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「福島原発事故の責任」を問う東電３旧経営陣の第２回公判が１月 26 日東京地裁であった。その焦

点を追ってみた。

2002年～2011年までの主な出来事 厳寒の朝、東京地裁前のアピールが始

まり「厳正な判決を求める署名」3,127 筆

を集約し代表団が提出した。最高裁並み

と言われるボディチェツクがまたしても

行われた。

証人尋問は上津原勉氏（事故当時・原子力

設備管理部長代理）が事故を未然に防ぐ対策

として「重要設備の水密化や防潮堤建設

など複数の津波対策を講ずるべきだった」

と述べた。しかし、2008 年６月 10 日、被

告の武藤栄元副社長らが出席した会議で

最大 15.7 ㍍の津波が敷地を襲うとの試算

結果の報告を受け「従来の想定より大き

く、違和感が残った」と信頼性に疑問が

残ったと述べていた。

公判報告会では海渡弁護士が「10 ㍍盤

の上に 10 ㍍の防波堤は不可能と印象付け

たかったのだろう！」と語っていた。

（資料１）の主な出来事である。これを

見れば東電は巨大な津波が来ることを自

覚していたのは明らかだ。

公判を通じて裁判長の被告人の擁護が

目立った。何と！裁判長の指示で冒頭の

テレビ撮影が行われた後に３被告が入廷

して来たのだ。６月までの公判期日 17 回、

連続２日が２回、開始が 10 時からだ。抽

選は早朝。「告訴人の多くが福島県民だ！」

を意識した訴訟指揮である。

東電３旧経営陣 第２回公判開かれる

「15.7㍍の津波に違和感あった」と証言！

（資料１） 主な出来事とＣＧによる第一原発に押し寄せた津波
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2012 年初めて甲状腺がん患者が発見されて、「第 29 回県民健康調査検討委員会（以下検討委員会）12/25

