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第一原発のｱﾙﾌﾟｽ処理済み汚染水（ﾄﾘﾁｳﾑ他９核種）を巡り処分を検討する経済産業省小委員会の会議

（資料１）が 11 月 18 日、都内で開催された。その模様を伝えたい。

結論から先にいえば通産省・資源エネ庁の事務

局は海など環境への放出

を急ぎたい姿勢を明確に

した事である。

現時点でタンクに保管

する汚染水は 117 万㌧・

約 860 兆ﾍﾞｸﾚﾙと発表し

た。これを１年間、海か

大気に放出処分した場合、

人への放射線の影響は「十

分に小さい」と強調する

ものだった。

しかし、出席した専門

家からは「試算の方法が

分かりにくい！」などの

指摘が相次ぎ議論は深ま

らなかった。

ところが同事務局は「時

間をかけるつもりはない」

と議論が終盤を迎えてい

ることをうかがわせる発

言をしていた。

冗談ではない！

この汚染水を生み出し

有効な対策を取らなけれ

ば大変なことになること

を知りながら重ねた“不

作為”の数々の責任は東電

と国にあることを自覚しなければならない。

それを福島県民や国民に負わせることなどとん

でもないことである。

（資料２）を見て欲し

い。2013年３月から政

府と東電が始めた「地

下水の流れとそれに対

する対策」として「汚

染水を取り除く…近づ

けない…漏らさない…

の９つの対策」である。

特に、同対策の“切

り札”とも言える陸側

遮水壁(約350億円・電気代

年/10億円・すべて税金）が

ことこどく失敗し、汚

染水を生み出し続けた

事である。その証明が

（資料３）である。

10 月の記録的大雨で

陸側遮水壁に流入した

雨水と地下水は 5,600 ﾄ

ﾝ、タンク４基分に相当

する量が流れ込んだの

だ。その結果、東電の

計画「2022 年頃 137 万

㌧で満杯になる」が早

まった事である。

東電と国は「陸上長

期保管」しか道はないことを知るべきである。

東電と国は汚染水の保管は

陸上の道しかないことを知れ！

（資料１） 汚染水処理を議論する政府小委員会

（資料３） 大雨の影響で汚染水5,600ﾄﾝ増加

（資料２） 地下水雨水を防ぐ９つの対策 鳥瞰図



- 2 -

10 月 30 日、県内脱原発諸団体による東電交渉が行われた。今回は 9 月 11 日に申し入れた（資料４）

の回答に対する質疑応答が約２時間行われた。今回は台風・大雨で「平送電所」が浸水し、使えなくな

ったことから、いわき市「平 26 集会所」で行うこととなった、今後の会場は同集会所になるであろう。

（資料４）

（東電）「申入書・１」に対する回答として。

・１～２号機排気筒解体における機器の不具合に

ついては、都度、対策をこうじながら工事を進め

ている。今後ともそのように進めてまいりたい。

（諸団体）前回、排気筒の空間線量の説明を求め

たが、それを説明して欲しい。

（東電）地上 60 ㍍の投身外側５～６㍍離れた地

点で 0.3mSv/h（㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ／毎時）立ち入り禁止

となっている地点基部（根本）で 0.2mSv である。

（諸団体）基部で 2,000mSv/h と、命に関わる高

い線量だと聞いているがどうか？

（東電）今、資料がないので次回、回答したい。

（諸団体）施行業者エイブルとの直接契約の理由

は何か？

（東電）解体を募集して提案に実効性があると判

断した。提案は複数あった。エイブルとの人的交

流はない。

（諸団体）不具合・故障など工事は“満身創痍”

