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東電福島第一原発過酷事故をめぐり「業務上過失致死傷罪」で強制起訴された勝又恒久元会長（77）

ら旧経営陣３名の初公判が６月 30 日、東京地裁で開かれた。（資料１）

700 枚以上発行された整理券と物々しい警戒の

中、一般傍聴者約 54 席ある東京地裁最大の法廷

を埋めつくし、強制起訴初公判は始まった。

「起訴状に対する意見の前に…」と３被告は「福

島県民はじめ多くの方々

に改めてお詫び申し上げ

たい」と謝罪を述べたが、

罪状認否では「当時、大

津波の予測はできなかっ

た。刑事責任は適用され

ない」とそれぞれ無罪を

主張した。

冒頭陳述の後、証拠内

容の開示が行われ

た。「福島県沖で大

きな地震・津波が

起こる可能性があ

る」と指摘した国

の地震調査研究推

進本部の「長期評

価」が検察官役の

指定弁護士から示

された。

その時、東電社

内のメール・メモが

読み上げられた。

特に「これらの評価が出たのだから対策が必要

だ」「より一層対策を取る必要がある」と臨場感

ある内容に驚いた。「地震・津波対策の必要性」

は東電内部では共有された事実であったのだ。

初公判後記者会見・報告会で海渡弁護士は「少

し早いけど勝負あった！」と語るほど重要な証拠

開示だった。

今後、裁判の中で争点となるのは「東電社内で

共有されていたはずの地

震・津波対策が何故反故

にしたのか？」にある。

（資料２）を見て欲しい。

これは東電の 1998 年

（H10）から 2009 年までの

「人件費・修繕費・経常

利益の推移」である。

2007 年７月に新潟県中

越沖地震が発生

し、柏崎刈羽原発

全７基が停止し補

修を含め 2007 年

から２期連続で赤

字に転落してい

る。まさに経営上

重大な苦境に直面

していたことにな

る。当時、勝又会

長らは「御前会議」

（勝又会長は天皇とあ

だ名されこの名が付いた）を開催。

その場で福島第一・同第二の「地震・津波安全対

策」が検討されたが“巨費”のかかる「防波堤」

建設は先送りしていたのだ。以降、様々なリスト

ラで 2009 年“Ｖ字黒字転換”している。

東電元会長ら無罪を主張!!

（資料１） 裁判前に報道陣に許された法定内写真

（資料２） この折れ線グラフの中に真実が見えてくる
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ここ半月程、私の住む

