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東京電力福島第一原発過酷事故を巡り強制起訴された３旧経営陣の裁判は「無罪判決」が言い渡され

た。この判決の一部始終を傍聴した立場から裁判の様子を伝えることとする。

午後１時 15 分、東京地裁で最も広い 104 号法

廷で起立した３被告に永

渕健一裁判長は、低くて

聞き取れないような声で

「被告人はいずれも無罪」

と告げた。

傍聴席からは「えー」

「うそだろー！」の怒声

とも落胆ともとれる声が

響いた。裁判長の「被告

人は着席して」の声に、

３人は安堵の様子を見せ

ながらも（資料１）の初

回の顔ぼうと大きな違い

を見せていた。37 回に

およぶ公判の年月と重圧

がそうさせたのだろう。

正面右側に座った被害

者遺族から「なんで！」

と萎える様子が裁判の過

酷さを見る思いだった。

２時間余りの判決理由

は右の「判決理由要旨」

にある通りである。

しかし、これを子細に

聞くと“先に無罪判決の

結論があって、その理由

を後から書き加えただけ

”の内容だったと思える。

その良い例を挙げると、長期評価が警告する津

波地震について東電は繰

り返し先延ばしをしてき

た経緯を全く取り上げて

いない。更に、日本海溝

沿いには福島原発の他に

東海原発、東北電力があ

る。この原発はそれぞれ

対策を取り入れ津波の被

害を免れている。それだ

けでなく東電はこの２つ

の会社に自らの会社と横

並びするよう再三圧力を

掛けていた。

判決後の記者会見で指

定弁護士の石田省三郎弁

護士は「国の原子力政策

に 忖 度 す る 判 断 だ っ

た！」と悔しさをにじま

せていた。

また、武藤類子告訴支

援団長は「原発事故によ

る避難者、被災者は何十

万人もいる。このような

結果になり誠に残念であ

る。このままでは“加害

者天国、被害者地獄”で

はないか！共に控訴して

闘い続けよう」と語っていた。その通りである。

東電３経営陣裁判

津波予見できず！ 全員無罪

（資料１） 2017年６月の初公判の３被告の様子

判決理由要旨

・主文～被告らはいずれも無罪

・争点～ 被告らによる津波来襲の予見可能性

があったかどうかである。結局、事故を回避

するのには「運転停止」しかなかった。

・運転停止の困難性～原子炉の運転を停止す

ることは、被告らの一存で容易に判断、指示、

実行できるものではない。手続き的に相当時

間と負担を伴うものであった。

・長期評価～ 15.7 ㍍の津波が来ることの長期

評価は合理的な疑問が残るものだった。

・予見可能性～土木グループなど、収集した

情報を秘匿するなど特殊事情が伴っていた。10

㍍盤を超える信頼性、具体性の根拠が伴って

いなかった。

・結論～自然現象を相手にする以上、正確な

知識や予測は困難である。従って、刑事責任

を負わせることはできない「業務上過失致死

障罪」成立の予見可能性は認定できず、よっ

て無罪の言い渡しをするものである。
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第一原発の放射性物質トリチウムを含む汚染水の処分方法を議論する経済産業省の多核種除去設備

