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1　まえがき

東京電力福島第一原子力発電所の汚染水漏えい
問題は度々報道されてきた。2013 年には毎月
のように汚染水漏えい問題が報じられ（2013
年 8 月汚染水タンクから 300 m3 の漏えいがあ
り，規制委員会は，この事象を国際評価尺度

（INES）のレベル 3（重大な異常事象）とした 1）），
東京電力の安全管理に対し不安を引き起こした。
また，このような汚染水問題を度々おこすような
組織が本当に福島第一原子力発電所の廃止措置を
安全に行っていけるのだろうかと疑問にも思った
ものであった。2016 年 3 月度技術士 CPD 中
央講座（第 131 回）「東京電力福島第一原子力
発電所の事故から 5 年目，現状と課題をリスク
の大小を踏まえて理解する」において「汚染水の
問題とその対策の状況を理解する」というタイト
ルで大西有三（関西大学 特任教授，京都大学名

誉教授）資源エネル
ギー庁汚染水処理対策
委員会委員長に講演頂
いた。本稿は，その講
演を踏まえ，汚染水対
策の解説を試みたもの
である。

2　汚染水対策

2.1　汚染水とは
汚染水には何種類かある。一つ目の汚染水：3.11

の事故で炉心にあった燃料が溶け落ち，圧力容器
の外に出てしまい，その燃料デブリと冷却水が混
ざり，さらに津波で建物の中に入り込んだ海水が
混ざった水が大量に建物の底に溜まっている。ま
た，建物内に地下水が流入し，汚染水が日々増え
続けている。この汚染水は 134Cs（セシウム）約
2 ×107 Bq/㍑，137Cs 約 5 ×107 Bq/㍑，全ベー
タ約 3 × 107 Bq/㍑，3H（トリチウム）約 8 ×
105 Bq/㍑程度の放射能を有する。二つ目の汚染
水：一つ目の汚染水を処理したもので，まだ放射
性物質を除去しきれていない水（Cs のみを除去
したもの）。三つ目の汚染水：「多核種除去設備」
という装置を使って，さらにほとんどの放射性物
質を取り除いた水（3H 約 8 × 105 Bq/㍑あり
3H は除去できていない）＊ 1，これら全てを汚染
水と呼んでいる。

2.2　原子炉循環冷却と汚染水浄化系
燃料デブリの継続的な冷却が必要なため，建物
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＊ 1：  各汚染水の放射能濃度は，第二回 3H タスクフォー
ス資料「福島第一発電所における汚染水の処理と 3H 
水の保管状況」によった。

福島第一原発事故の影響と現状，これから（その2）

写真 1　講演中の大西教授
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内に滞留している汚染水を回収し，放射能除去処
理，淡水化処理後一部を燃料デブリ冷却のために
循環させている。しかし，地下水が建物内に約
400 m3/日流入しており，そのままでは増え続
けるため，燃料デブリの冷却に使用しない汚染水
を貯蔵タンクに貯蔵し続けている。汚染水処理と
原子炉循環冷却系の概念を図1に示す。

2.3　汚染水問題に関する国の基本方針
国の原子力災害対策本部は 2013 年 9 月 3 日

「東京電力（株）福島第一原子力発電所における
汚染水問題に関する基本方針」を決定し汚染水処
理の基本的な考え方を次の通り示した。「福島第
一原子力発電所の事故以降，流入する地下水に
よって毎日増加する汚染水への対応を継続してき
たが，未だ解決には至らず，福島県の皆様や，広
く国民の皆様に不安を与える状況にあり，一日も
早い福島の復興・再生を果たすためには，深刻化
する汚染水問題を根本的に解決することが急務で
あることから，今後は，東京電力任せにするので
はなく，国が前面に出て，必要な対策を実行して
いく。その際，従来のように逐次的な事後対応で
はなく，想定されるリスクを広く洗い出し，予防
的かつ重層的に，抜本的対策を講じる。また，徹
底した点検を行うことにより，新たに発生する事
象を見逃さず，それらの影響を最小限に抑えるよ

う適切な対応を行う」とし，政
府は関係閣僚会議の設置，財政
措置，モニタリングの強化，風
評被害の防止，国際広報の強化
等を担うとした。

合わせて，汚染水対策の基本
方針として，大量に汚染水が発
生し，増加することで管理を困
難にしている現状を解消するた
め，汚染水問題の根本的な解決
に向けて，①汚染源を「取り除
く」，②汚染源に水を「近づけ
ない」，③汚染水を「漏らさない」
の 3 つを基本方針とし，具体的
対策を講じることとした。