三春町亀井の空中線量の

一日平均値が、比較的低

めの日が多く出ています。

下がった原因は何でし

ょう。私は、上げていた

原因がなくなったからだ

と考えます。どこかの誰

かが漏らした放射能が風

に乗って拡散しながら回

り回って亀井まで来てい

たのであって、「上がった

り、下がったり」しただ

けの話なのです。

福島第一原発では、廃

炉に向けてのご苦労が続いています。まずは、中

の様子を見なければなりません。穴を開けてロボ

ットを入れて見たら、なんと中は 650 シーベルト、

つまり、650000000 マイクロシーベルト。見ただ

けで即死です。鉛の盾の陰でリモコン操作、テレ

ビ画面での観察だったので、死者が出たという話

は聞いていません。

しかし、それだけでは済みません。直進する放

射線だけだったら、鉛の盾で守れますが、ガス漏

れは、スポイト一本でも許せません。部屋の人、

全員アウト！建物全体が汚染されて使用不能にな

ってしまいます！隙間がないようにロボットを押

し込むことはできません。

そこで誰でも思いつくのは、作業室の気圧を上

げて、原子炉側の気圧を下げることです。そうす

れば原子炉容器側から作業室側へのガス漏れは防

げます。そのためには、原子炉容器内の空気（ガ

ス）を抜かなければなりません。

その排気はどうする？―――

あの高い煙突から流せば、広い空に散らばるから

平気さ！ 昔、隅田川で、荷物を積んでない平べ

ったい木造船がボートに引かれて下るのを見て

「アレは汚穢（おわい）船だ。糞尿を積んで遠く

の海に行って流し捨ててくるんだ」と聞かされた

のを思い出します。 （現在の放射性ガス排出量 6000

万 Bq/ｈ 東電発表－編集部付記）

チェルノブイリ事故後から測定をつづけ

2011年3月1５日 放射能の急上昇を捉える

佐久間 寛

（資料３）2011年3月15日放射能の急上昇を捉えたデータ

未来を見つめる佐久間先生
（ 元中学校教師 86 歳 ）

チェルノブイリ原発事故（１９８６年４月）が

起きたあと、当時は一般の人が放射能の測定を

することなど考えも及ばなかった時から自己資

金を投じて放射能測定機を購入し、測定を続け

てきた。2011 年 3 月 15 日放射能の急上昇を捉

え、（資料３）「風向きはこっちだ、雨が降りそ

うだ」と役場にメールを送り、そのデーターが、

県内唯一三春町独自の英断と言われるヨウ素剤

配布へと繋がり現在も測定を続けている。
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県民への行政的責任の放棄にならないか

県民健康調査は最近、小児甲状線がん患者の中

で公表数から漏れるケースについて報じている。

その３つのパターンは

１、甲状腺の検査で経過観察中に甲状腺がんを発

症した。

２、県民健康調査自体を受けないまま甲状線がん

を発症した。

３、医大と連携を取っていない医療機関や、県外

病院での甲状線がんの発見や、県民健康調査を

受けていたが、なんらかの関係で途中で検診を

止めた後に甲状線がんが発症した。

１と２、は健康保険診療となるためで、３、は

進学や就職で県外に転居か、甲状腺検査の機会を

なくしている場合や医大と連携の取れていない医

療機関の場合がある。 県民健康調査の活動は、

県民に対する行政的責任と、将来にわたり県民の

健康維持、増進を図ることである。

７月４日、北陸中日新聞は、福島県民健康調査

の運営に国際機関ＩＡＲＣ（国際がん研究機構）

が介入して来た事（情報 186 号に詳細掲載）を報

じている。

昨年秋、日本財団が甲状線がんテーマの国際会

議を開いた。山下俊一福島県立医大副学長（当時）

等が出席。提言書を福島県に提出。その内容は①

ＩＡＲＣなど国際機関の協力の重要性を力説、②

検査に伴うストレスを強調。③検査希望ある人の

み検査を行う。

事実上、検査の縮小、希望者のみ検査が提起さ

れた。「環境省の前掛かりの姿勢が印象的」。オリ

ンピックの成功のため“原発事故被害つぶし”の

策動の一環。

原発事故放射線被ばく障がいとしての小児甲状

線がんの存在が世界に明らかになる事を押し隠す

意図。断じて許せまい。

放射線被害者の犠牲者として小児甲状腺患者を

護り、原発事故放射能災害隠しを許さず頑張ろう。

（資料４）４歳児のケース把握しながら報告せず

国際機関の介入により危機にひんする「県民健康調査」の現状

金沢市 川上義孝（医師）

アイリーン・美緒子・スミスさん

写真家の夫ユージン・スミスさんと一緒に水俣

病を世界に知らしめたアイリーン・美緒子・スミ

スさん東電福島第一原発は水俣病（日本の公害の

原点）と似ていると、水俣と福島に共通する１０

の手口をあげている。

１、誰も責任を取らない/縦割り組織を利用する

２、被害者や世論を混乱させ、「賛否両論」に持ち

込む

３、被害者同士を対立させる

４、データーを取らない/証拠を残さない

５、ひたすら時間稼ぎをする

６、被害を過小評価するような調査をする

７、被害者を疲弊させ、あきらめさせる

８、認定制度をつくり、被害者数を絞り込む

９、海外に情報を発信しない

１０、御用学者を呼び、国際会議を開く

（資料５）毎日新聞 2012 年スミスインタビュー 記事より
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福島県の森林計画課では毎年「森林における放射性物質の状況と今後の予測」を公表しています。情

報公開により 2013 年～ 2016 年（H25 ～ H28 年）までの報告書や数値データを入手しました（国土防災技術

株式会社）。今回は 2016 年度のデータを中心に報告します。

2016 年度は 71 カ所で測定

森林域の放射性セシウムの蓄積量の 95 ％程度は

地表面（落ち葉層と 0 ～ 10cm の土壌）に存在。部位

別では、樹皮、次いで枝の蓄積割合が高い。 チ

ェルノブイリの例では、木材部の蓄積量が 10 年

以降にピークを迎えるという調査例が報告されて

います。(注 1)

以降、樹高の半分の高さで話を進める。(注２)