等処理水の取扱に関する小委員会が８日開かれた。長期保管に向けた議論が本格的にはじまった。

議論の過程で「恒久的な保管は現実的でない」

としながらも、敷地拡張を含めた

新たなタンクの増設が可能かどう

かの検討に入った。

また、昨年８月、富岡町を会場

で開かれた公聴会において出席者

の要望が最も多かった「長期保管」

が始めて正式な議題として取り上

げられた。

東電は汚染水の１日当たりの発

生量を 170 ㌧とした場合、2022 年

夏頃まで 137 万㌧と満杯になる見

通しを示している。タンク増設に

ついては、今後、廃炉施設の保管

場所が必要であり困難である。大

型タンクの場合は破損した時、漏

洩量が莫大になる可能性があり困

難として“困難づくし”の判断の

み主張している。

委員の一人は「敷地を拡張する

のが一番理にかなって

いるのではないか！」

として、環境省が取得

した中間処分施設用地

の第一原発の隣接地を

活用すべきと提案して

いた。

更に、別の委員は「東

電が敷地全体の状況を

示す資料を提示しなか

った事はスペースに余

裕があることを隠して

いるという誤解を生む」

と苦言を呈していた。

東電は敷地利用の全体

像を示す考えを示した。

一方「長期保管についても処分すれば風評被害

は必ず起こる」として「処分方法

の絞り込みを急ぐべきだ」との反

対意見も出た。

この小委員会は、今後とも予断

を許さない議論が続く可能性が大

きいことを知らねばならない。

ところが、この議論が続けられ

ていた翌 10 日、原田義昭環境相

が「所管外であるが、海洋放出を

すべきだ。希釈する以外選択肢は

ない」と、こともあろうに記者会

見で述べた。（資料２）

その後、菅義偉官房長官が「個

人的な発言と承知している。現在、

処分方法を経済産業省小委員会で

検討を進めている」と打ち消す発

言をしている。小泉新大臣も同様

の発言をしている。

海洋放出に反対している県漁業

協同組合連合会の野崎会長

は「軽率な発言をして、冷

静な議論が阻害されかねな

いか心配している。大臣交

代前に言うのは余りにも無

責任だ」と抗議している。

前号 No212 で「トリチ

ウムは遺伝子を壊す危険な

物質！」と鋭く指摘してい

る。その良い例が米国にあ

った。（資料３）

トリチウムの危険性を熟

知しているからこそ、米

国では全身を覆う防護服

を身にまとい作業を行っ

ているのだ。

第一原発 トリチウム汚染水問題

「長期保管に向け」本格議論が始まる！

（資料3）米国、サウスカロライナ州サンバンナ・リバー

核工場でトリチウムを取り扱う施設で防護服を着る女性

（資料2）個人的発言だとして…
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11 日、県内１０脱原発諸団体による再開後 48 回目の東電交渉が行われた。今回は下の「申入書」を

交付すると共に前回の交渉の積み残し分などで行われた。

（諸団体）４月 15 日、第一原発の廃炉を監視す

る第 70 回特定原子力施設監視・評価検討会で出

された「カイゼン、コスト削減 10 分の１」問題

の説明をして欲しい。

（東電）とにかく無駄を省き品質改善を徹底させ

安全に廃炉作業を行うことにあることを理解して

欲しい。

（諸団体）廃炉作業にカイゼンが馴染むのか？今

後とも注視して行きたいと思う。

以下、２時間の交渉内容は紙面の都合から割愛

する。

第 48 回 東電交渉
1・2 号機排気筒解体、トリチウム汚染水汚染問題で申入書提出

（資料５） 申入書を読み上げる佐藤世話人

東京電力ホールデングス（株）代表取締役 小早川 智明様 2019 年 9 月 11 日

福島第一原発 1・２号機排気筒解体、トリチウムなどタンク貯蔵

汚染水の陸上保管、同第二原発の廃炉に関する申入書

東電第一原発過酷事故の責任を問われ「業務上過失致死罪」で強制起訴された勝又恒久、武藤栄、

武黒一郎ら旧経営陣３被告人に対する刑事裁判は、９月 19 日に東京地裁判決を迎える。同罪の法廷

刑上限の禁錮５年の求刑に、福島県民はじめ被害者・被災者は裁判が厳正な判決を下すことを願っ

ている。

第一原発は政府の「原子力緊急事態宣言」が解除されておらず中長期ロードマップに基づく各種

作業も緊急な課題となっている。

１．２排気筒の解体工事の延期については原子力規制委員会でも解体作業でのトラブル続発し懸

念や行程の見直しを求める意見も相次いでいる。放射性物質の飛散や作業員の被ばくを防止するめ

工事延期や原因と再発防止策を明らかにする必要がある。

トリチウムなど汚染水の保管については８日、経済産業省の多核種除去等処理水の小委員会で長

期保管の議論を開始している。その中で、敷地不足を理由にタンク保管の継続を求めることに難色

を示す貴社に、地元の生活を犠牲に廃炉をしようとする矛盾が出されていた。

一方、原田環境大臣の「海洋投棄以外に選択肢はない」の発言は軽率な発言で、福島県民と漁業

者から「無責任」との声が絶えない状況にある。

下記の通り申し入れるので速やかな回答を求めることとする。

記

１.1・2 号機排気筒解体は、工事延期の原因の本質解明と再発防止策の確立まで作業を中止すること。

２.トリチウム等タンク貯蔵汚染水は.海洋放出をやめ、陸上保管による恒久的対策を確立させること。

３.第二原発は、使用済み燃料の保管期間と安全対策、搬出先と搬出見通し、長期間の廃炉作業、期

間中の人材確保など、安全対策に基づいた廃炉ロードマップと工程管理を明らかにすること。

県内１０脱原発諸団体
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韓国政府は「日本政府は福島第一発電所敷地にたまった汚染水を海洋投棄しようとしている」として