開催」で悪性又は悪性の疑いが 194 人、新たに 5 人が手術を受けがんが確定、159 人となった。

この間、福島県と医大は、チェルノブイリとの

違いを上げ、原発事故による甲状線がんの放射能

被害は起きない、起きてもたいした事はないとの

見方を強めてきた。医大と県

は県民の思いとはかけ離れ、

国際がん研究機関（ICRP）な

ど外からの意見を重視し、学

校検診の中止や県民健康調査

の目的の見直しまでも本格化

させてきているのが現状だ。

甲状腺がん検査を巡る出来

事を追ってみた。

2011 年 4 月 政府は住民の

被ばく線量調査の実施検討。

5/13「ふくしま健康調査検討

委員会開催」（秘密会）7/15

長崎大学の山下俊一教授が福

島県立医大の副学長に就任。

2012 年 9/11「第８回検討委

員会」（秘密会）甲状線がん

患者 1 名発見、

2013 年 2/13「第 10 回検討委

員会」甲状線がん 2 名（計 3

名）疑い 7 人と発表。

2016 年 8/23 市民団体が検査

拡充を県に要望。8/25 県小児科医会が検査縮小

を県に提言。9/14「第 24 回検討委員会」星座長

「検査縮小」前提発言、批判殺到。9/26 ～ 27「国

際会議開催」。12/9 国際会議を受け笹川会長「自

主検査にすべき」と県に提言。内堀福島県知事「大

事な提言として受け止める」県民から抗議と拡充

を求める声が。

2017 年 2/20「第 26 回検討委員会」第三者機関

の設置を提案。事故時 4 歳の甲状線がん患者の存

在がカウントされず。鈴木眞一教授は、第 5 回評

価部会で経過観察中の発見は別枠報告と説明。6/5

「第 27 回検討委員会」甲状腺検査を IARC（国

際がん研究機関）が検討と説

明。10/23 IARC が検討開始。

環境省 3,500 万円の資金提供。

12/25「第 29 回検討委員会」で

東京の病院で手術を行い医大

に報告したがカウントされて

いないと指摘。医大の大津留

厚晶教授は「県外であるため

含まれない」と答弁した。ま

た緑川早苗教授は、集団検診

について早期発見にメリット

がないと答弁。

2018 年 1/11 WHO(国際保健

機構) IARC など海外専門家と

検討委員会委員が甲状腺がん

について意見交換。1/26「第 9

回目の評価部会」子どもの人

権問題、医療倫理を持ち出し

学校の集団検診のデメリット

を強調。

このような経過で学校におけ

る集団検診が子どもの人権問題

と言うのであれば、20 ミリシーベルト以下の故

郷へ帰還させようとする政策こそ非人道的。間も

なく原発事故から 7 年、明確な事故責任のない中

で、子どもの人権問題、医療倫理を持ち出し検診

を個人の判断に委ねると言う事は、国・県の責任

を放棄するものである。実態把握の重要性が問わ

れている今、手術をして 2 年、3 年と経過し、再

発、転移、RI と過酷な治療強いられている子た

ちもある現実に、目を向けなくてはならない。

過小評価と、無かった事にしたい原発事故
本当に過剰診断が起きているのか！！ 学校検診の見直し検討本格化

千葉親子

（資料２） 健康調査の縮小で子ども達の

いのちを守れるのか？
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2016 年 3 月「県民健康調査」検討委員会の「中間とりまとめ」として、6 年間にわたる事故当時 18

才未満の県民に対する若年性甲状腺がん検診（第 1 巡先行検査、第 2 巡本格検査）を形の上では、済ま

せて、そのとりまとめと評価・結論を公表した。

多発した若年性甲状腺がんは、チェルノヴイ

リ事故の場合と異なり、原発事故由来の放射能

被曝は、その原因ではないというものであった。

こうして、原発事故に伴う

放射線被曝に対しては、国と

東京電力、県の責任は公然と

回避された。しかし、この判

断・判定の正当性について

は、科学的・医学的・社会環

境的・衛生学的そしてさら

に、司法的に、問題提起がな

されたばかりであり、これか

ら県と県民、国と国民の討論

が始まるのである。

若年性甲状腺がん以外の、

各種がん疾病、その他の疾病

と健康に対しては、まだ、公的機関を軸とした

検査が一切なされていない。これらを、どうす

るのかと公的討論をスタートさせなければなら

ない。「県民健康調査」も、主体性を喪失した

まま活動を終了したものとして、これまた国際

的権威IARC（国際がん研究機構）へのバトンタ

ッチでその任から逃れるなど卑劣な行動に終始

させてはならない。県の行政的行為としての役

割を果たすべき、再起を促したい。

＜討論・考察＞

（１） 松尾亮氏のチェルノヴイリ原発事故報

告などをみつめていると、重大なことに気付い

た。若年者の原発事故による甲状腺がんの多発

に関しては、平常時のがん発症率が低いことを

考えれば確かに重要である。しかし、20才以上

の大人にとっても、原発事故時の甲状腺がん発

症は、絶対数、発症率共に極めて高い。日本の

国の関係機関や県当局などは、当然、このチェ

ルノヴイリの状況を参考としてみているはずで

ある。当然にも、原発事故に関する甲状腺検査

に際しては、若年者のみならず大人にも検査範

囲を拡げて適用するのが当然のことと思われ

る。しかし、「県民健康調査」

は当初より、若年者の甲状腺

検査だけを検査目標として作

り出された感がある。

つまり、チェルノヴイリ原

発事故に際して、若年者の甲

状腺がんの原因を、放射能被

曝として認めてしまったこと

を、福島原発事故においては

否定することを目的として、

しかも、全体的な検査として

の外見をつくろいながら行う

ために「県民健康調査」と形

式的普遍性を装いながら、若年者甲状腺検査だ

けを施行して、甲状腺がんの原因から放射能被

曝を除く結論を得るために、仕組まれたものと

考えざるを得ない。

（２）「県民健康調査」の機構的な抜本的改革

を目指して、県民のための行政的運用として、

全面的な健康管理、疾病監視、早期対応の機関

として再興させる。

（３）機関の運用として、機関の平等性、公開

性、結果の集計としての報告の公開、県民健康

調査委員会委員の多様性、検討機関の専門性、

公表性、多様性。

（４）国の原発事故に対する責任を認めた行為

として、財政的にも補償体制を確立すること。

この制度の調査対象者及び利用資格者は無料利

用の補償。

（５）県民の運動として、あらゆる層の働きか

けによって短期間につくり上げること。

（完）

福島原発事故を考える(６)
総括的考察の前提「県民健康調査」の経過と問題点（その５）

金沢市 川上 義孝(医師)

（資料３） 川上義孝さん
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前号では、福島県こそ事故の検証を、①現場事故の原因を②住民の健康影響③避難計画の実施をすべ