2016 年度の汚染木の最大値は、南相馬市（位置

：P-13-13）ヒノキ、外樹皮＝ 60,000Bq/kg、辺材＝

5,100 Bq/kg、心材＝ 5,500 Bq/kg、落ち葉＝

330,000 Bq/kg、土壌 0 ～ 5cm ＝ 38,000 Bq/kg の

値となっている。（新規の測定箇所）

スギ材での最大値は南相馬市（位置：O-10-11 ②）外

樹皮＝ 36,000Bq/kg、辺材＝ 640 Bq/kg、心材＝

2,000 Bq/kg、落ち葉＝ 98,000 Bq/kg、土壌 0 ～ 5cm

＝ 35,000 Bq/kg の値となっている。（山林火災のあ

った浪江町には測定箇所ナシ）

森林関係者からスギの心材の線量が高い傾向と

聞いていたが、数値データで裏付けられてます。

建材としては放射線量が低いので問題は少ないと

考えています。

木材をチップ化（ペレット化）し燃料とすると

100 倍程度に濃縮される為（木質バイオマス発電

所、木屑ボイラー、ストーブ…等）注意が必要で

す。

農林水産省の指標は薪で 40 Bq/kg とされてい

ます。スギの心材（会津、南会津を除く）32 カ

所のうち、40Bq/kg を下回ったのは 3 か所で、数

値は 20 ～ 2,000 Bq/kg の大きな幅があります。

下図で外樹皮と心材の Cs 濃度の推移を比較。

今後の予測を出せるのはまだ先になります。

森林計画課では調査を継続するとしています。

(注１) 学術の動向 2013.6 P76-77,P81

(注２) 測定は地上 1m と樹高の半分の高さで実施。

福島県の森林における放射性物質の状況

金澤 光倫

（資料６）調査樹種および調査数

（資料７）調査部位名 外樹皮、内樹皮、辺材、心材

（資料８） （図上）外樹皮の Cs 濃度は下降気味。

（図下）心材の Cs 濃度は横ばい状態。
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6 月６日放送の NHK クローズアップ現代プラスで「原発事故から 6 年 未知の放射性粒子に迫る」

