
1．はじめに

東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電
力 HD」）福島第一原子力発電所については、「東京電力

（株）福島第一原子力発電所 1 ～ 4 号機の廃止措置等に
向けた中長期ロードマップ」（以下「中長期ロードマップ」）
を 2011 年 12 月に決定し、継続的な見直しを行いつつ、
廃止措置等に向けた取組みを進めてきた。以降、中長期
ロードマップは廃炉・汚染水対策の進捗や地域住民の声
等を踏まえ第 3 版（2015 年 6 月）まで改訂されており、
廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議（以下「関係閣僚等会
議」）として、決定することとしている。関係閣僚等会議
は、福島第一原子力発電所の廃止措置等を、放射性物質
によるリスクから、人と環境を守るための継続的なリスク
低減活動と位置づけ、以下の原則に基づき、適切な対応
を実施していくこととしている。

【原則 1】地域の皆様、周辺環境および作業員に対す
る安全確保を最優先に、現場状況・合理
性・迅速性・確実性を考慮した計画的なリ
スク低減を実現していく。

【原則 2】中長期の取組みを実施していくに当たって
は、透明性を確保し、積極的かつ能動的な
情報発信を行うことで、地域および国民の
皆様のご理解をいただきながら進めていく。

【原則 3】現場状況や研究開発成果等を踏まえ、中長
期ロードマップの継続的な見直しを行う。

【原則 4】中長期ロードマップに示す目標達成に向け、
東京電力や政府をはじめとした関係機関
は、おのおのの役割に基づき、連携を図っ
た取組みを進めていく。政府は、前面に立
ち、安全かつ着実に廃止措置等に向けた中
長期の取組みを進めていく。

上記の原則は、福島第一原子力発電所の廃炉に向けて、
東京電力 HD だけではなく、メーカを含む関係機関が連
携してさまざまな観点から取り組むことが示されている。
今回、これらの原則の中核を担う、国立研究開発法人 日
本原子力研究開発機構 福島研究開発部門 楢葉遠隔技術
開発センター、福島県環境創造センターおよび福島第一
原子力発電所について、原子力広報分科会のメンバーが
Win-Japan との共催により 7 月 20 ～ 21 日に見学する機
会を得たので以下に紹介する。

2．国立研究開発法人 日本原子力 
研究開発機構 
福島研究開発部門 楢葉遠隔技術
開発センターの見学

2．1　楢葉遠隔技術開発センターについて
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 福島研究

開発部門 楢葉遠隔技術開発センター（以下「JAEA 楢
葉」）は、福島第一原子力発電所の廃止措置推進のため
に遠隔操作機器（ロボット等）の開発・実証試験を行
う施設である。本施設は、2015 年 9 月より一部運用、

廃炉・復興の現場から
東京電力ホールディングス株式会社　福島第一原子力発電所、 
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構（ JAEA）福島研究開発部門　楢葉遠隔技術開発センター 
および 福島県環境創造センター　見学記（WiN-Japan＊共催）
＊WiN-Japan：Women in Nuclearの略。原子力・放射線利用の仕事に携わる女性の国際的なネットワーク
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2016 年 4 月から本格運用を開始している。JAEA 楢葉は、
作業者訓練を目的とした最新のバーチャルリアリティシス
テム（仮想現実＝ VR）を備えた研究管理棟と、原子炉
の廃止措置技術の実証試験や遠隔操作機器の開発実証
試験を行うための試験棟から構成されている。

2．2　研究管理棟と試験棟の見学
福島第一原子力発電所においては、事故で溶け落ちた

核燃料デブリの取出しが廃炉に向けての最大の課題であ
るが、この作業の支障となっているのがきわめて高い放
射線量である。このようなエリアでの作業は、作業場所
へのアクセスも含めてごく短時間で行うことや、ヒトでは
なくロボットや装置が必要になることが想定される。よっ
て、通常の原子力発電所における作業手順の事前検討よ
り高い精度が求められる。

初めに見学した研究管理棟では、VR を用いた作業訓
練システムについて説明を受けた。これは、福島第一原
子力発電所における高放射線エリアの 3 次元データを用
い、実際の作業前に作業場所へのアクセスや作業手順の
事前検討に用いられているものであり、現場に出向かな
くとも、VR 上でアクセス方法や作業装置の寸法などを検
討することができるようになっていた。VR 用のメガネを
かけてスクリーンの前に立つと、まるで実際に現場にいる
ような感覚になった。このような設備を使用して事前検討
を十分に行うことで、アクセスが困難な場所での作業が
スムーズかつ安全に行えることが分かった。

