資料１ 福島第一原発・概要
構内配置図
経緯・概要
役割分担
目標と進捗

この資料での説明内容の概要の概要
▶フクイチの住所・面積・敷地内設備の位置関係。
⇒東京ディズニーランド 6.9 個分の敷地内には余裕が無い。
▶福島第一原発と事故の基本情報。現在の法的な位置づけ。⇒特定原子力施設
▶廃炉・汚染水対策に関する組織図。関係機関の名称と役割分担。
▶廃炉・汚染水対策の「大きな３つの課題」の達成目標年度と現状の進捗。
デブリ（溶融燃料）取り出し
ＳＦＰ（使用済み燃料プール）からの燃料棒取り出し
建屋のドライアップ（滞留水の汲み上げと止水）
◆個別対策や、その他のリスク対策は資料２・３へ

－１－

資料１－１
画像は著作権の関係で非公開です。
参考：https://goo.gl/8HgUhS

資料１－２

福島第一原子力発電所の概要
福島第一原子力発電所の概要（赤文字は特に重要な事象や、今後のリスク要因）

営業運転開始
形 式
電気出力（万ｋＷ）
地震発生時

１号機

２号機

３号機

４号機

５号機

６号機

1971年3月

1974年7月

1976年3月

1978年10月

1978年4月

1979年10月

沸騰水型軽水炉 （ＢＷＲ／Boiling Water Reactor）
78.4
78.4
78.4
78.4
運転中
停止中
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ＩＮＥＳ（イネス）評価

14日11：01

15日 6：14
（推定）

無

発生

メルトダウン（炉心溶融）
デブリ（溶融燃料）

無

110

400体

548体

無

548体 (内、
ＭＯＸ32体)

レベル７

※１

2012年4月19日

電気事業法に基づく廃止日
炉規法に基づく「特定原子力施
設」の指定日 ※２

2014年1月31日

2012年11月7日 （同日の第９回原子力規制委員会で決定）
0

ＳＦＰ内の燃料棒（括弧内は新燃
料。総数に含む）※３ ※４
建屋内滞留水

※１

※２

615
（28）

566（52） （2014年12
月22日、全
(一部に破損)
1535本の取り
出し完了）

有（１～４号機に約５万ｔ）

発災以降の責任者（所長）
事業者（施設管理者）

392
（100）

※５

1542
（168）

1654
（198）

有（3000ｔ程度）

吉田昌郎 （2010年４月～）→ 小野明 （13年６月～）→ 内田俊志 （16年６月～）
東京電力ＨＤ・福島第一廃炉推進カンパニー （2014年４月１日設立）

「The International Nuclear and Radiological Event Scale」の略。国際原子力機関（Ｉ
ＡＥＡ）及び経済協力開発機構原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）が策定した、原子
ＩＮＥＳ（国際原子力・放 力の事故・故障を評価する国際的な尺度。レベル１～７に分けられる。安全上重要
でないものは「評価尺度未満／レベル０」、レベル１～３が「異常な事象」、レベ
射線事象評価尺度）
ル４以上が「事故」。レベル７は「深刻な事故」（＝原子炉や防護障壁が壊滅・再
建不能／放射性物質の大規模な放出）であり、チェルノブイリ原発事故（1986年４
月）と福島第一原発事故の二例のみが該当。
災害が発生した原子力施設を管理する制度。施設管理者(東京電力ＨＤ)が施設内で

特定原子力施設 （原子炉等規 何らかの措置（例：建物解体・設備設置・廃棄物保管等）を講じようとする際は、

制法［核原料物質、核燃料物質及び原
子炉の規制に関する法律］第六十四条
の二・三、に規定)

原子力規制委員会へ実施計画（注１）を提出して、認可を受けなければいけない
（注２）。認可後も、規制委員会の検査を受けなければいけない（注３）。規制委
員会は、計画の変更を命じたり、不認可とする権限を持っている。
注１：「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」。炉規法での名
称は「特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施
するための計画」。
注２：実施計画の申請内容を審査するのが原子力規制委員会の「特定原子力施設監
視・評価検討会」（担当は更田豊志［ふけた とよし］委員長代理／2012年12月以
降、17年５月までに53回開催）。計画の申請以前に、長期的な視点で検討するのが
「特定原子力施設放射性廃棄物規制検討会」（担当は田中知［たなか さとる］委
員／2015年12月以降、17年２月までに５回開催）。
注３：「福島第一原子力規制事務所」の保安検査官が実施（所長・児玉 智［統括原
子力保安検査官］）。事務所の所在地は、南相馬市原町区萱浜字巣掛場45番178・福
島県南相馬原子力災害対策センター１階。

