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1　はじめに
1.1　原子力損害賠償・廃炉等支援機構

2011 年 3 月に福島第一原子力発電所（1F）
において炉心燃料が溶融する事故が発生したこと
にともない，同年 9 月に東京電力（株）（現・東
京電力ホールディングス（株））が行う損害賠償
に必要な資金の交付等を行うため，原子力損害賠

償支援機構が設立された。その後，廃炉等の適正
かつ着実な実施のために，原子力損害賠償・廃炉
等支援機構（NDF）に改組され，戦略策定およ
び技術支援を行っている（図1）1）。

海外においては，原子力事故施設，放射能汚染
サイトの除染や廃止措置に関する多くの知見，経験
が存在している。1F の廃炉に向けた取組を効率的
に進めるためには，海外での知見・経験をはじめと

福島第一原子力発電所の廃炉と世界の叡智の結集
Decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station and integration of wisdom from around the world

中野　純一　引田　直人
 Nakano  Junichi Hikida  Naoto

原子力損害賠償・廃炉等支援機構（NDF）は，福島第一原子力発電所の廃炉に向けて戦略策定および技術
支援を行っている。海外では原子力施設の廃止措置および除染に関する多くの知見が存在している。NDF が，

「国内外の叡智の結集と活用」として行っている取組のうち，過酷事故進展解析の支援，過去の事故炉に関す
る知見の収集および知見の共有と情報発信の概要を報告する。

Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation（NDF）has 
developed technical strategies for supporting decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear 
Power Station.  There are a lot of expertise in the world on decommissioning of nuclear facilities.  
The NDF has conducted “integration and utilization of wisdom from around the world”.  The outline of 
the activities is reported.

キーワード：福島第一原子力発電所，廃炉，BSAF，TMI-2，チェルノブイリ，廃炉国際フォーラム

国際シリーズ「世界への扉」

図1　福島第一原子力発電所の廃炉に係る関係機関の役割分担 1）
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した，「国内外の叡智の結集と活用」が重要である 2）。
NDF が行っている国外の叡智の結集と活用の

活動のうち，筆者らが担当した過酷事故進展解析
の支援，過去の事故炉に関する知見の収集および
知見の共有と情報発信の内容を紹介する。

2　過酷事故進展解析の支援
2.1　BSAFプロジェクト

経 済 協 力 開 発 機 構 ／ 原 子 力 機 関（OEDC/
NEA）による過酷事故進展解析の国際共同研究
の 1 つとして BSAF（Benchmark Study of the 
Accident at the Fukushima Nuclear Power 
Plant）プロジェクトが行われている。本プロジェ
クトは，各国の研究機関が所有する過酷事故解析
コードを用いて，1F の事故の進展および燃料デブ
リの分布の解析を行うものである。我が国からは，
一般財団法人エネルギー総合工学研究所が運営機
関となり，原子力規制庁，一般財団法人電力中央
研究所，国立研究開発法人日本原子力研究開発機
構（JAEA）が参加している。その他，東京電力ホー
ルディングス（株），国内メーカー，NDF も炉内状
況を把握するためにプロジェクトを支援している。

BSAF プロジェクトは，事故後 6 日間を解析
対象とした Phase 1，および核分裂生成物（FP）
挙動および事故後 3 週間まで解析対象範囲を拡
大した Phase 2 がある。Phase 1 では，8 カ
国が参加し，2012 年 11 月から 2015 年 3
月まで行われた 3）。

2 号機および 3 号機の解析結果については，
解析の実施機関により原子炉圧力容器（RPV）
内に燃料デブリが留まっているものと RPV 外ま
で溶融燃料が流出しているものに分かれている。
事故当時，停電していたため，温度データ，弁の
開閉状態，炉心への注水到達量等不明な情報があ
り，信頼性の高い解析を困難なものとしている。
現状の 2 号機および 3 号機において冷却水が
RPV 内に蓄積されないことや内部調査の結果か
ら RPV が損傷していることは確実であり，それ
を踏まえた解析により消防車注水によって炉心に
届いた水量は少なかったと評価されている。

1 号機では，原子炉停止後に非常時冷却系によ

る除熱が少なく，大部分の燃料が溶融し，RPV
外へ流出したとの結果が得られており，除熱に起
因する不確かさが小さいことから，実施機関ごと
の結果の差も小さくなっている。

