
1 
 

スマイル会資料                           
                                H.29.06.22 

福島第一原子力発電所（1F）廃炉について 
                                片岡 康昭 
 
２０１１年 3 月 11 日地震発生時において、東北地方太平洋地域では１１基の原子力発電所

が運転中であった。炉は全機とも停止したが、東北電力女川原子力発電所と日本原子力発電

東海第二発電所は設備の一部が浸水したものの電源は確保され冷温停止した。東京電力福

島第二原子力発電所と福島第一発電所６号機は海水冷却ポンプを失ったが電源の一部が使

用でき、また５号機も６号機と電気をやりくりし危機をまぬかれた。福島第一原子力発電所

（以下１F）は 3 基が稼働中、1 基（4 号）炉は定期検査のため休止中であった。東京電力

（以下東電）では福島 1F の 1～４号機で壊滅的な事故が発生した。 
 
（１）廃炉クロノロジー 
２０１１．０３．１１ 
三陸沖海底を震源とするマグニチュード９．０の地震発生 
津波第二波到達。１～6 号機の主要な建屋が浸水 
１～５号機全交流電源喪失 
枝野官房長官が原子力緊急事態宣言の発令を発表 
１号機の燃料が水面から露出。メルトダウンが始まる。かなり遅い時期までメルトダウンの

発生は公表されなかった 
福島県対策本部が福島１F から半径２キロ圏内の住民に避難指示 
菅内閣総理大臣が福島１F から半径３キロ圏内の住民に避難命令。同半径３キロから１０キ

ロ圏内の住民に対して屋内退避の指示 
０３．１２ 
１号機原子炉格納容器の圧力が異常上昇 
福島１F から半径１０キロ圏内の住民に避難命令 
１号機ベント作業開始 
１号機原子炉建屋が水素爆発 
福島１F から半径２０キロ圏内の住民に避難命令 
１号機原子炉内へ消火系ラインからの海水注入開始 
０３．１３ 
３号機ベント作業開始 
３号機原子炉内へ消火系から消防車による海水注入開始 
０３．１４ 
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２号機原子炉建屋が水素爆発 
２号機原子炉隔離時冷却装置停止 
２号機原子炉内へ消火系ラインから消防車による海水注入開始 
０３．１５ 
２号機ベント作業開始 
４号機原子炉建屋が水素爆発 
福島１F から半径２０キロ以上３０キロ圏内の住民に屋内避難指示 
０３．１７ 
陸上自衛隊のヘリコプターが３号機に放水 
０３．２４ 
３号機タービン建屋の地下１階で協力企業作業員が深さ約１５ｃｍの汚染水に足を踏み入

れ被ばく 
０４．０２ 
２号機取水口付近の立て坑の亀裂から汚染水が海に流出していることが判明 
０４．０４ 
放射性物質の濃度が低い汚染水約１万トンを海へ放出 
０４．２２ 
福島１Ｆから２０キロ以上３０キロ圏内の屋内退避指示が解除され、２０キロ圏内を警戒

区域、３０キロ圏内を緊急時避難準備区域に指定 
０６．１７ 
汚染水浄化装置（主にセシウムを除去）「キュリオン」、「アレバ」の運転開始 
０８．１８ 
汚染水浄化装置（主にセシウムを除去）「サリー」の運転開始 
１０．２８ 
１号機の放射性物質拡散を防ぐ原子炉建屋カバー設置工事完了 
１２．１６ 
政府と東電がすべての原子炉の冷温停止（１００℃以下）を宣言 
２０１２．０４．１９ 
１～４号機の廃止を正式に決定 
海側遮水壁の設置工事に着手 
地下水バイパス設備の設置工事開始 
２０１３．０３．３０ 
汚染水からトリチウム以外の大半の放射性物質を取り除く「多各種除去装置（ＡＬＰＳ）の