※３ ＳＦＰ(使用済み燃料プール)
※４

敷地内の燃料棒総数 （括弧

Ｓｐｅｎｔ

Ｆｕｅｌ

Ｐｏｏｌ／水深・約11.5m

総数は１万3137体（800体） ／上記表以外の所在⇒ ６号機の新燃料貯蔵庫に

は未使用の新燃料。総数に含む）

230体。共用プールに6726体（24体）。乾式キャスク仮保管設備に1412体（保管容
量は2940体）／燃料棒は全長・約4.5m

※５

プレジデント兼CDO（Chief Decommissioning Officer）：増田尚弘（東電HDの常務執
行役兼務。2011年３月当時は福島第二原発の所長）。他に６人のバイスプレジデン
ト（Vice President）が任命されている（社内登用３人・社外登用３人）。

廃炉推進カンパニー

参考・引用元の資料・Webサイト

政府事故調報告書・原子力規制委員会Ｗｅｂサイト・東電ＨＤのＷｅｂサイト
（https://www.nsr.go.jp/jimusho/fukushima1/index.html）
（https://www.nsr.go.jp/activity/earthquake/kisei/index.html）
（http://www.tepco.co.jp/decommision/team/index-j.html）

資料１－３ａ

福島第一原子力発電所の廃止措置に係る関係機関の役割分担

－４―

原子力規制委員会・規制庁
報告・申請

（安全規制・計画審査）
政府（大方針の策定・管理）

●実施計画の審査・認可

参画

●使用前検査・保安検査

●「廃止措置等に向けた中長期ロ
ードマップ」の作成・変更

研究開発のための基金（※４）
予
算
交
付

（実施計画の策定・実施・現

報告

場管理）

課題の提
示・共有

（技術情報・補助事業者の公募）
補助金交付(事業費)

東京電力ＨＤ・
廃炉推進カンパニー（※１）

進捗管理

●現状の課題での進捗管理

予算交付

監視

ＮＤＦ（原子力損害賠償・廃炉
等支援機構／※２）
●「廃炉のための技術戦略プラン」の

●廃棄物管理・各種対策・水処理

助言

●品質管理・労働環境整備

指導

作成・変更

報告

●研究開発の企画と進捗管理

進捗状況と

ＩＲＩＤ（アイリッド／※３）

課題の共有

（各種技術の研究開発）
●デブリ取り出し・廃棄物処分等の為の研究

研究開発の提案、設備や人材の提供

日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）

研究開発ニーズ

（基礎的研究・設備整備[＊]）

＊ 楢葉遠隔技術開発センター（楢葉町大字山田岡字仲丸）

●分析・研究・開発の為の設備の建設と整備

廃炉国際共同研究センター（富岡町大字本岡字王塚）
大熊分析・研究センター（フクイチの敷地西端/建設中）

研究開発や、その為の設備整備の実施主体

組織名
※１ 東京電力ＨＤ・福島第一原子力廃炉
推進カンパニー

設立

代表者の肩書・氏名

備考

責任と権限の明確化や、意思決定の迅速化
プレジデント兼ＣＤＯ：
を目的として設立された。廃炉・汚染水対
2014年4月1日 増田尚弘（発災当時、福
策について、直接の責任を負っている（Ｃ
島第二原発の所長）
ＤＯ＝Chief Decommissioning Officer）。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づ

※２ ＮＤＦ（Nuclear Damage Compensation
理事長：山名元（前・国 く認可法人。資本金140億円（政府と電力事
2011年9月12日 際廃炉研究開発機構理事 業者で折半）。廃炉のための技術戦略プラ
and Decommissioning Facilitation
長）
ンを策定し、必要となる研究開発等を企
Corporation）
画・立案。

