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２月 13 日「東電報道配付資料」で「２号機 原子炉格納容器内部調査 実施結果」を公表している。

それによると前回調査（資料１）と同じく、カメラと堆積物を持ち上げる指を持った棒状の 15 ㍍の

ケーブルを炉内に挿入した。そして（資料２）のように 50 ㌢四方の６カ所で直径８㌢、重さ２㌔の小

石状の構造物を持ち上げることが出来たという。（資料３）

前回調査では図で示す通り、デブリの有る場

所の直前で［50Sv（ｼｰﾍﾞﾙﾄ）/h］［530Sv/h］［20Sv/h］

という線量があったという。

この毎時 530Sv が計測された真下で最高の

［650Sv/h］が計測されている。それにしても凄

い線量である４ Sv で半数が即死する半数致死線

量（注１）と呼ばれる線量があるが、その 160 倍で

ある。

この線量は一部訂正されたが、ロボット操作

で格納容器内部の放射性物質が貫通部を通って

直撃する可能性もあり、非常に危険な作業であ

ることに変わりはない。

原子力規制委員会の田中俊一前委員長は「耳

かきで削り取るほどのサンプル採取はできるだ

ろうが、ガレキと混ざった膨大なデブリを取り

出せるわけがない」と語っている。（注２）

そのデブリ…総量は 1,000 ㌧を超えると言わ

れている。今回、触ったのは耳かき程度である。

第一原発２号機 デブリに接触

直径８㌢、重さ２㌔持ち上げ可能か？

（資料１） 昨年１月 26 日調査段階の図

（資料３）堆積物に接触中のケーブル先端の指 （資料２）今年２月13日のデブリ接触調査の図
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昨年 12 月 16 日の中間貯蔵施設と双葉町の視察後に上羽鳥のモニタリングポストに残されていた事故

直後から 3 月 13 日に至る空間線量データを検証した。双葉町民の凄まじい被ばく状況が見えてきた。

前号でも紹介した双葉町上羽鳥モニタリング

ポストは原発事故後も働き続けた 14 台の中の 1

台であった。同ポストは非常用発電機の燃料切

れで 2011 年 3 月 14 日の 13 時に停止するまでの

間、貴重なデータを記録していた。（福島県の HP か

ら参照可）

（資料５）を見てほしい。上の表は 3 月 1 日か

ら 14 日までの時系列データ（1 時間値）で最大値

は 12 日 14 時 40 分の 1,591,066nGy/h で、これを

マイクロシーベルトに変換すると（1 ／ 1,000 にする

ので）、約 1,591 μSｖ/h になる。1 時間で、年間

許容量 1 ｍSv の 1.6 倍の被ばくである。さらに

下の表 20 秒値のデータを見ると 14 時 40 分 40

秒になんと 4,610 μSv/h という驚くべき値を示していた。原発労働者は５ｍSv 以上の被ばくで「白血

病の労災認定」がされていることを考えればとんでもない値であることは明らかだ。

この高線量の原因は次ページ（資料６）の事故の経過をみると 12 日の 10 時 17 分に原子炉の内部圧力

上昇による爆発を避けるため住民の避難完了を待たずベント（注３）作業を開始。そのため原子炉にたま

った高濃度のセシウムやヨウ素などの気化

した放射能が大量に大気中に放出されたの

だ。このあとベントによって急激に冷却水

を失った原子炉は水素爆発、やがてメルト

ダウンと最悪のシナリオをたどる。

双葉町の住民は 3 月 12 日 AM.5 時 44 分

に政府が発出した 10 ｋｍ圏内の避難指示

を受け避難準備、7 時 40 分から内陸北西

部の川俣町に向けて避難を開始した。

しかしこの時点でも井戸川町長率いる町

の災害対策本部に東電や政府は正確な原発

事故の状況は伝えておらず、政府は「直ち

に健康に影響はない」などとあいまいな対

応に終始し、「子どもの 100ｍSv を超える

被ばく」まで発生させてしまったのである。

困難な避難行動
双葉町は 3 月 12 日 AM.8 時に川俣町へ

の避難を広報。住民約 2,200 名が出発し

た。川俣町までの距離は 55.8 ｋｍ（国道 114

号線経由）で通常だと 1 時間 30 分あれば充

被ばくが避けられない現実！
双葉町の避難とモニタリングデータが語る被ばく

斉藤章一

（資料４）上羽鳥モニタリングポスト 2018 年 12 月

（資料５）ポストは恐るべきデータを記録していた
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分に行ける場所なのだが実際には 5 ～ 6 時