で遅れに遅れている。作業関係者の間では「カイ

ゼン 10 の 1」の関係で価格安くゼネコンは入札

せずエイブルだけが残ったの噂があるが？

（東電）そのような話は聞いていない。

（諸団体）先日 27 日には「落下防止金具」が落

下するという珍しい事故が発生している。

（東電）第 4 ブロックの解体中に発生し切断する

電線管が落下する可能性があるため、落下防止の

作業を行っていたところ、それを落とした。落下

防止の金具の取り付け方を見直し再開する。11

月上旬には解体完了の予定である。

（諸団体）排気筒の設計図があるのか？

（東電）事務本館にあったはずである。地震の関

係で持ち出していないので電子化の作業を現在行

っている。

（諸団体）東電の予定では 2019 年度に 60 ㍍まで

解体するというが大丈夫か？５月始まる予定がク

レーンの仕様確認を怠り、管理を担う東電に問題

があった。とにかく人身事故のないようにして万

全の体制を作って欲しい。

（東電）「申入書・２」に対する回答として。

・多核種除去設備処理水を含む処理水の扱いにつ

いては、国の小委員会での議論、その後の地元を

はじめとした関係者のご理解・調整を踏まえ、国

からの大きな方向性が示されると認識している。

当社としては、それを踏まえ、丁寧なプロセスを

踏みながら、適切に対応してまいりたい。

・また、処理水はタンク貯蔵し、しっかりと管理

すると共に、処理水の正常な量や情報など、引

第 50 回 東電交渉

トリチウム汚染水問題の不作為の責任は東電と国にある！

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

(前文は省略) 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。
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き続き、国内外に丁寧に発信してまいりたい。

・2020 年夏頃には現在計画しているタンクが満

水になる可能性があるため、発電所の敷地などの

有効活用するか、タンクだけでなく、使用済み燃

料及び燃料デブリの一次保管設備などを含めて、

敷地全体の活用を検討をしてまいりたい。

（諸団体）海洋放出でも、その他の対策でも、い

ずれにしても二次対策（再処理）するとしている

が間違いないか?

（東電）海洋放出する場合間違いなくそうする。

（諸団体）主要７核種の他カーボン 14、テクニチウム 99

が有意に検出さたタンクの検査の時間はどの程度

かかるのか？

（東電）１タンク当たり２～３週間かかる。

（諸団体）６月末で汚染水は 101 万㌧は告示濃度

（1,500 ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑）以上のもの１～２万倍が 78.1 万ﾄﾝ、