試運転開始 
０７．２０ 
４号機使用済み燃料取り出し用カバーの設置完了 
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１１．１８ 
４号機使用済み燃料プールからの燃料取り出し作業開始 
２０１４．０１．３１ 
５，６号機の廃止が正式に決定 
０３．０８ 
４号機使用済み燃料プール内のガレキ撤去完了 
０４．０１ 
福島１Ｆ廃炉推進カンパニー設置 
０４．０９ 
地下水バイパスによる地下水のくみ上げ開始 
０６．ｘｘ 
陸側の凍土遮水壁の設置工事に着工 
１２．２２ 
４号機使用済み燃料プールからの燃料取り出し完了 
２０１５．０１．１０ 
汚染水から主にストロンチュウムを除去する「ＲＯ濃縮水処理設備」の運転開始 
０４．１０～２０ 
ロボットによる１号機原子炉格納容器の内部調査実施 
０５．２７ 
高濃度汚染水の処理完了 
０５．３１ 
大型休憩所の運用開始 
０６．１２ 
中長期ロードマップの見直し 
０８．０２ 
３号機使用済み燃料プール内の大型ガレキ（燃料交換機）の撤去完了 
０９．０３ 
サブドレン地下水のくみ上げ開始 
０９．１４ 
サブドレンで汲んだ地下水を浄化後、初の海洋放出 
１０．０５ 
１号機建屋カバー屋根パネルの取り外し完了 
１０．２０，２２ 
カメラによる３号機原子炉格納容器の内部調査実施 
１０．２６ 
海側遮水壁の閉合作業完了 
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１２．０８ 
一般服作業着用エリヤ拡大 
２０１６．０２．０９ 
陸側遮水壁の設備工事完了 
０２．２４ 
東電が事故当時に炉心溶融の定義を明記したマニュアルが存在していたが使用していなか

ったことを公表 
０３．０８ 
構内の約９０％のエリヤで作業時の防護服・ゴム手袋などの装備が不要になる 
０９．１３ 
１号機建屋カバー解体開始 
１０．２０ 
海側凍土壁ほぼ凍結 
２０１７．０１．２９ 
２号機燃料把握の調査開始 
０１．３１ 
２号機において黒い塊を撮影 
０２．１９ 
２号機においてロボット撮影機「サソリ」機能せず 
０３．２４ 
１号機においてロボットによる核燃料確認できず。ガレキのため進めず 
 
（２）廃炉とは？ 
①汚染水対策 
②燃料の取り出し 
③解体、片付けが最後まで終わることである 
① 汚染水対策 
事故を起こした原発の下に地下水が流れていて、そこに放射性物質で汚染された水が混ざ

って海に流れ出すことを防ぎ、１～４号機に流れ込んできてしまって発生した汚染水をで

きるだけ増やさないことが主眼となる。そのために現在取られている手段は 
地中に壁を作る 
井戸を掘って水をくみ上げる 
汚染水を循環させるである。 
地中に壁を作ることは地下水を１～４号機の下に流れにくくし、海にも流れにくくする。井

戸を掘って水をくみ上げることは原発の下に流れてくる地下水を事前に組み上げてしまい

汚染されないようにする。汚染水を循環することは原子炉の冷却のための冷却水を循環さ
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せ、新しい水の注入を極力減らすことである。ALPS の導入により６２種類もの各種・放射

性物質が除去されるようになっている。現在では処理能力を高めるため既設の多核種除去

設備のグレードアップ版が増設され「増設多核種除去設備」「高性能多核種除去設備」を含

め３種類が稼働している。トリチュウムを含む汚染水は法規上も実際的にも無害であるが、

地元の了解が得られず日々、多量に増加していることは大きな問題である。汚染水問題に対

する国の基本方針は、２０１３．０９．０３に「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、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こととした。併せて、汚染水対策の基