※３ ＩＲＩＤ（International Research Institute
for Nuclear Decommissioning）／技術研究
組合「国際廃炉研究開発機構」
※４ 研究開発のための基金（廃炉・汚染
水対策基金）

廃炉・汚染水対策に必要となる技術の研究
理事長：剱田裕史（けん
開発・人材育成を目的として設立。電力事
2013年8月1日 だ ひろふみ／日本原電
業者・ブラントメーカー等、18法人が加入
常務取締役）
している。
廃炉・汚染水対策に活用できそうな技術・機器の実用化の為の研究基金。原資は経産省
の予算(「廃炉・汚染水対策事業費補助金」)。研究対象の技術は公募される。基金の運
営主体は「公益財団法人 原子力安全研究協会」が、事務局は「三菱総合研究所」が選
定されている。技術情報を募集しても、応募がＩＲＩＤだけの場合が大半。

注／各組織のサイト、及び、会計検査院の、会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書「東京電力株式会社に係る原子力損
害の賠償に関する国の支援等の実施状況に関する会計検査の結果について」（2015年3月）に基づいて、春橋作成

●一義的な責任を負っているのは東電廃炉推進カンパニー（原子力規制委員会に実施計画を申請）。
●東電を支援する組織の大まかな役割分担：ＮＤＦ⇒廃炉戦略や技術研究企画を検討。
ＪＡＥＡ⇒計測・試料分析や、研究・実験設備の整備・運用。
ＩＲＩＤ⇒技術開発（ロボット等）。

資料１－３ｂ

廃止措置に向けた政府（経済産業省）の役割分担

福島第一原子力発電所の廃止措置に向けた政府（経済産業省）の役割分担
原子力災害対策本部（本部長：内閣総理大臣）

廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議（議長：官房長官）
●対策の方向性の決定
●「廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」の決定

廃炉・汚染水対策福島評議会
（議長：経産副大臣）
●地元への情報提供

廃炉･汚染水対策チーム会合

廃炉・汚染水対策現地調整会議

（長：経産大臣）

(議長：経産副大臣)

●「中長期ロードマップ」の検

●現地との情報共有

討・審議

●広報活動の在り方の検討

●関係省庁との連携強化

チーム会合／事務局会議
●現場状況の把握
●ロードマップの進捗管理

汚染水処理対策委員会
（長：大西有三）
●汚染水の状況把握
●対策の進捗の確認

トリチウム水

高性能多核種除去設備

陸側遮水壁

タスクフォース

タスクフォース

タスクフォース

（長：山本一良）

（主査：大西有三）

●高性能ＡＬＰＳの整

（主査：大西有三）

●主としてトリチウム水の

●トリチウム水の処理

備実証・進捗管理（※２）

●陸側遮水壁の概念設

扱いに関して、社会的観点を

に関する選択肢の技術

計・施工計画の策定・進捗

含めて総合的に検討

的評価・整理（※３）

管理等（※１）

多核種除去設備等処理水の
取扱いに関する小委員会

※１：陸側遮水壁の工法として「凍土方式」の採用を決定した。これが、所謂「凍土壁」と呼ばれるようになる。
※２：高性能 ALPS は国費・約 150 億円が投じられ、日立が受注した（ＡＬＰＳ→「Advanced Liquid Processing System／
多核種除去設備」
）
。
※３：2016 年６月３日に報告書を提出し、タスクフォースの活動は終了。トリチウム水は「ＡＬＰＳ処理済み水」のこと

経産省のサイトを基に春橋作成
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning.html
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku.html#osensuitaisaku_mt
▶経産省の担当部署は「資源エネルギー庁・電力・ガス事業部 原子力政策課 原子力発電所事故収束対応
室」（長：湯本 啓市)
▶原子力規制庁の担当部署は「原子力規制部

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室」
（長：今井 俊博）

－５－

福島第一原発の廃止措置に向けた「大きな三つの目標」～進捗と今後の見通し～
▶フクイチのリスクを低減させる為にも、廃炉を進める為にも、建屋内の核燃料（及び、放射性廃棄物）を取り出さなければいけない。その為に
は、３つの大きな課題の達成が不可欠とされており、
「廃炉・汚染水対策」の主要な目標となっている。
（注・
「大きな三つの目標」は春橋の造語）
１． 原子炉の下に溶け落ちている筈のデブリ（溶融燃料）の取り出し →資料４ａ
２． ＳＦＰ（使用済み燃料プール）内からの核燃料棒（燃料集合体）取り出し →資料４ｂ
３． 建屋のドライアップ（水抜き・止水） →資料４ｃ
以下、３つの目標の進捗と今後の見通しを示す（４ａとｂの赤丸は、現時点を指す）。
資料１－４ａ

