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1　はじめに
原子力・放射線部会では，東京電力（現 東京

電力ホールディングス福島第一廃炉推進カンパ
ニー）福島第一原子力発電所（以下，「1F」）の
事故直後から，事故の現状を自ら確認し，技術士
として世の中に伝える必要性を強く認識してい
た。現場の状況を勘案しつつ，5月23日によう
やく見学会の実施に至った。

見学会は原子力・放射線部会主催，防災支援委
員会，東北本部，及び福島県支部の共催で行い，7
部門（原子力・放射線，建設，応用理学，電気電
子，機械，上下水道，金属）から31名が参加した。

2　見学の概要
JRいわき駅から大型バスで，一部は直接にJ

ヴィレッジ（後述）に集合し，そこで1Fの現状
と今後の対応について説明を受けた。その後，東
京電力の大型バスにて周囲の状況説明を受けなが
ら1Fへ移動した。入退域管理棟にて入域手続き

（綿手袋・シューズカバー着用，線量計装着等）
の後，構内用バスで発電所構内の状況を車内から
1時間程見学した。退域手続き（汚染の有無，被
ばく線量の確認等）の後，Jヴィレッジへ戻り，
質疑応答を行った。

3　見学内容
3.1　Jヴィレッジについて

Jヴィレッジは1F
か ら 南 約20 km，
常磐高速道の広野
ICから海側約2 km
に位置し，すぐ海側
には東京電力の広野
火力発電所がある

（図1）。1997年に
開設した日本初の
サッカー・ナショナ
ルトレーニングセンターであるが，1F事故後
は，事故収束の対応拠点として政府及び東京電力
に使用されている。本年度は東京電力の基地機能
撤 収 期 間 で あ り， 施 設 の 再 整 備 工 事 を 経 て
2018年の部分再開を目指している＊1。

3.2　Jヴィレッジ－1F間移動中の風景
Jヴィレッジから1Fまで国道6号をバスで移

動中の車窓からの風景について触れておく。

図1　Jヴィレッジの位置

2016年5月23日開催，福島第一原子力発電所見学会から

福島第一原子力発電所現状視察
Report on Site Tour of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station
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福島第一原子力発電所の事故から5年が経過し，原子力・放射線部会では発電所の現状を自ら確認し，技
術士として情報発信すべく見学会を主催した。集合地点から発電所間の移動の際の風景，発電所での各原子
炉，汚染水処理，構内，労働環境の改善等の状況について報告する。廃止措置に向けて現場は変化し続け，
必ずしも順調とはいえないが粘り強く地道に進展している。関係者の真摯な努力と使命感に感銘を受けた。

Five years have passed since the accident of the Fukushima Daiichi nuclear power station.  The 
Nuclear and Radiation section of the Institute of Professional Engineers hosted a site tour of the 
plant to make themselves sure what is going on in it and to disseminate information about it.  The 
conditions of landscape during traveling between the gathering place and the plant, each reactor, 
contaminated water treatment, site, and work environment improvement will be reported. 
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CPD行事から

＊1：  「新生Ｊヴィレッジ」復興・再整備計画，https://
www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/
j-village-top.htm
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汚染物を収納したフレコンバック
の集積所がいくつか目に付いた。コ
ンビニも複数見られた。田んぼは草
むら状態で一部雑木が生えてきてい
た。東京電力の説明者からは「すま
ないと思っている」との言葉があ
り，心の一端に触れた気がした。一
方で，富岡町入口辺りまで田植えが
行われている田んぼもあり復興の兆
しが感じられた。1Fが立地してい
る大熊町はほとんどの地域が帰還困
難区域に指定され無人地帯である。
国道沿いの家々の入口，交差する道
路はバリケードで閉鎖されていた。

国道沿線の所々に線量率が表示されており，広
野町，楢葉町では0.5 µSv/h程度，富岡町に入
ると上昇しはじめ大熊町に入るとある地点で
3.3 µSv/h，1Fに近づいたホットスポット地点
ではバス車内で7.8 µSv/hを示した。

3.3　1Fの状況
1Fの構内配置図を図2に示す＊2。1Fでは，使用

済燃料の取出し，燃料デブリ（溶融した燃料と構
造材等とが冷えて固まったもの）の取出しに向け
た準備作業，汚染水の処理・貯蔵，廃棄物管理，
構内環境整備などが行われている。作業員は約
6 000名（内，東電社員は約1000人）である。
（1）原子炉の状況

1～4号炉の状況を以下に示す。各炉とも圧力
容器，格納容器内温度は20 ℃前後，燃料プール
温度は約20 ℃以下，原子炉注水流量は約4 m3/
h/基余である。

①   1号炉：汚染の飛散防止のために設置（2011
年10月）した建家カバーの上部を，燃料取出
しに向けて2015年5月より撤去作業中。本
年5月末よりがれきの吸引作業を開始。6月
より放射性物質の飛散を防ぐ薬剤を散布＊3。