次に、試験棟を見学した。試験棟は幅 80（m）× 奥
行 60（m）× 高さ 40（m）の大きさがあり、大型の試験
設備を設置できるよう、建物自体の強度も考慮された設
計となっている。試験棟内には、実物大の原子炉格納容
器下部のモックアップをはじめ、試験用の大型水槽、階
段や悪路を模擬した設備、作業手順やロボット開発に使
用できるモーションキャプチャ（ロボットやヒトの動作を
定量的に測定すること）など大型の設備を用いた試験を
行うことができる。また、これらの試験設備は JAEA 楢
葉に申請すれば企業や大学など外部からも使用できると
いうことで、多様な技術開発への貢献が期待できる点で
画期的だと感じた。

3．福島県環境創造センターの見学

3．1　福島県環境創造センターについて
福島県環境創造センターは、将来にわたり安心して生

活できる環境の回復や社会の発展に向け、モニタリング、
調査研究、情報収集・発信、教育・研修・交流を行うた
めの総合的な拠点として、2016 年に整備された。環境創
造センターは「本館」、「研究棟」、「交流棟（コミュタン
福島）」の 3 つの棟、および 4 つの関連施設からなってい
る。

3．2　交流棟と本館の見学
まず交流棟「コミュタン福島」を見学した。ここでは

若年層をはじめとする一般の方々にも放射線や環境問題
をわかりやすく伝えていくことで県民がより安心して快適
に暮らせるようにするための取組みを進めている。例えば

「放射線ラボ」ゾーンでは、身近な器具や分かりやすい模
型を多く設置して、放射線に対する基本的な知識を体験
しながら学べるようになっており、子供たちや学生が放射
線を理解しやすいと感じた。

次に本館を見学した。ここは福島県によるモニタリング
や公害の調査・研究を行う施設である。モニタリング検
査のエリアでは、土壌や生物、水などさまざまな検体を
用いて環境放射能を検査できる設備が整っていた。また、
県内に設置した、空間線量率を測定するモニタリングポ
ストのデータを一元管理しており、リアルタイムでウェブ
上からでも確認できるようになっている。このように、検
査の実施のみならず、その結果を分かりやすく情報公開
することによって、住む人たちが安心して暮らせる一助と
なっていると感じた。

4．福島第一原子力発電所の見学

4．1　福島第一原子力発電所について
福島第一原子力発電所（以下「1F」）は、福島県

双葉郡大熊町および双葉町にまたがる、敷地面積約
350 万 m2 の原子力発電所である。

構内には合計 6 つの発電設備があり、1 号機から 6 号
機までの総出力 469 万 6 千 kW の発電能力を持つ原子
力発電所であったが、2011 年 3 月 11 日の東北地方太平
洋沖地震に伴う津波により施設全域が浸水、1 号機から
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4 号機までの大熊町側の号機は全電源喪失状態に陥り、
1 号機から 3 号機では炉心溶融が発生した。これを受け、
1 号機から 4 号機までは 2012 年 4 月 19 日に、5 号機と
6 号機は 2014 年 1 月 31 日にそれぞれ廃止が決定した。
現在は冷温停止状態（安定的に炉心が冷却され、未臨界
の状態）を維持しつつ、廃炉に向けた取組みが続けられ
ている。

4．2　1F の現状
見学に先立ち、見学の拠点となる旧福島第二原子力発

電所エネルギー館にて、視察センター所長の野呂氏より、
1F の現状について概要のご説明があった。

（1）汚染水対策の 3 つの基本方針
1F では山側からの地下水が 1 号機から 3 号機の建屋

に流入した際に汚染源に触れることで汚染水が発生して
いる。そこで、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、という 3 つの基本方
針の下、汚染水浄化、地下水くみ上げ、凍土方式の遮水
壁の設置、タンクの増設などの対策を実施している。

（2）燃料取出しに向けた取組み
1 号機については、2017 年 3 月から原子炉格納容器

内に自走式の調査装置を投入し、内部の状況を確認する
ことに成功している。2 号機については、2017 年 1 月か
ら 2 月にかけて原子炉格納容器内にカメラを挿入して調
査を行っている。3 号機については、使用済燃料プール
からの燃料取出しに向け、カバー設置作業を実施してい
る。