きと訴えてきた。ところが、ふり返ってみるとまたしても驚くべき事実が明らかになった。

それが（資料４）にある「＜線量

ネット＞福島県反対で導入見送り“

不安煽る”」の配信記事である。

それを発明したのは「放射線医学

総合研究所」（放医研）である。

考えてみて欲しい、原発事故によ

り放射能が流れた福島県はもとより

全国の住民は「喉から手が出るほど」

渇望するシステムである。特に、子

どもがいる世帯は尚更である。

「NIRS 住民線量評価システム」

に行動データを入力「月日・時間帯

・場所・建物」を入力すると、たち

どころに線量を集計するのだから

「優れもの」である。

2012 年 7 月 20 日・２時 30 分の

配信によると…。

関係者の証言は資料による５月

13 日（資料５）の通り県立医大で開

かれた「健康調査検討委員会準備会

・秘密会」（後日、秘密会として指弾を受

ける）医学研究者、内閣府、文科省、

厚生省、県保健福祉部幹部、県立医

大教授、山下慎一氏など 23 人が出

席。

「こんなシステムができただけで

も住民への心理的影響は大きい」「県

民の生活は落ち着いていない。時期

尚早だ」などと県幹部や県医師会幹

部がもう反発。ある出席者は「放医

研は『袋ただき』だった」とふり返

っていた。

福島県は“県民の味方”だと思っ

ていたが違うらしい…。

恐ろしい限りである。

福島県こそ“第一原発事故”の検証を ②
被ばく線量を推測できるシステムを「不安を煽る」と没に！

（資料４） ネットを通じて被ばく線量を推計できるシステムが没に…

（資料５）５月13日放医研は外部被曝集計システムを「２０日公開」と掲載！
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廃炉完了（更地にする）まで 40 年～ 50 年と言われる第一原発の現状と将来展望について、何回かに分

けて解説してみたい。

（資料６）は「廃炉・汚染水対策関係閣僚会議」（2017.9.26）の「東京

電力ホールデングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向け

た中長期ロードマップ（行程表）」である。

少し煩雑だが我慢していただきたい。

（資料７）廃炉作業の実施は、はじめての作業だから「技術的戦略」

が必要だと言う。そのためどう決めるのかである。

①総元締めは「政府」で「廃炉・汚染水対策関係閣僚会議」で決める。

②「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」(原子力損害の賠償の迅速かつ適切

な実施技術プランを練る官民一体の組織）廃炉の技術プランを練る。

③「東京電力」は着実な実施を計画し実践するとなっている。

④「原子力規制委員会」は計画の認可と監視を行う。

※ここで福島県は④において説明を受ける。しかし、会議に出ている

が「廃炉」に対する意見を述べること

はほとんどない。存在感がないのだ。

また「廃炉に関する国等の役割分担

を見ていると「先頭多くして船山に登

る！」に見えてくる。その例は「陸側

遮水壁」問題である。これらの問題は

いずれ克明に取り上げてみたい。

（資料８）は放射性廃棄物の山と化し

た第一原発である。敷地面積約 350 万

平方㍍、東京ﾄﾞｰﾑ 75 個分である。この

写真は 2016 年である。次を見て欲しい。

廃炉措置に向けたロードマップとは何か！ ①

放射性廃棄物の 山・山・山

（資料８） 敷地面積約 320 万平方㍍、東京ﾄﾞｰﾑ 75 個分が放射性廃棄物の山

（資料６）ロードマップの表紙

（資料７） 「船頭多くして船山に登る」感がする役割分担



- 6 -

（資料９）は東電が第 38 回交渉（2018.12.22）の中で出てきた資料である。

特に、注目すべきは第一原発増設予定地７～８号機（双葉町）の敷地をガレキ、伐採木一時保管棟に

しているいることである。（○印）

350 万平方㍍がまさに放射性物質の山・山・山である。

（資料９）で色分けしているので見てみたい

次回以降、この内容を解説したいと思

っている。デブリはもとより、使用済み

核燃料 13,137 体等は他の場所への運び出

しは全く決まっていない。

放射能汚染水の総量は 107 万トンであ

る。（2017.9.7 現在）１立方㍍の升に入れて

並べれば１千㌔を超える量が 350 万平方

㍍の敷地にあるのだ。中には「除染スラ

ッジ」がセシウム（Cs）137 で 50 京ﾍﾞｸﾚﾙ、

事故時放出量の約 30 倍である。ガレキ

発生量は約 40 万立方㍍である。これが 10

年後には約 77 万立方㍍と東電では予測

している。

空恐ろしくなる放射性廃棄物である。
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