②   2号炉：建家上部解体工事に向けて，周辺

ヤードの整備中
③   3号炉：原子炉建家上部のがれき撤去を完

了（2013年10月）。除染と遮へい工事を
実施中。燃料取出用カバーの設置を計画

④   4号炉：燃料プール内の全ての燃料の取出
し作業を終了（2014年12月）

1～3号機の燃料取り出しは，4号機の場合と
異なり，全て遠隔操作で行う計画である。
（2）汚染水処理の状況

事故で溶けた燃料を冷やすための水と地下水が
混ざり，汚染水が発生し続けている。汚染水対策
については文献1）で詳述しているので参照され
たい。ここでは，汚染水の浄化処理の概要と進展
状況について報告する。

原子炉建屋内に滞留している汚染水は，多核種
除去設備（ALPS：トリチウム以外の大半の放射
性物質（62核種）を取り除く）などを含む複数
の浄化設備で処理している。

まず，セシウム（Cs）吸着装置（現在は改良
によりストロンチウム（Sr）も除去）により汚
染水中に含まれるCs及びSrの濃度を低減し，淡
水化装置（逆浸透膜（RO）方式）を経て一部を
原子炉の冷却水として循環させ，残りはALPS
で処理して貯蔵している。汚染水に係る入出バラ

＊2：  東京電力福島第一原子力発電所の現状と今後の取 
り組み，2016年3月2日，http://fpcj.jp/wp/wp-
content/uploads/2016/03/1b817feb1f889
97b39b6b812fbe2723b.pdf

＊3：  福島第一原発１号機“巨大掃除機”でがれき吸引，
2016年5月31日，http://www3.nhk.or.jp/news/
genpatsu-fukushima/20160531/0510_
soujiki.html

提供：日本スペースイメージング（株），（c）DigitalGlobe
図2　福島第一原子力発電所構内配置図（見学ルートを追記（白線で示す））
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ンスはおおよそ以下のようである。
地下水の流入 約150 m3/日（評価値）
井戸からの汲上げなど　約250 m3/日
原子炉への冷却水注水　約320 m3/日
入量計　　　　　　　　約720 m3/日
貯蔵量の増量　　　　　約400 m3/日
ALPS処理済水の貯蔵のために，貯蔵タンク

（1 000～2 000m3級 ） が 月 約20～30基 の
ペースで設置されている。なお，6月末時点の全
貯蔵量は約88万m3，内ALPS処理済水は約
66万m3，貯蔵容量は約100万m3である＊4。

なお，昨年5月には，過去に発生して貯蔵して
いたSrを含む高濃度汚染水（RO濃縮塩水）につ
いて，貯蔵タンクの底に残る分を除き，Srを除
去する水処理を完了している＊5。これにより，構
内の空間放射線量や，万が一，汚染水がタンクか
ら漏れた時などの汚染水によるリスクが大幅に低
減された。今後は，Cs及びSrの濃度を先行して
低減したSr処理水をALPSで浄化処理すること
で，更なるリスク低減を図っていくとしている。

ALPSの初期設備では前処理に凝集沈殿方式を
用いていた。処理に伴う廃棄物発生量の低減対策
として，その後に増設した高性能ALPSでは
フィルタ方式を採用し，発生量が1/20程度に低
減されている。

また，複数回の漏洩を起こしたフランジ型タン
クは順次解体し，漏洩し難い溶接型タンクへ置き
換えている。
（3）構内の状況
① 構内の景観

構内の山側の汚染水の貯蔵タンク群，複数の処
理・浄化設備が入っている大型テント，海側設備，
コンクリートで遮蔽された使用済吸着塔一時保管施
設などの周囲をバスで回った。密に設置された約
1000基に上る貯蔵タンク群の光景は目を見張る
ものがある。貯蔵タンクの増設，フランジ型タンク

の解体，汚染水処理装置の維持管理をはじめ様々
な作業が行われているはずであるが，錯綜した様
子はなく整然とした工事現場との印象であった。

津波で生じた海側のがれきは撤去され，舗装・
整備も行われ，被害の面影はほとんどない。わず
かに，海側の巨大なサージタンクや漂流した重油タ
ンクが水圧によって大きくつぶれていたことや，4
号炉建家の壁面の高い位置に残る津波が達した水
位の跡（汚れ）からイメージできるぐらいである。

斜面等はモルタルを吹き付けることにより，付
着した汚染の再浮遊防止，土壌深部への汚染浸透
の低減に加え，放射線量低減そして作業環境改善
が図られている。
② 放射線量率など