本方針として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

いとし具体的な方策を講じることとした。汚染源を取り除く対策は地下トンネル内の高濃

度汚染水の除去、ALPS の設置、汚染源に水を近づけない対策としては地下水バイパスの設

置、サブドレンの設置、陸側遮水壁（凍土方式の遮水壁）の設置、敷地の舗装、汚染水を漏

らさない対策としては海側遮水壁と地下水ドレンの設置、排水貯蔵タンクからの漏洩対策

がある。 
 
② 燃料の取り出しは運転中であった１～3 号機と 4 号機では異なっている。燃料には「本

来の形状のままの燃料」と「溶けてしまってデブリとなった燃料」の二種類がある。順

番としては使用済み燃料プール内の燃料を取り出すことから始まり、これは 2014.12．
22 に完了し、取り出した燃料は建屋の屋外にある共用プールに保管されている。次に、

１～3 号機の「使用済み燃料プール内の燃料」の取り出しが行われる。そのうち最初に

3 号機が行われる。3 号機は水素爆発で屋根が吹き飛び、オペレーティングフロアが露

出している。オペレーティングフロアに載っているガレキを取り、除染を行い、放射性

物質がついたダストが飛ばないようにする必要がある。次に 1 号機で同様の作業を行

う。2 号機は水素爆発を起こしていないので壊れずに残っているオペレーティングフロ

アの上の天井・壁を取り除いた後で同様の作業を行う。１～3 号機の燃料取り出しは遠

隔操作によらざるを得ない。「原子炉内のデブリ化した燃料」の取り出しは五里霧中の

状態にある。多数のちょっとした障害物が無数に存在し、それがどこにあるかがわから

ず、確かめようもない。デブリの取り出しは 2021 年のスタートを目標としているが実

現できるか不透明である。現在検討されているデブリ取り出しの工法は原子炉の中に水

を入れて行う「冠水工法」と水を抜いて行う「気中工法」がある。冠水工法のメリット

は冷却効果、放射能の遮蔽効果、ダストの飛散防止がある。気中工法の最大のメリット

は冠水工法のメリットを生かすことはできないが、工具、機材を上からだけでなく、横

からもアクセスできることにある。しかしこれも現在原子炉の内部の状況が皆目わかっ

ていないのでは、使用する工具、機材もわからず、使用する姿勢もわからないので判定

のしようがない。現座の計画では廃止措置のゴールは１～4 号機の建屋すべてを解体・

片づけをすることになっている。しかし、熱量もなく、放射性物質も新たに放出しない
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状態になっているデブリについて、取れるものはとるが、そこに置いたままにする方法

もあるのではないかという意見もある。作業員が原子炉に近づけないためにロボットを

使用し遠隔で作業せざるを得ない。震災後約３年間で屋内外合わせて３５台のロボット

が投入されており、調査、ガレキ撤去、サンプル採取等に使用されており、そのうちの

５台がトラブルで帰還不能になっている。このトラブルはほとんど通信系で発生してお

り、ケーブルの断線等が疑われている。建屋内は整然としておらずアクセス時に想定の

姿勢で制御できないこともある。電子部品は放射線損傷により使用時間が限られること

から、より多くの情報を得るためには耐放射性を考慮する必要がある。半導体を含む電

子機器、通信機等が高い放射線環境下に曝され、現状では１０時間程度しか使用できな

い。このため電子部品を含まない機構、ローテクが功を奏する場合も多い。 
③廃炉：廃棄物の処理 
「使用済み燃料プール内の燃料」については従来の仕方で処理することができる。「デブリ