間もかかっている。5 時間ほどで着いた先

頭部隊も 10 時 17 分のベントによる放射能

のプルームとともに川俣町に向かったので

ある。（資料 5 上表 10 時以降急上昇 14 時最大）

しかし、この日の午後になっても取り残

された人々がいた。町の福祉施設「ヘルス

ケア－」の利用者、双葉厚生病院の患者、

特別養護老人ホームの入所者たちである。

そのさなか 15 時 36 分には 1 号機が爆発、

避難誘導にあたっていた井戸川町長はじめ

施設職員、病院の関係者、警察官、自衛隊

員らは「ボタン雪のような放射性降下物」

が落ちてきて大量の被ばくをしたという。

（双葉町前町長井戸川克隆氏の原発損害賠償請求裁

判意見陳述書より）

驚くべき無責任！

国民の生命に責任を持て！

東電と国の事故対策は完璧であった‥ハ

ズだった…ただ事故さえ起きなければ‥･。

起きないはずの事故がおきたら、事故対

策の司令塔オフサイトセンターさえ全く機

能せず、防災計画のすべてが張子の虎だっ

たことが白日の下にさらされた。

様々な問題があるがその第一は、東電と

国が国民の生命をいかに大切にしていない

かである。世界最大級の大事故の後にもか

かわらず、住民の避難を自治体に丸投げし

ていることである。住民が事故時に安全に

避難し、避難住民を収容できる避難所を確

保できるかは原発再稼働の条件にすらなっ

ていないことは驚くべきことである。

双葉町の厚生病院の患者たちが事故から

2 年以内に 26 名（136 名中）も死亡した。

（資料７）は震災関連死者数である。岩手

の 467 名、宮城の 928 名に対して福島は

2,250 名である。いかに原発事故の苦難が人

々を苦しめていることか。

（資料８）は双葉町の避難経路である。

「SPEEDI」によって予測されていた放射能

拡散予想さえ知らされずに 3 月 12 日に川俣

町、3 月 19 日にはさいたま市、3 月 30 日加

須市、その 2 年後の平成 25 年 6 月 17 日に

いわき市である。この間の避難民の流浪の

日々を思うと胸がつまる。 井戸川氏は住

民の命の尊厳を求めて東電と国を相手に裁

判闘争中である。

（資料７）福島県の死者数は 2250 名、東電と国はこの犠牲を見よ

（資料６）3 月 12 日 10 時 17 分 1 号機のドライベントは開始された

（資料８）５６０ km ３年に及ぶ双葉町の避難者がたどった足跡
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1 月 21 日の東京新聞の見出しに衝撃を受けた。情報開示により放射線医学総合研究所（放医研）の

文書から分かった。少女は爆発のあった時、双葉町で友だちと外で遊んでいたと話していたという。（少

女は GM サーベイメーターを使用）

政府の原子力災害現地対策本部は 2011 年 3 月

下旬 Nal サーベイメーターを用いて 15 歳以下の

子どもの被ばく線量を測定し、すべて 100 ミリシ

ーベルト基準を下回ったと発表した。調べたのは、

原発の 30 キロ圏外 1,080 人のみで、事故当時、

双葉町の少女たちは、この測定の対象から外れて

いた可能性が高いと見ざるを得ない。

「避難者は測らなくていい」逃げ遅れ無しと判

断したか、「放射線量が増加し始めた頃には避難

が完了したため、避難者は調査せず」と記されて

いる事がわかった（東京新聞）。甲状腺被ばく測

定は 30 キロ圏が対象外とされた。しかし避難途

上にあった避難指示区域住民はプルームの流れと

同じ方向に移動していた。

チェルノブイリ事故で唯一健康被害として認め

たのが小児甲状線がんだ。昨年 12 月 27 日の第３

３回県民健康調査で、「甲状線がん又は疑い」と

診断された人は、２０７（内良性１名）人と公表

された。小児甲状線がんは１００万人に１人～２

人といわれている。福島県の発症は２０～５０倍

になっていると言われている。

福島県を４つ（浜・中・会津・避難区域）の地

域差で見れば、その差は明らかで、プルーム（放

射能雲）の流れに沿ってがん発症が現れてきてい

るのではないか。被災者は低線量被ばくのただ中

に置かれ、晩発障害の不安を隠せない。

放医研のコメントには怒りが治まらない。「こ

の値は対策会議で出た情報を基にその場で簡易的

に算出したもの。精密に検討しておらず、公表し

ていない」（東京新聞）というのだ。県の対策委

員会が 2011 年 3 月 13 日すべての避難所で放射線

量の測定をすると決めたのは何のためだったの

か、高線量を確認しながら、調査を怠ったのは、

被害の実態を知られたくない、知らされないとし

た、隠蔽そのものの体質では無いか！

初期被ばく線量の正確なデーターも明らかにな

らない中、「放射能の影響とは考えにくい」と、

国、県は説明を繰り返してきた。原発事故から満 8

年を目前に、原発事故は甲状線がんや被ばくばか

りでなく様々な局面で真実追求の数々がゆがめら

れてきたことが明るみに出てきている。当時の新

聞で見た測定の光景に悲しい記憶がある。今回の

新聞記事を見たとき「この子たちは、今元気にし

ていてくれるだろうか」と願わずにはいられなか

った。（こっそり、こっそり、バレなければ分からな

いは許されない。）目が離せない問題だ。

11歳少女100ミリシーベルトの被ばく
その時少女は友達と外で遊んでいた・・・ 千葉親子

（資料10）サーベイメータで被ばく線量検査を受ける

（資料９）100ミリシーベルトの被ばくが明らかに
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常磐道浪江―南相馬

