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東電福島第一原発事故の旧３経営陣の責任を問う、第４回公判が２月 28 日東京地裁で開かれた。争

点となっている東電子会社「東電設計」社員の久保賀也氏が出廷し５時間以上にわたって証言した。

事故の３年前の 2008 年、第一原発の津波の想

定をまとめた同氏

は、その部門の責

任者だった。

検察官役の指定

弁護士の質問に対

し「高さ 15.㍍の津

波が押し寄せる可

能性があるという

想定を東電に報告

した」ことを証言。

その際、東電担

当者から「計算の

条件を変えたり津

波の動き方を変え

たりすることで津

波を小さくできな

いか？」などの検

討を依頼されたこ

とも明らかにした。

その後、東電か

ら「原子炉建屋な

どがある場所を囲

むような壁を設置

したと仮定して、

津波の高さを評価して欲しい」という依頼があり

改めて計算を行ったと言う。

その結果、東電に報告した資料には「原発の敷

地を俯瞰した（高い所から見下ろし眺める）ＣＧ画像
ふ か ん

の中に、壁にぶつ

かった津波が最大

で 19.9 ㍍の高さま

で跳ね上がる」こ

とが分かったと言

う。

しかし、この画

像を東電に提出し

たところ、東電か

らは「他の場所に

防波堤を建設する

案なども検討す

る」と連絡があっ

たが、その後、特

段の指示はなかっ

た。同氏は津波の

試算結果を報告し

た１ヶ月後「海抜

10 ㍍の敷地上に高

さ 10 ㍍の壁を設置

すれば原子炉建屋

などの浸水を防ぐ

ことが出来る」と

するシミュレーシ

ョン結果を報告したと証言した。

この証言を聞いても旧経営陣の被告は「津波は

想定できなかった」と言うのだろうか？

「津波想定を小さくできないか！」と東電が依頼

東電子会社社員が証言！

（資料１） 第４回公判もいっぱいになった法廷

（資料２）３旧経営陣の前で証言する東電設計社員の久保賀也氏
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―国際的権威に依拠した〈小児甲状腺がんの原因＝放射線被ばく〉を否定する主張の問題―

