結開始が昨年

６月だから１年が経過している。しかし、どうし

ても凍結できない場所あるという。

国の「特定原子力施設監視・評価検討会」の会

議の場でも「陸側遮水壁というのは水を止めるの

ではなく流量を低減するためのものか？」と皮肉

たっぷりに発言する専門委員もいて、切り札的存

在の陸側遮水壁も失敗したと言える。

この費用の総額 345 億円と約１年間の電気代を

含めると莫大な費用が投入されているのだ。

編 集 後 記

今回の脱原発情報も大分遅れてしまい、お詫び

申し上げたい。後期高齢者直前になると様々な部

分に故障が発生し「いつまで出来るのか？」と不

安になる。しかし、次から次へと問題が発生し「や

めるわけに行かない」が素直な心境である。

（資料１０）循環停止する場所は北側と南側の緑の斜線部分
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汚染水対策の切り札 陸側遮水壁
氷が５㍍に巨大化 循環一部停止へ！

（資料１１） 陸側遮水壁を造る労働者

（資料９）陸側遮水壁