半年に1度の割合で，参加機関が集まり進捗報
告や課題検討の会合を開催している。同時に，FP
の炉内構造物への付着状態や溶融炉心とコンク
リートの反応（MCCI）の特性等に関するワーク
ショップも開催するとともに，日本側からは1F の
内部調査の結果，研究開発の状況，廃炉戦略等を報
告し，最新の知見を共有しながら解析を行っている。

現在進行中のPhase 2では，11カ国が参加し，
2015 年 4 月から 2018 年 3 月までの予定で
事故の進展およびFP分布の解析を実施している。

3　過去の事故炉に関する知見の収集
3.1　TMI-2 ワークショップ

1979 年 3 月に米国のスリーマイル島原子力
発電所 2 号機（TMI-2）において，機器の不具
合と人為的ミスから炉心損傷事故が発生した。汚
染水の処理，炉内状況調査および原子炉容器上部
ヘッドの取り外し等を行った後，1985 年から
1990 年まで燃料デブリ取り出しを行った。商
業用発電炉で発生した燃料デブリの取り出しを完
了させた世界初の成功例であり，1F からの燃料
デブリ取り出しを検討する上でプロセス・体制，
安全対策等，学ぶべきところが多い事例である。

2016 年 10 月にアイダホ国立研究所（INL）に
おいて，3 日間の日程で TMI-2 ワークショップが
開催された。日本からは，経済産業省，在米日本
大使館，原子力規制庁，東京電力ホールディング
ス（株），JAEA，技術研究組合 国際廃炉研究開発
機構（IRID）および NDF が参加した。日米から合
計 67 名の参加があった。TMI-2 の事故当時，日
本の電力会社，メーカー，研究機関等が中心となり，
廃炉資金の一部を米国側へ拠出しており，ワーク
ショップ冒頭に米国側より感謝の辞が述べられた。

ワークショップ全体では，取り出し技術や事故収
束のための対応が紹介された。最も印象に残って
いる点は，米国側からの「One Team となって燃
料デブリ取り出しに臨むべし」との強いアドバイス
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である。当時，事業者（GPU），電力研究所（EPRI），
原子力規制委員会（NRC），エネルギー省（DOE）
の 4 機関が TMI-2 の廃炉および除染に役割を分
担するとともに，連携して対応することに合意し
た。この One Team は各機関の頭文字を取って

「GEND」と呼ばれ，対応にあたった。この他，
NRC においては，設置した現地事務所に特別権
限を付与するとともに，環境安全評価書を作成し，
迅速な対応を行っていたことも紹介された。

ワークショップ最終日には，INL 内のサイトツアー
が実施された。INL は広大な敷地を有し，数 km ご
とに施設が点在している。TMI-2 事故で発生した
燃料デブリのほぼ全量が INL へ鉄道輸送され，燃
料プール中で湿式保管後，加熱真空乾燥され，現
在は，INL の敷地内で乾式保管されている。燃料デ
ブリが入れられた円筒形のキャニスタと呼ばれる容
器を12 本ずつ遮へい容器に収納し，その遮へい容
器をコンクリート製保管設備内に保管している。

TMI-2 での燃料デブリ取り出しは，多くのレ
ポートが報告されている4）が，対応に携わった方々
からの当時の経験を直に聴く良い機会であった。

3.2　チェルノブイリ・ワークショップ
1986 年 4 月にチェルノブイリ原子力発電所

4 号機において，水蒸気爆発，水素爆発，火災を
伴う事故が発生した 5）。定期検査に向けて出力低
下中に行った実験が原因になったといわれてい
る。この事故では，溶融した燃料が炉心から流れ
落ち，周囲の構造材と反応した燃料デブリが生じ
ている。事故後，放射性物質の拡散防止のために
シェルター・オブジェクト（SO）と呼ばれる閉
じ込め構造物を約 6 カ月で急造した。1990 年
6 月には 4 号機において中性子量の増加が記録
されており 6），燃料デブリに流れ込んだ降水に
よって臨界状態（核分裂の連鎖反応が継続してい
る状態）に達したと考えられている。また，時間
経過とともに燃料デブリの崩壊が進み，ダスト化
することが懸念されている 6）。このような燃料デ
ブリの臨界状態の発生状況や経年変化事象を学ぶ
ことで，1F の廃炉における安全対策，燃料デブリ
の特性等を検討する上で参考にすることができる。