１．はじめに

2017 年(平成 29 年)9 月 1 日付けで〈日本学術会

議・臨床医学委員会〉から「子どもの放射線被ばく

の影響と今後の課題」と題する報告書が公表された。

日本の学術部門を統括する日本学術会議である。何

事かと冊子のページを開い

た。“福島原発事故以来、福

島県内に多発する小児甲状

腺がんは、原発事故による

放射線被ばくが原因ではな

く、大規模かつ精密な甲状

腺検査による「スクリーニ

ング効果」と「過剰診断」

によるものに思われる“と

いう主張をまとめたもので

ある。現在も検査が続いており、論争もつづいてい

る福島県「県民健康調査」検討委員会の主張がその

まま展開されている。改めて確かめると、当委員会

の副委員長を山下俊一氏（長崎大理事、副学長）（現

在は学長特別補佐）が務めている。…“成る程”と

納得する。

「県民健康調査」検討委員会をめぐる山下氏の動

きの素早さには、感心しながらも、医学・学問の協

同作業における権威主義的な空気を感じ危惧をいだ

いてきた。これまでの山下氏の動きをみると福島県

医師会、福島県と県下の市町村、そして、国の諸々

の行政機関などに精力的な働きかけをしてきてい

る。そして、一連の動きの仕上げででもあるかのよ

うに「学術会議」に働きかけ、＜小児甲状腺がんの

多発の原因は、大規模検査による「スクリーニング

効果」＞という信念を＜報告＞として結実させたも

のといえるだろう。

山下氏らにとって、これら一連の行動は、日本の

原子力発電の今後への継続と推進にとって、重要な

意義をもつものと考えてのものであろう。

つまり、将来、これからも原発運転中の大事故を

引き起こす危険は、充分に危惧されるが、今回の『グ

レード：７』に及ぶ程の大事故であっても、“放射

線被ばくによる重篤な被害の恐れはないということ

が実証された”ということになり、日本の行政権力

や大企業に確かな展望を与えたと自負できるものと

いうことだろう。

山下氏らにとって重要な意義

と成果をもつと考えられる「日

本学術会議」報告の論述の仕方

には、際立った特徴がある。

それは、福島原発事故に伴う

放射線被ばくに関する重要な見

解は、すべて、ＵＮＳＣＥＡＲ

あるいはＩＣＲＰなどの国際機

関を権威として引き出し、そ

こで述べられているものを＜

基準＞として、無批判且つ“錦の御旗”的にとり入

れて、自らの主張の正当性の根拠とする。そして、

異る見解に対しては、かかる＜基準からのずれ＞を

指摘して退ける、というやり方である。

次に、「日本学術会議」報告で採用している参考

文献についてである。まず、自分の主張と対立する

主張の双方に、学問的な公平性が保たれるように文

献の採用はなされるべきであろう。著しく偏った採

用の仕方は、意に反して自らの論文の評価を下げて

しまうことになりかねない。

あるがままに混沌として現象する現実を科学的

に、そして、認識の世界に明らかにして行く道筋は、

己の実証的データの積み重ねと懐疑的な思索をテコ

として謙虚に批判的な論争をつづけて行くしかな

い。実証の頬かぶりをしたスペキュレーションに陥

らないような注意が要求される。

そして、権威主義的な振舞、あるいは、権威主義的

な排除とは、対極をなすものであろうと考える。

次回、「日本学術会議」報告とＵＮＳＣＥＡＲに対

する若干の検討を行う。

つづく

＜注＞ＵＮＳＣＥＡＲ…原子放射線の影響に関する国連科学委員会

福島原発事故を考える(７)

日本学術会議<報告>を批判する （その１）

金沢市 川上 義孝(医師)

（資料３） 日本学術会議



- 3 -

3 月 5 日第 30 回「県民健康調査」検討委員会が開催された。甲状線がんのデータ（事実・資料）を

巡っては、経過観察に移行した患者の人数が集計から外され、また、３巡目から市町村別の穿刺細胞診

結果が公表されなくなった。４巡目で、学校検診の見直しなどさせられたら、データ解析は更に難しく

なる。

検討委員会は、「過剰診断、過剰診療、集団検

診のデメリット、早期発見にメリットはない」な

どの議論に終始し患者不在の状況が続いている。

富田委員は「過剰診療で、手術しなくても良い

甲状腺をとっていたら、傷害罪になる、過剰診断

・過剰診療論は検査縮

小をするための根拠づ

くりに使われているの

ではないか」と、議論

の矛盾を指摘した。

一方、集団検診のデ

メリットを強調する高

野委員は５月から始ま

る４巡目の学校検診を

止めさせるべく発言

し、子どもの人権問題

を持ち出し県の責任問

題まで言及した。

星座長は「４巡目を

止めると言う事はでき

ないが途中からでも」と大事な事が確認されない

ままだ。何処で決まったかと問われれば、星座長

は「私はそのように理解していました」と結論に

導く曖昧な進め方は要注意だ。

学校検診の見直しについても、県の委託事業で

ある県民健康調査で、県の担当部は、甲状腺評価

部会で議論をして欲しいと答え、県の自主性・主

体性は見られない。いま再発転移に苦しむ子ども

たちを知るものにとって、緑川教授の「早期発見

のメリットは無い」との主張や、「８年目に進行

は止まる」とする説明は（わずか６ヶ月１１０数

名のデータで、結論ありきの論文と聞くが・・・）

素人の私でさえも疑問に思う。

更に「過剰診断」が問題視されているなか、４

巡目の「検査実施計画」の目的のひとつ「甲状腺

の状態を継続して確認する」という、文言が削除

されている事がわかった。検討委員会委員に、一

切の説明もなく変えられていた。いま国会を騒が

し国民の怒りの抗議の真っ只中にある「森友文書

改ざん問題」を思わ

せる出来事だ。大津

留部門長は、「医大

の放射線医学県民健

康センターの甲状腺

専門委員会等で認め

てもらった」と説明

した。

二つある目的のひ

とつがすっぽり削除

された真意は明らか

にはならなかった。

この問題を 3 月

12 日の福島県議会福

祉公安委員会の中で

古市三久県議会議員（いわき選出）が、県民健康

調査のあり方、甲状線がん検査や甲状腺がんのデ

ータについて当局に質した。この調査は、県が医

大に委託している事業である。目的が書き換えら

れていたことに対して、「何のための検査か、確

信的に削除したのではないか、子どもたちを軽視

することである」と指摘し質した。県民健康管理

課長は「目的は元に戻すか、近い形に持っていく

事も含め医大と協議する」と検査の目的を戻す考

えを示した。

甲状腺問題が原発事故責任問題のすべての突破

口になるのでは無いかとの見方のあるなか、検討

委員会や評価部会の動きを注視し、常に問題チェ

ックが出来るよう機能を高めていかなくてはなら

ない。

事実を知らせないやり方に

甲状線がんの不都合な真実を見る
千葉 親子

（資料４） 甲状腺がん治療の中心 福島医大
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2011 年３月 11 日 14 時 46 分以降、第一原発は“最大の危機”を迎えていたといっても過言ではなか