福島第一原発のデブリ取り出し～進捗と今後の見通し～

▶デブリの場所・性状が確認されておらず、確認の為の調査が必要。
―１号機格納容器内部・下部は、過去の調査結果に基づいて、2017 年３月にカメラ・線量計を吊り下ろして調査。
―２号機格納容器内部・下部は、過去の調査結果に基づいて、2017 年２月にロボットとガイドパイブで調査。
―３号機格納容器下部は水没。過去の調査結果に基づいて、2017 年夏を目途に水中用ロボットで調査予定。

▶滞留水・堆積物の一部も採取・回収され、内部の撮影や線量計測も行われているが、デブリそのものや場所は特定されていない。
▶ＮＤＦは、2017 年夏を目途にデブリ取り出し方針を決定予定。
―６－

資料１－４ｂ

福島第一原発のＳＦＰ内燃料棒取り出し～進捗と今後の見通し～

▶遠隔操作による燃料交換機を設置して、取り出す方針
―３号機は燃料交換機設置作業中。17 年６月半ば時点で走行レール設置中。８月、屋根カバー設置開始予定（2018 年度取り出し開始予定）
―１号機は建屋カバー撤去が完了し、オペフロの線量や瓦礫積み重なり状況を調査中。
―２号機は建屋西側壁面に設置した前室内で、壁面に開口部を作り、オペフロ内部を調査予定。
（調査結果に基づいて、17 年度中に取り出しプラン決定予定
／建屋の上半分を解体する案が軸になる見込み）

―７－

資料１－４ｃ

福島第一原発の建屋ドライアップ～進捗と今後の見通し～（非）

（画像は著作権の関係で非公開です）
参考：http://www.nsr.go.jp/data/000189680.pdf 13 頁
▶「ドライアップ」は完全にドライな状態にすることを意味しない。デブリへの冷却注水循環による水の出入りは残るという前提。
▶滞留水除去後の１号機タービン建屋地下階の最高線量は約 10mSv/h（福島第一原子力規制事務所の検査官レポート、17 年３月 31 日付に基づく。
ドライアップ前後で有意な変動は見られない。https://www.nsr.go.jp/data/000183952.pdf ）
▶次のドライアップ目標は赤丸部分（2018 年度上半期目途／１号機廃棄物処理建屋。Ｏ.Ｐ.＋1.4ｍ）。
▶建屋全体のドライアップ完了目標は 2020 年。
▶ドライアップと並行して、滞留水のインベントリ低下にも取り組んでいる。
－約 25 京㏃（2011 年５月頃／Cs134・137 の合計）→６千兆㏃（2015 年４月末／Cs134・137 と Sr90 の合計）→約３千兆㏃(2017 年４月末／同)

－７－

資料１－４ｃ・別添

建屋内外の水位コントロール目標と、最悪シナリオ（イメージ図／経産省作成の図表に春橋にて加筆）

▶建屋のドライアップは、単純に「建屋滞留水を汲み上げる」というものではない。
―現状は上図・左の状態であり、建屋滞留水の水位だけを下げると、周辺地下水との水位差が大きくなり、建屋内への流入量が増えてしまう。
―建屋滞留水と建屋周辺地下水の水位を並行して下げなければならない。その為に、凍土壁・サブドレン等、各種の対策を実施している。

▶ドライアップ完了後（2020 年予定）の最終的イメージは中央の図のようになる。
▶右は、原子力規制委員会が危惧している最悪シナリオ。右の状況を防ぐことは、関係者全てが一致している。
―建屋滞留水が急増（水位が急上昇）する場合に備えて、水の緊急移送先として、緊急用のタンク・別建屋を確保している。
―建屋周辺地下水位が急低下する場合に備えて、汲み上げ井戸とは別に注水（リチャージ）井を設置している。

－８－