化した燃料」については取り出してみないことには何がどのくらい入っていてどのように

して処理すればいいのか見当もつかない。このため、研究施設を作り、2017 年度内にガレ

キなどの低放射性物質について、2020 年度内にデブリなど高放射性物質に関する研究施設

の運用を開始する。 
 
（３）廃炉に向けた費用の問題 
2014 年度までに廃炉にかかったことがわかっている費用は 5912 億円である。廃炉にかか

わる人と組織の関係では、東電が中心に位置づけられている。東電には社内に「廃炉推進カ

ンパニー」と「福島復興本社」があり、廃炉推進カンパニーはオンサイト、福島復興本社が

オフサイトの対応に当たっている。政府サイドには大きく三つの軸があり、一つが１F その

ものへの対応で、経産省・資源エネルギー庁と原子力規制委員会がメインプレーヤーで、前

者が廃炉・汚染対策の促進を、後者が安全規制を行っている。二つ目は除染とそれに関する

中間貯蔵施設で、これは環境省が中心になって進めている。これまで力を入れてきたのが１

F 周辺の線量が比較的高い自治体を対象とした「直轄除染」と呼ばれるものである。２０１

６年度で当初計画していた除染全体は終わることになっていた。三つめは内閣府を中心と

した動きで、事故発生当初政府の中心となったのが「原子力災害対策本部・原子力被災者生

活支援チーム」で、現在に至るまで被災者支援や避難指示区域の再編や解除、放射線に関す

る基準の検討など省庁をまたいでなすべき施策を行う。現在は避難指示のかかった１２市

町村の住民の支援中心に活動している。廃炉に関する費用を、東電は自らオフィシャルに説

明してはいない。放射線についてはかなり詳細に公表しているが、費用に対しては「決算を

見てください。個別にいくらかかっているかは公表していません」と主張するのみである。

会計検査院が２０１５年 3 月に公表した「東京電力株式会社にかかわ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の報告書」によれば、東

電・国合わせて約５９１２億円がかかっている。内訳は、１、災害特別損失が３４５５億円。
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これは冷却、除染、モニタリング、燃料取り出し、プラントの安全等々のこれまでの廃炉や

