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報告者：川井康郎
（原子力市民委員会原子力規制部会）

日弁連主催オンラインシンポジウム
「福島第一原発の汚染水対策の現状と課題」

汚染水の海洋放出は避けられる
～その現実的な選択肢
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1. 汚染水の現状
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■発生メカニズム
地震により原子炉建屋地下ピットに亀裂
発生⇒流入地下水とデブリ冷却注水が
混ざりあって放射能汚染水発生

発生量抑制設備
地下水バイパス、サブドレン、凍土壁、地表
面舗装など

汚染水の発生

■処理設備
セシウム吸着装置、塩分除去装置
（RO）、多核種除去設備（ALPS）など

（東電資料より）

（東電資料より）
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貯留汚染水の現状

➢ 総貯水量： 128万m3超（@2021年11月11日時点）

➢ トリチウム量：約780兆Bq（@2021年5月時点での評価）

濃度は約15万～216万Bq/L、平均62万Bq/L

➢ 約140 - 150 m
3
/日で増加（過去2年間）

➢ 設置タンク容量：137万m3（東電は2022年秋頃に満杯見込みと）

⚫ （参考）炉内残存トリチウム量
原子炉内で発生したトリチウム総量は2,069兆
Bqと評価（2020.1.1時点）。
当時タンクに貯留されているとされた860兆Bq

を引くと最大約1,200兆Bqが建屋内に残存し
ていたことになる。（東電2020年4月8日見解）

（東電処理水ポータルサイトより）
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トリチウム以外の核種も残留 （2021.6.30現在、東電処理水ポータルサイトより）

➢ 現在、貯留量の68%が「告示濃度比総和」1.0を
超えている。

➢ 東電は告示濃度比総和が1.0を超えるタンク水は
再処理することで1.0以内に収めるとしている。

（参考）タンクグループ毎の告示濃度比総和値の例
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2. 海洋放出は避けられる
～現実的な選択肢
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➢ 年間排出量：22兆Bq以下
= 事故以前の１F排出管理目標値。但し、実際の排出量は1.3-2.6兆Bq/年

➢ 濃度：1,500 Bq/L以下（約400倍に希釈）
= 地下水バイパスならびにサブドレン水放出の運用基準値

➢ 現在の貯蔵量を処理する期間：30年以上

東電による海洋放出計画

➢ 放流設備

海底トンネルを経由して1km先に放出

（東電計画書より）
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10万m3原油タンク
（秋田国家備蓄基地HPより）

➢ 保存期間中の放射能減衰 （半減期 = 12.3年）
➢ 石油備蓄に多くの実績を有する堅牢さ
➢ 面積当たりの貯水量向上

減衰の例
50年後⇒ 1/17

110年後⇒ 1/480 (⇒1,500 Bq/L)

123年後⇒ 1/1024

選択肢（１）大型タンクによる長期保管
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東電１F敷地内
北側の土捨場、廃棄物貯蔵施設計画地、
廃炉関連施設計画地
⇒「絵に描いた餅」の廃炉計画を見直し

除染廃棄物中間貯蔵施設敷地
総面積1,600 haの広大な敷地（環境省
所管）

敷地候補～土捨場と除染廃棄物中間貯蔵施設

（東電資料より）

（環境省資料より）
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低レベル汚染水をセメント、砂と共にモ
ルタル固化し、コンクリートタンクの中に
流し込む。

2018年10月に完成した大型コンクリートタンク
“Salt Disposal Unit (SDU) 6”

容量：124,000m3

米国サバンナリバー核施設（SC州、廃止措置中） にて実施中の低レベル廃液モルタル固化施設
（写真はDOE向けSavanna River Site廃液処理プロジェクト報告No.21、2019.1.31より）

選択肢（２）モルタル固化による永久処分
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■利点

■課題

➢ 永久的に放射性物質の海洋流出リスクを遮断
➢ 期間中のトリチウム減衰
➢ 汎用土木技術
➢ 原発の低レベル通常廃棄物処理にすでに適用⇒ドラム缶にモルタル固化
され、トレンチあるいはピット処理

➢ 低い容積効率～約1/4 

➢ 固化時の発熱によるトリチウムを含む水分の蒸発（東電指摘）
⇒分割固化、水和熱抑制剤投入、仮設凝縮器の設置などで容易に対処可能

水 セメント 砂 砂利 合計

モルタル 270 530 1,600 - 2,400

1m3のモルタルを作るのに必要な重量㎏（例）

固化案の利点と課題

東電、経産省は海洋放出という「結論ありき」の方針のもと、真剣な検討を行
なっていない！
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（2016年6月経産省トリチウム水タスク
フォース報告書より）

＜計画＞
➢ コンクリートピットの周囲にベントナイト層
＜建設期間＞
➢ 最大26か月
＜コスト＞
➢ 1,624億円以上
⇒例えばサバンナリバーのように半地下型
にすることで期間、コスト共に下げること可
能。モニタリングも容易

タスクフォースによる「固化・地下埋設」案
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その他の案

➢ 洋上備蓄
➢ 地層処分～CCS（CO2貯留）技術の応用

トリチウム分離技術

現在、東電はナインシグマ・ホールディング（株）を通じて新たな技術公募を行
なっている。この数年間に提案されている主要な技術

➢ ロシアRosRAO社：電解を含んだ水素同位体交換法（CECE）
➢ 近畿大学：アルミ多孔質体による毛管凝縮分離

但し、あくまでもトリチウム濃縮水（水素）と希釈水の分離であり、後者の取り扱い
に課題は残る。
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3. 長期的視野
～廃炉ロードマップとの関連
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実現不可能な廃炉ロードマップ

■ タイムスケジュール(2019.12改訂版）の破綻～当初（2011.12）より見直しされず

2041~2051年末に
廃炉完了!?