全体の 80 ％ではないか？

（東電）弊社の情報サイトの通りである。

（諸団体）台風 19 号などの降雨では建屋内滞留

水はどうなったのか？

（東電）19 号で 3,000 ﾄﾝ、その後の大雨で 2,600

ﾄﾝ増え合計で 5,600 ﾄﾝである。

（諸団体）管理水位を逸脱したのか？

（東電）建屋内滞留水はサブドレンとの水位差が

基準の 40 ㎝を下回って 20.5 ㎝となり運転制限値

を逸脱した。

（諸団体）2020 年度の汚染水の内訳を教えて欲

しい。

（東電）今、資料がないので次回に回答したい。

（諸団体）10 万ﾄﾝの大型タンクにリプレースす

る場合はどの程度かかるのか？

（東電）タンク建設に４年、検査に１年。大きく

しても貯蔵量は変わらない。破断リスクを考える

と、それは増設は出来ないと判断している。

（諸団体）敷地利用は、見通しのない燃料魂デブ

リを後回しにして「中間処理施設」などを含めて

膨大な敷地があるのだから貯蔵タンクの増設をす

べきではないか？もう一度、上部に挙げて検討す

るように求めて欲しい。

（東電）次回、回答をしたい。

（諸団体）タンク汚染水は環境放出しない方向で

検討して欲しい。

（東電）この問題は何度も国の決定に従いたいと

いう話をしている。

（諸団体）トリチウムは放射性物質で皮膚から取

り込まれるとハッキリ書かれてある。更に、これ

を扱う核施設ではエアラインスーツや全面マスク

で作業をすることになっている。これを海洋に放

出するなどとんでもない事だ。何を考えているの

か？事故を起こした東電の責任として海洋放出は

しないと約束して欲しい！上部にもそれを改めて

伝えて欲しい！

（東電）上司に伝えたい。（渋々の様子が見て取れ、

厳しく指摘された）

（諸団体）改めて聞くが「陸側遮水壁」の設計目

標は「建屋流入量ゼロ」であったはずだ！

（東電）回答なし。

（諸団体）地下水を遮る「陸側遮水壁」は失敗作

である。乾期においても 150 ﾄﾝ程度の地下水が入

り汚染水に変化している。大雨の時は 2,000 ﾄﾝ以

上汚染水が出てタンクに入れている。

「ｱﾙﾌﾟｽ多核種除去設備汚染水処理」問題もハ

ッキリ言って破綻している。第 72 回・特定原子

力施設監視・評価検討会の中で次のようなやりと

りが行われている。62 核種の詳細分析の結果、

主要７核種の他カーボン 14、テクニチウム 99 が有意

に検出さた。原因は吸着剤の性能低下である。更

に、測定人物、人材が枯渇し、JAEA に応援を頼

んでも有効な対策が出来なくなっているのでは…

これはすべてダメになっている兆候ではないか？

この不作為の原因はすべて東電と国にある。この

結果、発生したトリチウム等の汚染水を福島県県

民や国民に押しつけるのは決して容認できない。

あくまでも反対する！これを上部に伝えて欲し

い！

（東電）回答なし。

（東電）「申入書・３」に対する回答として。

・時間がなく次回回答したい。

（諸団体）第一原発の防潮堤の費用を公開された

い。

（東電）契約に関わるとは非公開である。

・次回は 12 月 23 日（月）13 時 平 26 区集会所
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経済産業省の小委員会で東電は、海洋放出などで処分する場合の年間処分量の試算を示した。先の公