批判、9 月 16 日の IAEA 総会（国際原子力機関）でも文美玉科学技術情報通信省次官がこの問題を取

り上げた。マスコミや日本政府は日韓の政治的応酬として取り上げているが、世界的に大量に放出され

ているトリチウム汚染水処分の在り方についての議論こそ必要だ。

（資料５）は世界中でたれ流されているトリチ

ウムのデータである。この膨大な量に驚きを禁じ

得ない。再処理施設は大事故レベルの排出量であ

る。不思議なことにトリチウムはセシウムなどの

放射能と違って人体への影響は心配ないレベルだ

という。その根拠はというとトリチウムが出す放

射線のエネルギーレベルが小さい（0.0186MeV）

ため飛距離が短く体細胞に影響を与えないという

ものだ。

トリチウム大量放出のもう一つの理由は、分離

抽出することが難しく、経済的に成り立たないた

めであるという。本末転倒の許し難い行為である。

矢ヶ崎琉球大学名誉教授は「［死せる水トリチ

ウム］三重水素の恐怖の正体とは？」のなかで水

素原子と三重水素＝トリチウムの違いからどのよ

うな仕組みでトリチウムが人間の染色体を傷つ

け、ガンなどの病気を発症させるのかを分かりや

すく説明している。

内部被ばくを小さく見せようとしている ICRP

や原発保有国政府、核関連事業体は科学的評価に

基づいた対策を直ちに実施すべきである。世界中

で稼働を続ける原発や再処理施設が日々「死せる

水」を大量に生産し世界の海に垂れ流しているの

だ。原発と人類は共存できない。

「死せる水トリチウム」を大量に作り出す原発と再処理施設
「韓国の発言」を契機に世界的な議論を！ 斉藤章一

（資料５） 地球環境は世界中の原発からたれ流される死の水トリチウムによって壊されつつある
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この日は、患者の母親他 3 名で古市三久県議（いわき選出）の案内で要望行動をした。あじさいの会