汚染水対策のメイン部分である。２、安定化維持費用が５４３億円。これは修繕や委託・消

耗品など日常の中で発生する費用である。３、研究開発費が２５億円。目の前の課題を解決

し、機材などの開発を進める費用。さらに国の費用として４、１８９２億円。これは技術的

難易度が高く、国が前面に立って取り組む必要のあるものである。１～３は２０１３年まで、

４は２０１４年までにかかった費用である。将来これからどのくらい費用がかかるかにつ

いては２０１５年に改定された東電の経営計画「新・総合特別事業計画」に明記され、廃炉

費用として９８６２億円を計上済みで、これに加え今後の円滑な廃炉に万全を期し、予期せ

ぬトラブルに伴う費用増等が生じた場合にも着実に対応できるよう、上記経常費用の他、２

０１４年度から１０年間の総額として汚染水・安定化対策の投資・費用を中心に１兆円を計

上している。つまり現時点では２兆円程度かかると予想している。賠償については２０１６

年１月までに約５兆８６１９億円がかかっている。今後については「新・総合特別事業計画」

によればこれまで支払った分も含めて７兆７３５億８５００万円を見積もっている。除染・

中間貯蔵は、２０１３年時点の試算で、除染が２．５兆円、中間貯蔵が１．１兆円で見積も

っていたが、２０１６年度予算まで含めた除染の予算は２兆６３２１億円が計上されてい

る。当初計画になかった「避難困難区域の除染」については環境省が実験的に除染を開始し、

これを東電は支払わないと表明したため問題になっている。概数として廃炉に２兆円、賠償

に７．１兆円、除染に３．６兆円、合計１２．７兆円が２０１６年時点の見積もりである。

東電はこれらの費用を基本的に負担することになるが、会計検査院の報告書によれば最長

で「３０年後；２０４４年までに全額回収する」ことになっている。東電は国債でこの費用

を交付されているため、借入時の利息が約１２６４億円かかり、これは税金で国民が負担す

ることになる。さらに、東電が返済する方法として約２兆５０００億円の除染費用を国が所

有する東電株の売却益で賄われることになっている。詳しくは、「原子力損害賠償・廃炉等

支援機構」が約１兆円で引き受けた東電株を約２兆５０００億円で売る。すなわち、東電が

経営改善をして株価を２倍以上にしたうえで売却する必要がある。２０１６年２月時点で

の東電の株価は６００円程度なので、１５００円以上にする必要がある。政府は２０１１年

原発事故の賠償費用を賄うため、全国の電気利用者の料金から集める仕組みを作ったが事

故費用は拡大。２０１３年に除染なども含め１１兆円と見積もられた後、直近の試算では２

１．５兆円に拡大した。（２０１７．０４．０９朝日新聞）そこで政府は、１、昨年 12 月、

1、８兆円に膨らんだ廃炉関連の費用は東電の送配電子会社の合理化費用で賄う、２、賠償

費用の増加分２．５兆円は東電以外の大手電力やガス会社などの新電力も負担する、３、そ

の代わり新電力に電気を供給するための新市場を作るといった負担の割り振りをまとめた。

昨年夏から暮れにかけて繰り広げられた政府・与党の追加負担論議で経済産業省（以下経産

省）は自民党の有力議員を頼みに一気に枠組みをまとめ上げた。２０１６．１０．２０、自

民党本部において資源エネルギー庁（以下エネ庁）長官他経産省の幹部が集まりマスコミを

排除して「原子力政策・需給問題当調査会」通称額賀調査会が開かれ、以後４回負担問題を
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議論した。経産省の腹案は福島１F の廃炉や賠償費用を税金ではなく、大手電力の送電網の

使用料「託送料金」に上乗せして集めることであったが、これには自由化で電力事業に参入

したガス会社、原発とは無縁の新電力の契約者にも負担を求めることになり、原発に批判的

な議員を中心に反対論が噴出した。１２．０１経産省は修正案を出したが批判は収まらなか

った。その８日後１２．０９に調査会の冒頭、額賀会長が「責任政党である自民党として結

論を出していきたい」と宣言しするすると収束してしまった。経産省はこの時、事故対応費

が従来の１１兆円から２１兆円になると記した資料を初めて配布した。エネ庁長官は「東電

が１６兆円、大手電力が４兆円、国が２兆円、新電力が０．２兆円という費用分担を提案さ

せていただく。ご審議をお願いしたい」と説明した。河野太郎は東電の合理化分は消費者に

還元すべきだと批判、東電が合理化すればその分料金を下げるのが筋だと主張した。開始か

ら約１時間半後、額賀が口を開き「廃炉は東電が合理化してやって行くことが重要だ。賠償

は上限を決め、新電力も協力しようと思えるように配慮する」と経産省案にお墨付きを与え

て締めくくった。従来より１０兆円も増えた負担の配分をめぐる与党内の議論がわずか１

か月半で決着した。その後有識者会議が経産省地下で開かれ、消費者代表による「実際に事

故が起こって賠償、除染、廃炉の費用がますますかかる。原子力は安いといえるか疑問だ」

との訴えは無視された。福島 1F 事故で必要になる費用は経産省の示した２１．５兆円で収

まるのか。日本経済研究センターは「事故処理費用は５０兆から７０兆円になる恐れ」とい

うタイトルのリポートを発表した。汚染土などは中間貯蔵施設への搬入後、３０年以内に県

外で最終処分されることになっているが、その費用が低レベル放射性廃棄物並みの処理単

価で試算したとしても３０兆円にのぼる。廃炉・汚染水処理でも３２兆円になりうるケース

もあり、経産省の数字は大甘と言わざるを得ない。このリポートは電源別の発電コストも試

算しており、原発の事故費用の増大や最近の資源価格などを考慮すると１キロワット時当

たりの発電単価は原子力が１４．７円で、石炭火力の１１．９円、液化天然ガス火力の８．

４円を大きく上回った。長崎大核兵器廃絶研究センター長の鈴木達治郎は「原発の経済性は

既存のものを含めて極めて不透明になっている。原発に対する疑問が出てくるのは無理も

ない」と言っている。経産省は肝心の事故対応費の総額を最終版まで示さないまま、自ら描

いたシナリオに沿って国民負担の割り振りを決め、制度作りを着々と進めた。賠償費を託送

料金に上乗せして広くお金を集める仕組みは、原発を持たない新電力とその契約者にも原

発のコストを押し付ける。しかも省令改正で対応できるため国会のチェックは働きにくい。 
 
（４）安全に対する最近の考え方（Resilience engineering） 
安全を二つの側面から捉え、固定的な状態を目指す安全を Safety-I、動的な危機回避や外乱