間で四車線化工事の盛

土（資料 11 ）に利用する

計画（住民らは事実上の

最終処分と反発）。高線量

の飯舘村長泥地区では

実証実験が浮上し 2018

年 12 月から園芸作物の

栽培。セシウムの移行

調べをしている。除染

された土壌を農地に転

用する。

二本松市では市道の

盛土工事に使う実証実

験（住民の反対で頓挫中）

那須市で、テニスコート

跡地で汚染土を埋め戻す

実証実験が予定されてい

るなど様々な計画が浮上

している。

2011 年 3 月 11 日の東

京電力福島第一原発事故

が起き、放射能で広大な

大地が汚染された。除染

のため地面を剥ぎ取った

土はフレコンバックに詰

められ帰還困難区域の大

熊町と双葉町の半分を占

める南北約 8 キロ、１,600

ヘクタールに及ぶ広大な

「中間貯蔵施設」に集め

られている。除染土は

2,200 万立方メートル、東

京ドーム 18 杯分に及ぶと

いわれている。

中間貯蔵施設に 30 年間

保管され 30 年後には最終

処分場へ移すとの説明だ。

30 年後の行き場所はある

のか。放射性廃棄物とし

て扱う必要がなくなる自

然減衰には、170 年かか

るといわれている。

これを国は持て余し「最

終処分の低減化を図る」

という名目で環境省が、

8,000 ベクレル以下の土

は、道路建設の盛土や防

波堤の嵩上げなど公園や

農地等の公共事業に使い、

5,000 ベクレル以下であれ

ば「再生資材」と言い換

えて埋め戻すなど農業用

土にして全国的に再利用

する事を計画している。

原発事故前の放射性廃

棄物の再利用の基準は、

１キロ当たり 100 ベクレ

ルだ。取り除いた汚染土

が、全国に拡散される事

になりかねない。環境汚

染をしたものを公共事業

に使うのは筋違いだ。

かつて、住民に甚大な

健康被害と環境破壊を引

きおこした、足尾鉱毒事

件（資料 12）や４大公害

の水俣病の汚染土の扱い

は、今まさに、福島県で

行なわれて来ている除染

土再利用計画である。国

策の名の下に歴史事実を

学ばず、公害事件を繰り

返してはならないし、既

成事実を積み上げて、な

し崩し的に何でもありの

放射能被害の後始末をし

てはならない。

放射能バラ撒き構想！！
除染土再利用計画とは 千葉親子

（資料12）渡良瀬遊水地、赤い点谷中村が沈んだ

（資料11）許せない！閉じ込めるはずが拡散へ

足尾鉱毒事件により谷中村は、毒水を溜め

る調節池（渡良瀬遊水地）の建設で水に沈め

られた。足尾の山には今も廃鉱石が野積みに

している堆積場がある。東日本大震災の時地

滑りが起き有害物質が渡良瀬川に流入、基準

値が倍に上がった。放射性物質と同じく「目

に見えない毒」に今も脅かされている。

真の文明は 山を荒らさず 川を荒らさず

村を破らず 人を殺さざるべし 田中正造
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2017 年 6 月 30 日、第１回「東電旧経営陣裁判」が開かれた。公判は 36 回行われ３人に「禁固５年」

の求刑が告げられた。今回は裁判のハイライトととも言うべき“争点”を伝えたい。

2002年（H14）７月31日、地震本部は「三陸沖から房

総沖にかけての地震活動の長期評価について」（資料13

）を発表した。特に（資料14）にあるように赤線の日

本海溝沿いの「三陸沖北部から房総沖の評価対象領域」

が明確に示されている。更に（資料15）には「○」で「震

源域」、▲印のこれまで発生した「主な地震」の年月ま

で赤数字で書かれている。

この、長期評価は、様々な専門分野の、多くの一線

級地震学者が海溝型分科会や長期評価部会で議論を重

ねた末の結論で、政府の見解として、一般の地震防災

に活用してもらう目的で公表したものである。「超危険

な原子力扱う事業者」にとっては絶対に無視してはな

らないものだったのだ。

東電も 2007 年中越沖地震の発生後ようやく重い腰を

上げた。津波の想定を計算させたのは「東電設計」と

言う子会社だ。この会社が 2008 年３月に「15.7 ㍍」と

いう驚くべき数字を算出した。原子炉建屋が立つ 10 ㍍

盤上に 10 ㍍の防潮堤を造る計画であった。

この対策に関わった社員が次々と証言した。

ところが 2008 年７月 31 日、御前会議（勝又被告が出る

会議）で武藤被告が「研究しよう…土木学会に検討させ

よう！」の言葉で対策の繰り延べ「ちゃぶ台返し」が

行われた。これ以降何もせずに、第一原発を自らが試

算したとおり１５ｍの津波が襲ったのである。

「編集後記」

「第一原発 40 年間の軌跡を辿る」第６回を掲載予定

でしたが課題が多く、今回はお休みさせて頂きます。

東電旧経営陣 裁判の争点は…！

（資料14）三陸沖北部から房総沖の評価対象領域

（資料13）平成14年7月31日 地震調査研究推進本部 発出

（資料15） 三陸沖から房総沖にかけての主な震源域
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