（3）労働環境の改善
現在、1F で働く作業員数は約 6000 人である。多くの

作業員の利便性向上を目的に、大型休憩所と福島給食
センター（大熊町内）が設立された。事故当初は放射線
量が高く、構内で長時間休憩することや食事を取ること
ができなかったのだが、構内の除染が進み、通常の原子
力発電所と同様の設備が設置された。また、構内の除染
により全面マスクが必要となる高放射線エリアが減少し、
作業時の負荷は軽減してきている。

4．3　発電所内の見学
1F 構内は非常に広く、ところどころ放射線量が高いエ

リアもあるため、バスに乗っての移動であった。

（1）タンクエリアの見学
構内に入って最初に目に入ったのは膨大な数のタンク

群である。これらタンク内の水はもともと建屋内の汚染水
であるため、まずセシウム吸着装置でセシウムおよびスト
ロンチウムを除去し、淡水化装置を通した後、多核種除
去設備（ALPS）によりトリチウムを除く 62 核種を除去
されたものである。事故当初は製作の容易性や緊急性か
らこれら汚染水の保管にフランジタイプのタンクが用いら
れていたが、汚染水の漏えいを発生させないよう、現在
では溶接型タイプのタンクに切り替えが進んでいる。今
後はさらにタンク設置エリアを拡大していく方針であると
説明があった。

出典：東京電力 HD ウェブサイト 
http://www.tepco.co.jp/decommision/about-f-nps/photo/images/img_170413_44.jpg

構内のタンクエリア（2016 年 11 月 15 日撮影）

（2）主要建屋の見学
次に、事故が発生した 1 号機から 4 号機のエリアを見

学した。主要建屋は構内入口およびタンクエリアから海
側に下ったところに設置されている。途中の土手には以
前は植生があったが、敷地内の放射線量を低減させるた
め、現在はモルタルが吹き付けられている。1 号機から 4
号機の原子炉建屋の周りはほとんどのがれきが撤去され、
作業がしやすい環境となっていた。しかし、建屋そのも
のには外壁が崩れた箇所や、放射線量が非常に高い箇所
があるなど、事故の爪痕がまだ残っていた。また、この日
はちょうど 3 号機の使用済燃料取出しに向けた、クレー
ン設置用の架台を設置する準備作業を見学することがで
きた。3 号機の原子炉建屋は上部が事故で損傷しており、
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既存の燃料交換機が使用できないため、新たな燃料交換
機を設置して使用済燃料を取り出すとの説明があった。
これらの作業は放射線量を考慮し、無人で遠隔操作で行
うとのことであり、技術の高さに驚くとともに安全性にも
配慮された作業であると感じた。

（3）大型休憩所・新事務本館
次に、大型休憩所を見学した。この休憩所は作業員の

環境改善を目的として 2015 年 5 月から運用開始された。
一度に約 1200 人が利用できる、非常に大きな建物であ
る。この休憩所の中には食堂があり、東京電力 HD 殿の
ご厚意により実際に利用させていただいた。運用前は放
射線量の関係で構内および発電所周辺での調理ができ
ず、外部で購入したものを持ち込むしかなかったが、こ
の食堂が運用されたことにより温かい食事の提供が可能
となった。これらの食事は大熊町内にある福島給食セン
ターから毎日 2 回運ばれている。この給食センターは地
元の雇用創出にも貢献しているとのことであった。

その後、2016 年 10 月から運用が開始された新事務本
館も見学した。ここを拠点とし、引き続き働く方々が一丸
となって廃炉作業を着実に進めていくと説明があった。

5．最後に

今回、事故後の 1F を初めて訪れた。事故から 6 年半
たち、一部事故の痕（あと）は残るものの、廃炉作業が
着実に進んでいることを実際に見ることができ、非常に
貴重な機会となった。見学会前の事前説明において、東
京電力 HD 殿から、「風評と風化」という 2 つの風に悩ま
されているという福島県知事のコメントが紹介された。風
評を防ぐためには正しい知識を発信し続けること、風化
を防ぐためには事故の教訓をしっかりと根付かせることが
重要だと感じた。今回の見学を通じて、これらの思いを
今後の広報活動につなげていきたいと感じた。

また、今回の見学に際し、福島県内におけるさまざま
な形の復興の取組みを拝見することができた。県内外問
わず復興に関わる方々の思いを伺うことができ、1F 廃止
措置に携わる立場として励みになった。

最後に、今回、ご対応いただいた JAEA 楢葉の皆様、
福島県環境創造センターの皆様、ならびに東京電力 HD 
1F の皆様と、共催させていただいた WiN-Japan の関係
者の方々に、この場を借りてお礼を申し上げます。
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