■現実～困難なデブリ取出し

➢ 高線量により内部調査困難～デブリの位置、分布、形状、性状、組成等不明
➢ デブリ取出し方法と取出し後の処分方法も目処つかず
➢ 巨額費用と被ばくを伴う膨大な作業を必要とする

➢ TMI（デブリは圧力容器内）：事故後40年の2019年に「今後60年をかけて廃炉」と発表
➢ チェルノブイリ：石棺＋シェルター（耐用年数100年）

⇒デブリ取り出し計画は「絵に描いた餅」
⇒ フクシマ事故は容易に復旧可能と思わせたい政府の意向
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デブリ取り出しの困難
➢ コンクリートや鋼製構造材と融合しているもの
が多く、物理的に剥離・破砕・搬出が困難

➢ 格納容器内は80 Sv/h前後の高線量で人が
近づくことは不可能。

➢ 気中、横出アクセスの場合の遮蔽が困難
➢ 取り出し資機材（ロボット等）、方法は開発中
➢ 取り出し後の保管、処分方法未定

（国際廃炉研究開発
機構（IRID）2018年
6月資料より）

■現行（机上）案～実際には「試行錯誤」

（IRID奥住直明「燃料デブリ
取出しにかかわる技術開発
の現状について2019年6月
4日」より）
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原子炉/格納容器は長期遮蔽管理へ

➢ 原子炉建屋に外構シールドを設置（他建屋は解体）
➢ デブリは空冷化を図る。それが実現出来れば汚染水の発生は
止まる。

■放射線レベルの低下
➢ 作業環境の放射線レベルは、100年後
は約1/16、200年後は約1/65と試算さ
れる（右図参照）

➢ 作業員の被ばく総量と費用合計は現
ロードマップ案より小さくなると試算。

⇒詳細は「100年以上隔離保管後の後始
末2017改訂版（原子力市民委員会編）」
参照

炉内放射能減衰曲線
（原子力市民委員会レポート2017より）

外構シールド概念図

■外構シールドによる長期遮蔽管理

（原子力市民委員会作成）
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デブリ空冷化の実現性

2013.10.24東電予測 市民委試算

号機 2013.11 2016.11 2019.10 2020.1

1 150 80 70 40

2 210 100 80 45

3 200 100 80 45

デブリの発熱量（推定）
（単位：kW)

➢ デブリ発熱量は自然対流にて除去可能なレベルまで下降
➢ 圧力容器内ならびにペデスタル内側のデブリ最高温度は

450℃以下にとどまり（市民委員会試算）、安全は保たれる。

2号機RPV内デブリ最高
温度（推定）

冷却概念図

⚫ 市民委試算値は東電による冷却
水停止試験（2019-2020）結果に
基づく算出

⚫ 減衰に加え、放射性物質の冷却
水側への溶出が影響していると
思われる。

（原子力市民委員会作成）
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空冷後の汚染水発生停止方法

手段 概要 備考・課題

ピット内充填 地下ピット内にモルタルを充填し、地下水
の侵入を完全遮断

作業条件を良好にするため工事中は
サブドレンにて水位を最大限低下

ピット外部止水 ピット外壁と外構シールドの隙間を充填 外部地下構造の詳細把握必要。工事
の困難性が予想される

自然置換 侵入地下水の汲み上げ継続することで時
間とともに希釈

外部放出許容濃度に希釈置換するま
での期間不明

➢ 駆動機器を伴わない受動的（Passive）な方法によること。
➢ 空冷への移行期間が長期化する場合は、汚染水増加対策として現行の凍土壁に代わる効
果的な地下水障壁が必要
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(1) ALPS汚染水の海洋への放出計画は直ちに止め、「陸上保
管継続案」あるいは「モルタル固化案」を採用する。

(2)とりわけ「モルタル固化案」については環境への放出を将来
にわたって遮断できる最有力な選択肢である

(3) 「廃炉のための中長期ロードマップ」を根本的に見直す。デ
ブリの無理な取り出しは止め、原子炉建屋の長期遮蔽管理
に移行する。デブリの空冷化を図ることで汚染水の発生を
止める。

提言まとめ



22

END

原子力市民委員会 事務局
〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4-15 新井ビル3階
高木仁三郎市民科学基金内
URL http://www.ccnejapan.com 

E-mail email@ccnejapan.com 

Tel/Fax 03-3358-7064 