聴会で出された多くの意見は海洋放出を懸念するものであった。地球上の生命は水に依存している。そ

の水がこんなにも汚されていいのか？

（資料５）は公聴会の説

明資料として配られたも

のの一部分を掲載した。

自然の宇宙線による１年

間のトリチウムの生成量

は約７京ベクレルであ

る。放出量の大きい再処

理施設のラ・アーグが

1,4 京ベクレル、福島第

一のタンクに保管されて

いるのは１,000 兆ベクレ

ルであるからごく少量と

言いたいのだろう。

しかし、日本全国に降

る降水中のトリチウムは

約 223 兆ベクレル／年と

いうからその 4 倍を超え

る量である。青森の六ヶ

所村の再修理工場のトリ

チウムの放出計画量は気

体で 1,900 兆ベクレル、

液体で 1.8 京ベクレル、

合計で 1.99 京ベクレル

にもなる。英国・セラ

フィールド再処理施設が 1,700 兆ベクレル、全世

界の原発数は 2018 年現在で 443 基というからこ

こからも膨大な量のトリチウムが放出されてい

る。この他に世界の軍事用施設が加わる訳で全て

を合計したら宇宙線による全地球の１年間の生成

量に匹敵するかもしれない。 トリチウムは放出

する放射線のエネルギーが小さいので被ばく線量

は小さな値となるが、これはトリチウムが遺伝子

に取り込まれその染色体切断を引き起こすことを

評価していない。（本情報 212、214 号）

（資料６）は多核種除去設備（アルプスなど）

の出口で検出された核種

の告示濃度を超過した割

合をグラフで示したもの

である（データは東電

HD)。フェーズ１は 2013

年～ 2015 年だがヨウ素

129 だけではなくストロン

チウム 90 やルテニウム

106 が告示濃度を超過して

いる。原因は「敷地境界

1mSv/年未満の早期達成を

目標とし、稼働率を上げ

て処理を 実施した」た

めという。2016 年はタ

ンクの建設がおくれてい

たため除去能力を上げて

運用した。処理汚染水量

は半分に低下しているが

ヨウ素の残留量も大幅低

下。フェーズ３の 2017、

2018 年は「漏洩リスクが

高いフランジタンクの汚

染水を 2018 年末まで処

理することを目標に処理

量を増加させるために核種除去能力を下げて運用

した。」という。つまり除去能力を上げるために

はフィルター（吸着材）などの交換時期を短縮せ

ざるを得ないが交換のための機器運用停止期間が

増え処理能力が低下してしまうという相反する事

情がある。東電は「吸着材交換による処理量の低

下の影響が大きい場合は、告示濃度限度を大きく

超えない範囲において交換時期を調整」するとし

ている。アルプス処理水にはトリチウム以外の核

種が取り残されることは当初から想定済みのこと

なのだ。海洋放出など許せるものではない。

「水の惑星地球」をトリチウムでこれ以上汚すな ！
アルプス処理済み汚染水は数種の放射能で汚れている

斉藤章一

（資料５ ）汚染水のトリチウム量は少なくない

（資料６ ）アルプス処理水はトリチウムばかりではない
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今年 6 月ＩＣＲＰ（国際防護委員会）は原発事故後の放射線被曝防護基準の見直しに向けた勧告（案）