長期間の腐食により SO が劣化したため，欧
州復興開発銀行の支援によってアーチ形状の新安
全閉じ込め構造物（New Safe Confinement，
NSC）が建設された（写真1）。作業員の被ばく
線量低減のために，NSC は 4 号機の西側で建設
され，2017 年 11 月に SO 上への NSC のス
ライド移動が行われた。

2017 年 5 月にウクライナの原子力発電所の安
全問題研究所において，3 日間の日程でチェルノ
ブイリ・ワークショップが開催された。日本からは，
JAEA，東北大学，東京工業大学，および NDF が
参加し，米国，ベルギー，ドイツ，およびウクライ
ナも含めて合計 50 名の参加があった。チェルノ
ブイリで採取された燃料デブリの性状，ダスト化
に至る研究の状況，建屋・SO の崩落しそうな部位
を取り除く安定化措置等についての報告があった。

ワークショップ 2 日目は，チェルノブイリ原
子力発電所へのサイトツアーが行われた。NSC
の建設に向けて遮へい壁の設置，周囲の舗装等が
済んでおり，周囲の線量率は十分に低く，NSC
に立ち入らない作業員は全面マスクを装着せずに
作業をしていた。

NSC は，設備の設置・試験が行われており，
2018 年上半期以降の運用開始が予定されてい
る。NSCの運用により，まずは安定化措置を行い，
次に NSC の寿命（約 100 年）内に燃料デブリ
取り出しを行う方針となっている 6）。

4　知見の共有と情報発信
4.1　福島第一廃炉国際フォーラム

1F の廃炉に関する国内外の知見を，地元に対し
てわかりやすく提供するとともに，国内外の専門家
が廃炉の最新の進捗，技術的成果を広く共有する

写真1　チェルノブイリ原子力発電所のNSC外観
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ことを目的として，NDF が福島第一廃炉国際フォー
ラムを 2016 年から実施している。2017 年は，
7 月 2 日および 3 日において，それぞれ広野町中
央体育館およびいわきワシントンホテルを会場と
して開催した 7）。初日は，地元住民を主な対象とし
て，対話を中心とした新たな取組を行った。会場
にいる全ての参加者同士で廃炉に関する不安・疑
問・要望に関する意見交換および意識を共有した
後，地元の代表者から「知りたいこと」について廃
炉を進める側へ問いかけ，対話を深めた。加えて，
国際原子力機関事務局次長の講演，OECD/NEA
事務局長の総括および地元首長の挨拶も行われた。

2 日目は，技術的専門家を対象として開催した。
東京電力ホールディングス（株）から，1F の現
場状況および炉内状況推定に関する報告が行わ
れ，その後，燃料デブリ性状評価，安全リスク評
価，および廃棄物対策の 3 つの課題について，
海外の専門家による講演と相互討論が行われた。
本会議での議論に加え，併設しているいわき市生
涯学習プラザにおいて技術ポスター・セッション
も開催した（写真 2）。1F の廃炉に関係する出
展を広く受け付けたところ，国内の企業，研究機
関に加え，海外からイギリス，フランス，米国，
ロシア，ドイツ，ウクライナ，ノルウェーの企業，
研究機関から合計 83 件の参加があった。

2017 年の第 2 回福島第一廃炉国際フォーラ
ムでは，2 日間で，のべ 1 055 名の参加者があっ
た。2018 年は，8 月 5 日および 6 日に楢葉町
といわき市において第 3 回を開催する予定であ
る。関心がある方は，参加をお勧めする。

5　まとめ
1F の廃炉は，極めてチャレンジング，かつ長

写真2　技術ポスター・セッションの状況

期にわたるプロジェクトであり，多くの人が複数
の世代にわたって関与することになる。1F の事
故で確かなことと不確かなことを明らかにすると
ともに，過去の事故の教訓をまとめ，知見を共有
することは重要である。筆者自身，本業務に携わ
ることで多くの知見を得るとともに，さらなる知
見習得の必要性を痛感した。資質向上のための自
己研鑽の良い機会ととらえ，廃炉につながる支援
に力を尽くしていきたいと考える。
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