と題した番組が放映された。放送の中では専門家が慎重に言葉を選びながら健康影響を危惧する姿が。

不溶性放射性粒子とは

（資料９）は福島第一

原発事故で初めて発見

された不溶性放射性粒

子は、直径 1 マイクロ

メートル以下から 0.5

ミリメートルほどの微

細なガラス玉に放射性

セシウムが閉じ込めら

れているという。

2011 年 3 月 14 日

～ 15 日にかけ、小さ

いものは風にのって関

東圏まで拡散し、大き

いものは原発２０ｋｍ

周辺に落下したと考え

られている。

関東圏からは A タ

イプが、帰還困難区

域内での 27 箇所の屋

内調査ではすべての建物から発見されている。

不溶性放射性粒子の問題点はガラスコーティ

ングされているために水に溶けないこと。体内

に入ると（資料 10）のように局部的に強く被曝し

てしまうこと。また体液に溶けないため体外に

排出されるまで通常、大人で８０日から１００

日のところ年単位の時間がかかり、その結果大

人で 70 倍、１～７歳で 180 倍も被曝することで

ある。番組の中で事故対応に当たった東電社員

の肺の放射線量が他の部位に比べ高くなってい

る事実が報告されている。

求められる内部被曝の再評価・再検討

放射線防護の国際的権威である ICRP はこれま

で内部被曝に対して過小評価しているとの批判が

あった。放送の中でも専門家は「国連科学委員会

（UNSCEAR）によれば健康被害は考えられない

レベルである」と話しつつ

「局部的に受ける放射線に

ついては再評価する必要が

ある」との危惧が何度も語

られていた。内部被曝の評

価や低線量被曝の評価は放

射能を扱う産業全体の安全

指針に大きな影響を与える

ため、現在は受容被害のレ

ベルを年間１ミリシーベル

ト、生涯１００ミリシー

ベルトとし、１０万人当

たり５００人（0.5 ％）の

ガン死亡の増加はやむを

えないとしているのであ

る。しかも被ばく線量は

すべて外部被曝が前提で

内部被曝が過小評価され

ていることなど ECCR：

欧州放射線リスク委員会

などから批判されている。（ECCR はガン死亡リスク

ICRP の 60 倍を提唱）

現実に起きていた再飛散

またこの不溶性放射性粒子の再飛散が心配され

ている。2013 年 8 月の福島第一原発 3 号機の瓦

礫撤去作業に伴い 1.3 × 10 ～ 2.6 × 10 ベクレ11 11

ル（東電発表）の飛散事故があり 20 ｋｍ以上離

れた南相馬市の米から基準値の 100Bq ／ kg を超

えるセシウムが検出されマスコミに取り上げられ

た。当初原子力規制委員会は原発からの飛散とは

考えにくいとする見解を出していたが、飛散放射

性物質を検出した京都大学院医学研究科の小泉昭

夫教授は日本･ドイツ･スイスの国際調査団を結成

しこれらの放射性物質が原発由来のものであるこ

とを証明した。情報 186 号で報告した浪江町山林

火災でも再飛散があったことは間違いない。

内部被曝の危険性が危惧される
不溶性放射性粒子＝セシウムボール を調査27戸から発見

NHK クローズアップ現代プラスより 斉藤 章一

（資料９）不溶性放射性粒子

（資料10）水溶性左と不溶性右の被曝線量シミュレーション
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６月28日に開かれた「第54回特定原子力施設監視・評価検討会」（注１）の場で同

検討会の更田委員長代理が、東電が「陸側遮水壁・地下水流入対策の現状」を説
ふ け た

明したところ「嘘だもんコレ！」と激しく抗議していたことが会議映像で放映さ

れた。私たちは、これまで「陸側遮水壁は事実上失敗！」と繰り返し指摘してき

た。それを裏書きする同検討会の内容だった。

本情報Ｎｏ 186 で「凍った壁が５～６㍍ほど厚

くなり地盤や凍結管に様々な障害が出ている」と

説明している。

（資料11）の海側遮水壁（円周 1500 ㍍、凍結配管

の長さ 30 ㍍）が流入する地下水と凍らないトレン

チ部分が 12 カ所もある。

（資料12）のように右端にある凍結配管が肥大

化し５～６㍍にもなった部分があると言うのだ。

ところが同検討会の場で東電の説明は「サブド

レン」（凍土壁内のくみ上げ井戸）からのくみ上げた

のは隠したまま「陸側遮水壁の効果！」だけをぶ

ち上げた。その結果が下のやり取りとなった。

もう一度言う！東電は自然を甘く見ている。

全てのはじまりは「アンダーコントロール」の

安倍首相の嘘から始まっている。

編集 後記

待ちに待った強制起訴裁判がはじまった。傍聴

に入る前から驚きの連続であった。およそ 700 人

余りが抽選する緑のリストバンド（時計状で数字が

書いてある）を渡される。クジには全く自信が無く

見事にはずれた。しかし「福島の人へ…」の好意

で入れた。金属探知器をくぐり、裁判でははじめ

ての「ボディチェック」が凄い。所持品すべてを

盆に入れ差し出す。頭からつま先まで「これでも

か！これでもか！」と撫で回す。異常極まりない

裁判傍聴だった。

（資料11）海側凍土壁

出典 文献

・（資料１）ＮＨＫニュース ・（資料２）編集部「平成 22 年度数表

でみる東京電力」よりグラフ化

・（資料３）佐久間 寛 ・（資料４）NHK ニュース

・（資料５）毎日新聞 ・（資料６～８）福島県森林計画課

・（資料９、10）NHK クローズアップ現代プラス

・（資料 11）Newton ・（資料 12）東京電力 HW

・（資料 13）第 54 回特定原子力施設監視・評価検討会・NNN ニュース

注１） 事故を起こした第一原発は原子力規制委員会から『特定原

子力施設』に指定され同委員会から『監視・管理』されること

になる。

東電説明に「嘘だもんコレ」と激怒！
更田委員長代理（特定原子力施設監視・評議検討会）

（資料12） 左から右へ凍らせるが一部で肥大化した

（資料13）説明に激しく反発した更田委員

東京電力の説明に激怒！

・嘘だ！これは…。

・東京電力の説明は人を欺こうとしている。

・こんな説明が後から後から出てくるよう

な図を書く限り、東京電力はいつまでた

っても信用されない。

・サブドレンのくみ上げは凍土壁とは何の

関係もないはずだ！

・３５０億円の国費を投入することで効果

があったのか？

・凍土壁を増設したが井戸からくみ上げて

減らすような実態ではないのか？