対応まで視野に入れて動作の継続を目指す安全を Safety-II と定義する。Safety-I の考えの

もとでは、例えば原子力発電所の各装置、施設構造やその特性は確定的であり、期待される

人間の行動も定められた手順通りとされる。この視点では「うまくいかなかったこと」の原

因究明と再発防止が基本になる。一方、Safety-II の視点ではシステム（およびその環境）
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は不変ではなく変化を続けていることを前提とする。その変化に対応しつつ、システム動作

を継続させることが望ましいのであり、この視点ではうまくいくことの探求が求められる。

Safety-II は異常時のみならず平常時の変動への対応にも関連していることが Business 
Continuation management と異なる。 
 
（５）廃炉に対する意見 
２０１６．０９．０２の朝日新聞天声人語に「原発の廃炉に伴う放射性廃棄物の処理につい

ての報道に関し、放射能レベルが下がって人体に害がなくなるまでにはとてつもない時間

がかかり（１０万年）地中深く埋めて保管する。原子力規制委員会は、原子炉の制御棒など

放射能レベルが高い廃棄物について、電力会社が３００～４００年間管理し、そのあとは国

が１０万年面倒を見るという基本方針を決めた。未来の子孫が誤って埋設地に入ったり掘

り出したりするのを防ぎ、地震や火山の影響も避けなければいけない。電力会社の責任範囲

を決めるにあたって数万年も管理させるのは現実的でないとなった。４００年だろうと１

０万年だろうと今を生きる世代が責任をとれるような話ではない。超現実的な現実に戦慄

を覚える（一部抜粋してあります）」との記事が載った。現在の世の中の論調は被災した炉

の内部調査を行い、すべてを解体し、取り除き、除染を行い、原発を設置する前の状態に戻

すことが主流である。しかし、チェルノブイリのように石棺を作りそのまま固定する方策も

考えられる。これは表面上の費用はあまりかからないが少なくとも数世紀以上の固定化が

行われ、住民の復帰がかなわず、汚染水の問題が残るが検討する必要はあると考える。 
 
（６）あとがき 
私見によれば福島１F 事故の根元は基本設計のミスにあると考えている。曰く非常用発電設

備をレベルの低い冠水する場所に設置したこと、曰く予備の貯水槽を高台に用意しなかっ

たこと、曰く計器室の近傍に非常用電源を設置せず、停電すると直ちにめくら運転を強いら

れたことｅｔｃである。設計の中枢にいた友人によれば、基本設計をアメリカのライセンス

で作った原子力発電所において日本側が口をはさむ余地がなかったという話を聞いたが外

から見ている者にとって自明のようなことが無視されることは信じられない思いである。

またこの業界ではタブーが多すぎる。事故直後ホールドアップ量からみて数分で炉が空焚

きになり、メルトダウンを起こすことは我々でも分かったが、メルトダウンが発生したこと

は数年後に認め、あるいは石棺という語もタブーになっていた。これらのことは原子力は安

全であるという神話に包まれて４０年間運用されてきたのである。私は当分の間人類の必

要エネルギーは太陽光から得られると考えているが、原子力に頼らざるを得ない事態も十

分にありうると思っている。しかしそれには発電所がフェールセーフであること、廃棄物の

処理方法が確立されていることが絶対条件である。長期にわたる原子力エネルギーの確保

のためにも、現在話題にも上らないトリウムによる発電の研究開発を進めることが必要で

あると思う。 
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