は、県担当部との懇談会や県民健康調査検討委員会の委員へ手紙を書くなどをしながら、当事者の声を

反映させていくべきと度々要望してきた経過をこの紙面でも取り上げて来た。検討委員会の運営に関し

ては、発足当時から様々な問題点が指摘されている。8 年たったいまも県民不在のままだ。患者に寄り

添った透明性の高い議論の場となるよう 8 項目にわたり要望し、特に内掘知事との面談を求めている。

以下原文を要約し全項目を掲載する。

福島県知事殿

「県民健康調査」検討委員会および

甲状腺検査評価部会の

公正な委員選出および運営に関する要望書

（前文省略）

記

１、検討委員会および評価部会の委員には有識者

だけでなく、小児・若年甲状腺がん患者または家

族ないし患者を代弁する県民を加えることを求め

ます。

２、検討委員会および評価部会の委員には、甲状

腺がんの執刀経験のある甲状腺外科の専門医をそ

れぞれ２人以上、選出することを求めます。

３、検討委員会および評価部会の委員は、東京電

力福島第一原子力発電所事故に伴う損害賠償裁判

等で、原発事故被災者と対立する立場にある国や

東京電力側の意見書に名前を連ねている専門家

（別紙）を除外するよう求めます。

４、検討委員会および評価部会の委員には、１８

０例を超える小児・若年甲状腺がん患者の執刀に

あたっている福島県立医科大学の鈴木眞一教授を

少なくとも年に１度は出席させ、「過剰診断」が

起きているかどうか、手術症例や臨床での状況に

ついて説明がなされるよう求めます。

５、検討委員会および評価部会は、強引な議事運

営をしないことを求めます。また、県民、患者に

わかりやすい進行を求めます。

６、検討委員会および評価部会設置要綱を改定し、

座長・部会長の任期は１期とするよう求めます。

県は、前任の座長および部会長をあらかじめ指名

することのないよう求めます。

７、検討委員会の運営要綱に従い、定例会は、年

４回（概ね５月、

８月、１１月、２

月）に開催するこ

とを求めます。

８、県民の知る権

利に応えるため、

検討委員会および

評価部会終了後の

記者会見は、時間

や質問方法を制限せず、時間をかけて丁寧に対応

することを求めます。

以上

なお、7 月に採択された報告書では、１巡目、

２巡目ともに、通常より数十倍多くの小児甲状腺

がんが福島県で見つかっています。

放射性物質による「被曝の影響とは認められな

い」のであれば、甲状腺検査による「過剰診断」

が原因だということになりますが、そうであれば、

県民健康調査の実施を指示した内堀知事（当時、

副知事）の、患者への責任は大変重いものと言わ

ざるを得ません。

この点について、内堀知事より直接、ご説明を

受けたく存じます。9 月議会閉会後、知事との面

談を求めます。原発事故または県民健康調査によ

って、がん手術を受けた若い患者にも目を向けて

いただきたく存じます。

2019 年 9 月 17 日

甲状腺がん支援グループあじさいの会

代 表 牛山元美

事務局長 千葉親子

甲状腺がん支援グループが福島県知事に要望書を提出！！

千葉親子

（資料６）要望書を手渡す千葉事務局長



- 6 -

左の（資料７）を見

て欲しい。

９月 12 日現在の

3.11 震災死亡者数で

ある。

それによる死者数

合計が 4,108 人と４千

人を超え、関連死も

2,278 人と死者数の半

分を超えた状況に

なっている。しか

も宮城、岩手両県は震災の翌年には１～２名ほど

で推移しているが、福島だけは今年１年間で 32

人となっている。

その大半は避難区域内の人物だという。

ちなみに南相馬市 516 人、富岡町 438 人、浪江

町 434 人になっている。このまま推移すればどれ

程の犠牲者が出るか計り知れないものがある。

（資料８）は、「健幸立県一歩ずつ！」と全首長

を集めて内堀知事と大平福島医大健康増進センタ

ー長が講演し「現状の把握が大切」と主張してい

る。しかし、言うこととやることが違い過ぎる。

「（福島県は、仮設住宅での孤独死の数も把握

していないと回答）」と新聞のトップで揶揄され

ているのだ。（注 1）深刻な事態である。

東電は 11 日、福島沖の魚介類の放射性物質濃

度を調べる独自のモニタリング検査で、５月に採

取したクロソイ（資料９）を詳しく調べたところ

、ストロンチウム 90 が過去最高値となる１㌔あ

たり 54 ﾍﾞｸﾚﾙが検出されたと発表した。

東電では一定の濃度のセシウムが検出された魚

について、ストロンチウムの検査をしている。

2012 年度以降、約 150 回の検査をしてきたが 10

ベクレルを超えたのは 2017 年１月に採取された

クロダイ（30 ﾍﾞｸﾚﾙ）以来である。

今回のクロイソは第二原発から沖合２㌔付近で

採取され、セシウムが 101.7 ﾍﾞｸﾚﾙだった。

今回の調査について東電は「第一原港湾内から

出た魚の可能性がある」としている。

ストロンチウム 90 は半減期が約 29 年で、骨に

長くとどまりやすくセシウムより毒性が強いとさ

れる。

内堀知事の言動を見ていると 80 ％との支持率

の傲慢さが見え隠れしている。

クロソイからストロンチウム

過去最高値を検出！

（資料７） 福島県震災者数

震災関連死 2,278人

１年間で32人が犠牲に！

（資料８） 危機感が全く伝わらない福島県幹部

（資料９） クロソイ

出典 文献
・（資料１）2017.8.1 朝日新聞 ・（資料２）福島民報 2019.9.11
・（資料３）DAYS・JAPAN・2018.8・「DNA に取り込まれ
るﾄﾘﾁｳﾑの影響」河田昌東氏
・（資料４））編集部・（資料５）経産省多核種除去等処理水
の取り扱いに関する小委員会配布資料・（資料６）編集部・
（資料７）福島民報 2019.9.13・（資料８）福島民報 2019.9.7
・（資料９）Google
・（注１）毎日新聞 2019.9.12・１頁「復興住宅で孤独死 200
人超」より

編集 後記
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