構内見学終了後のAPD（アラーム付ポケット
線量計）の指示値は「0.00 mSv」，すなわち，
0.005 mSv（5 µSv）未満であったことを意味
する。見学時間が1時間程なので，平均線量率は
5 µSv/h未満ということになる。

構内バスで移動した範囲では，最大線量率は
10数µSv/h，敷地境界で1～2 µSv/hであった。

構内は複数のダストモニタ，線量率モニタ，モ
ニタリングポスト，また，港湾口の海水放射線モ
ニタで放射線を連続監視している。
③ 労働環境改善

昨年5月より構内の約90 ％のエリアが全面マ
スク着用不要となり，全面マスク着用が必要なエ
リアは原子炉近辺のみとなった。構内では一般作
業服に防塵マスク姿の作業員も見られた。夏場の
熱中症のリスクや作業負荷の軽減，作業性向上が
図られてきている。

また，約1 200名が利用できる構内大型休憩施
設が昨年5月より運用を開始している。中にはコ
ンビニも入っている。約9 km離れた大熊町に給
食センターを建設し，事務棟，大型休憩所で福島
県産食材を積極的に活用した食事を提供している。

4　直面する課題
今後，1～3号炉の燃料プール内の燃料取出し，

原子炉格納容器内の燃料デブリ取出し，さらに廃止
措置と30～40年を要する長い道のりが続く。こ

＊4：  廃炉・汚染水対策チーム会合 第31回事務局会
議， 資 料1， プ ラ ン ト の 状 況，2016年6月30
日，http://www.tepco.co.jp/decommision/
planaction/roadmap/index-j.html

＊5：  http ://www.tepco.co. jp/decommision/
planaction/alps/index-j.html
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れまでに述べた，廃止措置に向けた種々の活動に
おいても順調に進んでいるわけではない。以下，本
報告で述べた汚染水に関した課題について述べる。

4.1　地下水流入のコントロール
凍土遮水壁については，本年3月より海側の凍

結を開始し，6月より山側の凍結範囲を95 ％に拡
大した。一部で凍結しないため，セメント注入な
どの追加工事を行っている＊6。これらは地下水流
入の低減が予想通りにならないというコントロール
の難しさを示している。これに伴い，汚染水発生
量が低減しないと，貯蔵タンクのフランジ型から
溶接型への切換への遅れにもつながる。約1000
基のうち，まだ約200基がフランジ型である＊7。

4.2　トリチウム水の取扱い
汚染水の浄化処理後に残ったトリチウム水は増え

る一方である。2013年12月より国の汚染水処理
対策委員会の中にトリチウム水タスクフォースが設
置され，トリチウム水の取扱いの選択肢の抽出や各
選択肢の評価項目の整理及び技術的評価が行われ
た。本年6月，トリチウム水タスクフォース報告書
が公表され＊8，ただちに実用化できる段階にあるト
リチウム分離技術は確認されず，薄めて海に放出す
る方法が最もコストが安く最短で処分できると評価
されている。一方，今後の検討に当たっては，技術
的な観点に加えて，風評被害などの社会的な観点

等も含めて，総合的に検討を進めるべきとしてい
る。また，日本原子力学会の1F事故に関する調査
委員会及び原子力規制委員会の田中委員長は，排
出濃度基準以下に薄めて海洋放出することが現実
的との見解を示している＊9，10。しかし，海への放
出に対しては福島県の漁協の強い反対がある＊11。

5　見学を終えて
参加者の中には，事故後まだ1，2年の頃にJ

ヴィレッジで支援作業を行った方もおり，当時の
「戦場」のようだった様子からの変化や，整然と
統制されている1F構内の様子に驚くとともに感
銘を受けたとの感想があった。

1Fにバスで到着してから入退域管理棟までの
移動通路には側板に一定間隔で花が飾られてお
り，また，すれ違う作業員の方々からは皆から元
気な挨拶の声を掛けられた。

東京電力の説明者の，「1Fの廃炉作業は30～
40年を要するプロジェクトであり，道のりは遠く
険しいが，必ず成し遂げる」との意思表示，また，
5月29日のNHKスペシャル「廃炉への道2016」
で放映されたロボット技術開発者の最後の発言

「困難は多々あるが，当然，あきらめない」など，
関係者の強い使命感を感じる。英国ウィンストン・
チャーチル元首相の言葉にあるように“Never 
give in - never, never, never, never,”である。

東京電力関係者の皆様方の現場対応とその姿
勢，現場の方々の努力に敬意を表するとともに，
多忙な現場への案内を受入れ，詳細な質疑に対応
いただき深く感謝する次第である。
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