2.4　夫々の具体的対策
前述の 3 つの基本方針に基づき以下の具体的

対策を進めている。
（1）汚染源を取り除く対策

原子炉建屋地下や建屋海側トレンチ内に滞留し
ている高濃度汚染水は，早急にモニタリングを強
化し，トレンチ内の汚染水を除去するとともに，
今後，原子炉建屋地下の滞留汚染水の量を削減さ
せる。さらに，多核種除去設備により，高濃度汚
染水の浄化を進め，汚染源のリスクを低減させて
いく対策である。
① 地下トンネル内の高濃度汚染水の除去

建屋海側地下トンネル（トレンチ）には，事故
当初の高濃度の汚染水が溜まっていた。2014
年 11 月より，この汚染水をポンプで抜き取りな
がら，トレンチを充填・閉塞する作業に着手した。
トレンチ内の高濃度汚染水の除去，充填閉塞を進
め，一部残水があった 4 号機についても 2015
年 12 月に水抜き，充填閉塞を完了した。
②   多核種除去設備（ALPS：Advanced Liquid 

Processing System）の設置
一つ目の汚染水から主に Cs を除去する水処理

設備を 2011 年 6 月頃から運転を開始し，淡水
化処理後原子炉へ注水する循環注水冷却の運転を
開始した。さらに汚染水を浄化するため，2013

図 1　原子炉循環冷却系の概念
出典　汚染水処理対策委員会資料より
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年 3 月ごろから ALPS Ⅰの運転を開始した。
ALPS は 62 核種を告示濃度限度未満にするこ
とができるが 3H の除去能力はない。その後，
ALPS Ⅰの改良型増設多核種除去設備 ALPS Ⅲ
を，さらに廃棄物の低減を目指した高性能多核種
除去設備 ALPS Ⅱの運転を開始した。

夫々の処理能力は ALPS Ⅰ，Ⅲが 250 m3/
日× 3 系統，ALPS Ⅱが 500 m3/日以上である。

（2）汚染源に水を近づけない対策
高濃度汚染水に新たな地下水が混ざって汚染水

が増えるという事態を避けるため，建屋付近に流入
する地下水の量を可能な限り抑制する対策である。
① 地下水バイパスの設置

建屋山側の高台に設置した井戸から地下水をく
み上げることにより，建屋地下への地下水の流入
を抑制（バイパス）する。くみ上げられた地下水
は放射能濃度が運用目標未満であることを確認し
海へ排水する。
② サブドレンの設置

建屋近傍の井戸（サブドレン）から地下水をく
み上げ，建屋周辺の地下水位を下げ，建屋への地
下水流入や建屋海側エリアへの地下水流出を抑制
する。2012 年 9 月より，くみ上げた地下水の
浄化を開始し，運用目標を満たした地下水の排水
を開始している。サブドレンの運用水位を順次低
下させており，それに伴い建屋への地下水流入量
が順次低減中である。サブドレン稼働前は，建屋
滞流水と周辺地下水位の水位差が大きく，建屋外
壁のダクトや配管貫通部を通じて，約 300 m3/
日の地下水・雨水が流入していたが，サブドレン
稼働後には，着実に地下水・雨水等の流入量が低
減してきており，現在では 150 m3/ 日～200 m3/
日程度の流入量になっている 2）。
③ 陸側遮水壁（凍土方式の遮水壁）の設置

この遮水壁の目的は，山側から海側に流れてい
る地下水を建屋手前で大きく迂回させ，建屋周辺
及び建屋と海側遮水壁間の汚染エリアに流入させ
ないようにすることで，実施に当たっては，地下水
位より建屋水位を低くして，水位の逆転を防止す
ることが前提になっている2）。この目的達成のため，
1 号機から 4 号機の建屋を長さ約 1500 m の「氷

の壁」で取り囲み，地下水を遮断するものである。
この凍土方式は他の工法に比べ，工期が短いた

め，被ばく低減の観点で優れていることや建屋近
傍に多数の地中埋設構造物が存在しても施工が可
能なことから，最適と判断された 2）。

凍土方式とは，地盤中に所定の間隔に凍結管
1568 本を地下 30 m まで埋設し，これに冷下
30 度の冷媒を循環させることで凍結管を中心と
して同心円状に土中の間隙水を凍結させ，凍土を
造成する工法である。この凍結工法は，国内では，
多 数 の 実 績 が あ るが，今 回 の 凍 土 造 成 量 は
70 000 m3 程度，国内の過去最大量 40 000 m3