を公表した。（既報 212 号参照）

これまで原発事故後の緊急時は年間 20 ～ 10 ミ

リシーベル、回復期は年間 1 ～ 20 ミリシーベル

トを限りなく下方に置くよう保証されて来た。し

たがって 1 ミリシーベルトが 1 年間の一般公衆被

ばく線量だったはずだ。

しかし、チェルノブイリと福島の原

発事故では、防護基準が厳しかったこ

とで、事故後の避難解除や高線量地域

での居住継続を位置づける事など、放

射線防御だけでなく社会的な要因も考

慮されるべきだとして、今回公表の基

準値は緊急時 100 ミリシーベルト、回

復期１０ミリシーベルトを基準にしよ

うとしている。

チェルノブイリ、福島の原発事故を経験しなが

ら、基準値緩和の方向に見直しがされるのは被害

者の人権侵害であり、原子力産業の利益を担保す

るものである。

その見直しの大きな根拠とされたデータが、伊

達市で取り組まれた個人積算線量計（ガラスバッ

ジ）調査のデータを使って福島医科大宮崎真講師

と東京大学大学院早野龍五名誉教授の共同研究論

文に通称「宮崎・早野論文」として発表。「本研

究は大規模な放射線事故における住民向けの対策

についての勧告をアップデートするにあたり事業

結果を科学的に解析し・・・大きく未来に貢献す

る事を意味し本研究を行なう合理性にもつながる

と考える」と研究計画書に記載されている（情報

開示）。

放射線被ばくに対する地域の安全基準を大きく

緩める事が可能だという方向に導く意図的なデー

タ改ざんや、特に、伊達市民全員に配布されたガ

ラスバッジの測定が市民への説明もなく研究に使

われ実態とかけ離れた信ぴょう性のな

いデータで世界の被ばく基準を変えよ

うとしていることなど許してはならな

いことだ。

（2018 年 12 月東京大学、2019 年 1 月

福島医大で論文の本調査を開始 2019 年

7 月両大学から「故意ではない誤り」と

して「重大な不正違反、不正研究とは認

められない」との報告があった。

一市民である島明美さんが、「これはおかしい

こんな事が有っていいのか」と膨大な情報資料の

開示を行ないながら、高エネルギー加速器研究機

構名誉教授黒川眞一氏と共に、論文不正の検証と

追求をしている。ＩＣＲＰの「世界の被ばく基準

を変える根拠」に住民の同意なきデータによる不

正論文が使われたのでは無いかと言う事は、「未

来のどこかで起こるかもしれない原子力事故、あ

ってはならないが、その時役立つかもしれないと

いうことで、そういったものの一つの研究である

というふうに思っている・・・」と、伊達市議会

（2017 年 6 月）定例会で高橋一由議員の質問に

当局が答えていることでも研究が活用された事が

うかがえる。

被ばく基準を変えたいＩＣＲＰ2019年勧告

低線量無視の嘘・隠蔽・データ隠しの宮崎・早野論文の役割
千葉 親子

宮崎・早野論文から見る危機的状態の福島問題

低線量被ばくのリスクを無視して、不正をしてまで市や国の意向に添った結論を導き出した論文を書か

れたという事は、その論文はもはや科学論文でなく、政治の下部に成り下がった事を示しています。

科学者と呼ばれる人々が本来の使命に戻り、真実に忠実であれと、警告を発している事件だと思います。

科学者が平気で偽りの論文を書くようになれば、科学は成り立ちません。

（政経東北 6 月号 崎山比早子医学博士）

（資料７ ）早野龍五

東京大学名誉教授
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関西電力の社長を始め幹部に福井県高浜原発

（資料８）がある同町元助役から約３億 2,000 万

円相当の金品を贈与されていたことが報道で明ら

かになった。更に、同元助役は福井県庁の幹部職

員にも金品が送っていたことが明らかになった。

彼らが言い訳としたのが「盆暮れの常識的範囲

内であれば何ら問題ではない！」「同等の返品を

すれば問題はない！」であった。

福井県と同様の原発集中地帯、福島でも「常識

的範囲」の問題が常にあった。

福島県双葉郡の片田舎が 1970 ～ 2000 年の 30

年間で、原発 10 基、火発６基のプラント建設が

行われた。その間、２兆数千億円の莫大な原発マ

ネーが動き地域は大きく変貌したのだ。

一つだけ例に挙げれば双葉郡には富岡・大熊両

町がある。この町に東電が経営する「富岡荘」と

「福島東友倶楽部」（資料９）の２つの料亭があった。

名目は職員の福祉施設だが高級料亭そのものであっ

た。ここに多くの人物が招待され飲み食いしたこ

とは論を待たない。とにかく「東電様々」の様相

であった。

高須さんが亡くなられました。

享年 60 歳でした。

彼の活躍と将来を惜しむように、去る 21 日、

都内で「偲ぶ会」が開かれました。

彼は首都圏の労働組合のオルグとして活動した

後、米国の社会運動ユニオニズムの息吹に触れ、2007

年には一橋大学でフェアレイバー研究教育センターの

設立に尽力し、2008 年には明治大学労働教育メア

研究センターを立ち上げ、労働講座の企画・運営

や労働メディアの製作に取り組みました。国際的

な労働問題の研究や労働教育に従事されました。

3.11 過酷事故発生の後「1970 年初頭以降、双

葉地方に原発反対運動があったことを歴史の記憶

に残して起きたい…それが少数派であっても声を

上げ続けたことを次の世代に残していきたい！」

と熱心に取材され映像や文献に残し、昨年７月に

は双葉地方原発反対同盟 46 周年記念集会にも来

ていただき夜通し語り合いました。そんな彼が突

然若くして逝かれたこと残念この上ないことで

す。心からご冥福をお祈り申し上げます。

関西電力問題
福井県庁 109 人に金品受領とは…

何処まで波及するのか？

追 悼

高須 裕彦さん

（資料８） 関西電力高浜原発

（資料９） 大熊町にあった東電「福島東友倶楽部」

（資料１０） 高須さんを忍ぶ 200 人の人たち

出典 文献
・（資料１）東京新聞電子版 2019.11.18・（資料２）東京電
力ＨＤ・（資料３）朝日新聞 2019.10.30・（資料４）編集部
・（資料５）環境省説明資料・（資料６）東京電力 HD・（資
料７）office-hayano・（資料８）関西電力 HP・（資料９）
脱原発情報 No98・（資料 10）編集部
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