った。その顛末はこうである。

以下、重要部分のみ列記する。

・3 月 14 日 8 時 40 分 35 秒

・１Ｆ広報班～（略）「福島県から９時より関係

部長会議を開きプレスを行うとの連絡あり。

・3 月 14 日 11 時 01 分 45 秒

・１Ｆ吉田所長 本店、本店、大変、大変です。

３号機、多分水蒸気だと、爆発が今起こりました。

（水素爆発を水蒸気と誤って言ったのでは）

・３月14日 13時19分23秒

（資料 ）重要部分である。

・本店広報班『（略）県知事から…「これから天

候が崩れる予想だが、いま北西の風が吹いており、

観測された放射線から健康に被害が出る心配はな

い」という文言を入れたい…』

・3 月 14 日 昼過ぎ（注１）

・３号機北側１時間あたり 300mSv 放射線計測

（資料６）のように３号機の水素爆発に加え、こ

の時点まで３度のベント、メルトダウン、使用済

み燃料プール温度上昇など第一原発のみならず東

日本全体が“最大の危機”を迎えていた。その後

も第一原発を起点に北西方向に“舌なめずり”す

るように高濃度の汚染が広がっている。

行政とは県民のいのちを守ることを使命として

いるはずである。なんのために虚偽の報道を要請

したのか？検証は不可欠である。

福島県こそ“第一原発事故”の検証を･･･③
“ねつ造”で守ろうとしたのは何だったのか？

（資料５）テレビ会議の内容は驚くべきものだった

（資料６）３号機の水素爆発と福島県の汚染地図

「東電テレビ会議４９

時間の記録」とは！

・東電が隠し続けたテレ

ビ会議録・2011 年３月 12

日 22 時 59 分～３月 15 日

０時６分（約 49 時間の記

録）・福島第一原発・同

第２・柏崎刈羽原発・オ

フサイトセンター・本店

を TV 電話で結んでいた。
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2017 年に「居住制限区域」は解除された。今年２月、富岡町の除染の現状を環境省（福島地方環境事務

所）の下請け関連企業から所有者の石丸に送付されてきた。その現状を伝えたい。

表題は「富岡町における本格除染実施後の事後モ

ニタリング調査結果について」というものだった。

報告の見方は主だったところはこうなっている。

◇地図上の数字は測定地点

◇測定値は、地表から 100 ㎝の高さの空間線量率（μ Sv

／ h）

◇「低減率％」は（除染前－今回測定値）÷除染前測定

値× 100 である。

（資料７）の石丸宅の測定地点は 14 地点あり、赤線

数字部分が除染対象区域である。そこからはずれた

部分は庭で頻繁に立ち入る部分でありながら除染対

象にはならない。

（資料８）の赤枠の部分を見て欲しい。測定番号１

は 0.63 から同 14 は 1.22 とある。更に、除染前数値

と除染後の数値、それに低減率（％）１回目と２回目

を見ると 10 番は 81.9 と 85.0 でもっとも除染効果が

あった地点である。ここは雨だれの落ちる地点で集

中的に除染出来る場所だからであろう。

いずれにしても除染計画の判断基準となっている

年１㍉ Sv（0.23 μ Sv ／ h は屋外に８時間、屋内 16 時間滞在する生活を仮定したもの）

はクリアーされていない。除染対象外となっている庭の×の測定線量は

去年６月で 5.65 μ Sv ／ h であった。

道路一本挟んだ向こう側は「帰還困難区域」である。ここに帰還する人

は少ないであろう！

（※ 母屋は解体し「双葉地方原発反対同盟」の事務所としていた建物のみ残っている）

（資料７）石丸宅の敷地と測定地点

７年目 富岡町「帰還困難区域」近傍の線量は！

（資料８） 石丸宅敷地の放射線測量記録〈地表〉

（資料９）除染完了の新聞
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ここでロードマップ（工程表）の中身を紹介したいところであるが煩雑を防ぐため最後に廻し、今回

は汚染水を増やさない対策を見てみたい。（平面図）

まず左下に「上部透水層」「下部透水層」と言う２つの地下水の流れがある。1 ～ 4 号機建屋に 400 ﾄ

ﾝ／日流れ込むので、これを防止する対策が９つの対策である。

「汚染源を取り除く」 ①アルプス７ヶ系統による汚染水の浄化 ②トレンチ（配管等が敷設されたト

ンネル）の除染である。

「汚染源に水を近づけない」 ③建屋に入る前にくみ上げる井戸で今年２月だけで２回 3,634 ﾄﾝ放出

している ④２つの井戸だが実際は 41 本。事故前は建屋やタービン建屋の浮き上がり防止のため１千

ﾄﾝ以上／日くみ上げていた。今はデブリ触れているから汚染水そのものである ⑤ たびたび取り上げ

ている。「陸側遮水壁」である ⑥雨水の地下浸透

を防ぐため敷設したアスファルト舗装である。

「汚染水を漏らさない」 ⑦タンク増設で溶接

型に変更 ⑧水ガラスによる地盤改良（海側エリア

の護岸で海洋流出を抑制） ⑨「海側遮水壁」鋼管矢

板 594 本全長約 780m の壁で汚染水の海への流出

を防ぐものである。以上９つの対策も効果は上が

っていない。

☆ 脱原発情報 No195 号はこちらからダウンロードできます ☆

https://blog.goo.ne.jp/hangenpatu546

廃炉措置に向けたロードマップとは何か！ ③

汚染水増加！決め手なしであせり生む現場

（資料10） この９のつの地下水対策であるが７年経っても遅々として進んでいない
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