程度を上回っている 2）。この凍土方式による遮水
壁の成立性について，現地で実証試験を行い確認
している。
④ 敷地舗装

建屋に流入する地下水の大半は，敷地やその周
辺に降る雨水が起源であることが確認された。建
屋への地下水流入量を減らすため，敷地内の地表
面の広域的な舗装（フェーシングと呼んでいる）を
2016 年度中に概ね完成させることで進めている。

（3）汚染水を漏らさない対策
原子力発電所の港湾内に水を通さない遮水壁を

設置する。また，汚染水は当面タンクで貯蔵・管
理することとし，タンクの管理体制の強化やパト
ロールの強化等の対策である。
① 海側遮水壁と地下水ドレンの設置

海側遮水壁は，放射性物質を含んだ地下水の海
洋への流出防止を目的として，地中深さ 30 m
程度の下部透水層以深まで打設した鋼管矢板を，
全長約 780 m に渡り連結し構築した壁からな
る。また，せき止めた地下水が海側遮水壁を超え
て港湾に流出しないよう，地下水ドレンを設置し，
地下水をくみ上げている。

鋼管矢板の一次打設完了に伴い，地下水ドレン
の水位が上昇していることが確認され，この地下
水ドレンの水位上昇に合わせて，海水中の放射性
物質濃度の低減も確認されていることから，海側
遮水壁の遮水効果が発現している 2）。
② 排水貯蔵タンクからの漏えい対策

汚染水漏えいリスク低減のため，初期に設置し
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た横置き型やボルト締め型タンクを信頼性の高い
溶接型タンクに置き換えを順次進めている。

2.5　トリチウム汚染水の取り扱い
ALPS で処理した汚染水は 3H 除去ができてお

らず，タンクに貯蔵している。原子力災害対策本
部が 2013 年 12 月 20 日付けで決定した汚染
水に関する追加対策の中で，「追加対策を講じた
後に，なお大量貯蔵に伴うリスクが残存する 3H
水の取り扱いについては，あらゆる選択肢につい
て総合的な評価を早急に実施し，対策を検討する」
と方針を示した。これを受け，2013 年 12 月
に「3H 水タスクフォース」を設置し，3H 汚染水
の取り扱い（分離，貯蔵，放出等）方法の検討，
各方法の評価項目の整理及び総合評価を行うとし
た。このタスクフォースでは，処分方法（地層注
入，海洋放出，水蒸気放出，水素放出）4 ケース
に前処理（希釈，分離）の有無の組み合わせを考
慮し，選択肢として 11 ケースを選定し検討を進
めた。11 ケースに対して，施設コンセプトを定
め，処理完了までの期間，経済性，実績等を評価
している 3）。

2.6　各対策の建屋内地下水・雨水流入抑制効果
地下水シミュレーションモデルにより，各対策

を個別または組み合わせて実施した場合の建屋へ
の地下水流入抑制効果等について解析し，その対
策の効果が以下の通り評価されている。
①   山／海側サブドレンの実施，陸側遮水壁の設

置は，建屋への地下水流入抑制効果が大きい。
②   広域にフェーシングを実施するケースでは，

建屋への地下水流入抑制効果は大きいが，施
工エリアを絞ると，その効果は限定的になる。

③   陸側遮水壁の機能が十分発揮されない場合，
広域的なフェーシング等により代替可能。

2.7　凍土壁の運転
凍土壁の部分運転開始を，原子力規制委員会が

了承し，3 段階で閉合を進めることとなった。今
回は第一段階の実施が認可された。次の段階に進
むには，第一段階の結果を見たうえで判断される。

・第一段階：海側全面閉合 + 山側部分閉合
・第二段階：第一段階と第三段階の間の段階
・第三段階：完全閉合する段階

2016年3月31日第一段階の運転を開始した。

3　報告者所感

今回の講演により汚染水対策の全体像の把握が
できた。3H 汚染水の取り扱いを，タスクフォース
で検討しているが，ここでの検討は技術的な検討
のみで社会的受容性を評価項目に含めていないこ
とから，タスクフォースが検討した 11 ケースの
選択肢を実現していくことは難しいように感じた。

汚染水問題の解決には，原子力部門だけではな
く土木，機械，化学等多部門の専門家の参加が必
要である。一事業者の努力だけでは限界があり，
国が前面に出てオールジャパン体制で推進するこ
との必要性を理解した。これらの活動の結果が，国
際的にも評価されている。2016 年 5 月に開催さ
れた伊勢志摩サミット首脳声明の原子力関連部分
において「We welcome the steady progress 
on decommissioning and treatment of 
contaminated water at Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Station，・・」と発せられている。

今後とも，オールジャパン体制のもと汚染水問
題を解決し，福島第一原子力発電所の安全な廃止
措置の実施につながることを期待する。
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