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第 1 節 福島第一原発事故と汚染水の発生
第 1 福島第一原発の立地と事故
前の地下水対策

(2) 福島第一原発の地下の状況
福島第一原発建屋敷地の断面図を見る
と，上部透水層，下部透水層があり，掘削

1 福島第一原発の立地の状況
福島第一原発事故における汚染水問題を

された上部透水層に建屋が設置されてお

より複雑・困難にした要因は地下水問題であ

り，地下水が建屋に流入する状況が容易に

る。

理解できる（図表 23）。
より詳細に見ると，図表 24 は東京電力

そして，この地下水問題は，福島第一原発

が行ったボーリング調査の結果を示した

の立地に起因している。

ものである（東京電力株式会社「福島第一

(1) 福島第一原発の立地全景
下の写真 4 に見られるように，
もともと，

原子力発電所周辺の地質・地下水及び解

福島第一原発の敷地は，南北を川にはさま

析」2013．8.23）。このうち，Ⅰ層（中粒

れた海抜 35m 程度の台地であり，海側を掘

砂岩）が上部透水層であり，Ⅲ層（互層）

削し海抜約 10m の地盤に発電所建屋が設置

が下部透水層である。

されている。なお，写真中の分水界とは，

このように，福島第一原発は，ひとたび

二つ以上の河川の流れを分かつ境界のこ

格納容器が破損するような事故が発生す

とである（岩波書店広辞苑より）。

れば，地下水により放射能汚染が拡大する
可能性を秘めていたのである。

川

分水界

福島第一原発

川

写真 4 福島第一原発周辺の地形（東京電力ＨＰより）
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2 事故前の地下水対策

第 2 福島第一原発事故の発生

上述のように，福島第一原発は，透水層を

1 福島第一原発事故と汚染水
(1) 福島第一原発

掘り下げて建設されたのであるが，その掘り
下げ工事の際，地下水の湧出があり，地下水
を汲み上げるためのサブドレンが掘られ，地

福島第一原発は，敷地面積約 350ha に，

下水を汲み上げて海洋放出するシステムが作

1 号機から 6 号機までの 6 基の沸騰水型軽

られていた。

水炉（総発電容量 469.6 万 kw）が設置され
ている（図表 25 福島第一原発配置図参

しかし，このシステムは地震で故障し，機

照）。

能しなくなっていた。

以下にみるように，事故処理の経過の中
で，放射性物質に汚染された汚染水が大量

図表 23

に発生することになった。

（東京電力ＨＰより）

Ａ
Ｂ

図表 24
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（図表 25 福島第一原発配置図 政府事故調中間報告書資料より）

(2) 地震の発生と津波

(3) 1 号機の状況

2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分，東北地

このような状況の中，1 号機の IC（非常

方太平洋沖地震が発生した。このとき，1

用復水器：原子炉内の蒸気を原子炉格納容

～3 号機は運転中，4～6 号機は定期点検中

器の外に導いて，熱交換器を通して水に戻

で，このうち 4 号機は全燃料を使用済燃料

し，再循環系配管から再び原子炉内へ注入

プールへ取り出して，原子炉内の炉心シュ

する系統）の機能はほぼ喪失しており，原

ラウドの交換を実施中であった。同日午後

子炉への注水機能はほとんどなく，原子炉

3 時 27 分，最初に大きな津波が福島第一原

の水位が低下して，核燃料が露出し，炉心

発に来襲（水位高さ 4m），さらに午後 3 時

損傷に至ったと見られている。すなわち，

35 分，7.5m まで測定可能な波高計を破壊

翌 3 月 12 日午前 2 時 30 分，とうとう原子

し，高さ 10m の防波堤を超える津波が主要

炉圧力容器に破損が生じ，格納容器から電

建屋設置敷地内に押し寄せた。

気ペネトレーションや格納容器トップフ

これにより，1～6 号機全てにおいて非常

ランジ，機器ハッチ等を通じて定常的に原

用海水系ポンプが被水して機能喪失する

子炉建屋にガスが噴出した。そのため原子

とともに，主要建屋内にも浸水し，安全上

炉建屋内は，放射線や水蒸気，水素等で充

重要な設備の多くが被水した。午後 3 時 37

満し，放射性物質が建屋から外部環境にも

分から午後 3 時 42 分にかけて，1～5 号機

漏れ出した。

では全交流電源喪失状態となり，また，1，

午前 2 時 45 分，1 号機の原子炉圧力が低

2，4 号機では直流電源も喪失した（ただし，

下していることを確認したため，原子炉へ

国会事故調報告書 225～227 頁にあるよう

の注水を開始した（3 月 23 日までの注水の

に，津波の来襲時間と全交流電源喪失の関

累積量は 2510 ㎥ 東京電力福島原子力発

係についてはいまだ十分に解明されてい

電所における事故調査・検証委員会中間報

ない。）。

告書（以下「政府事故調」という。）より）。
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他方，原子炉格納容器は設計圧力の 2 倍

23 日までの累積量で 8234 ㎥ 政府事故調

近くになり，ベントが試みられたが難航

中間報告書より）。しかし，この間，午後

し，14 時 30 分にベントが遂行できるよう

6 時 22 分頃には燃料棒が完全に露出し，午

になったが，15 時 36 分に原子炉建屋が爆

後 9 時には原子炉圧力容器と格納容器の圧

発した。

力が同じ値になり，翌 15 日午前 6 時 10 分

翌 13 日早朝，爆発後の 1 号機原子炉建

頃にトーラス室において轟音が聞こえ，格

屋から白煙が上がっているのが確認され

納容器の破損に至ったと推測されている。

た。これは，1 号機の使用済燃料プールか

(5) 3 号機の状況

ら出る水蒸気と考えられ，以降，使用済燃

3 号機も，地震直後から RCIC による炉心

料プール対策にも注意を向けることにな

注水が継続していたため状況は比較的安

る。3 月 31 日からは，高所コンクリートポ

定していたが，12 日午前 11 時 36 分 RCIC

ンプ車（約 58m の高所までアームが伸び

が自動停止し，原子炉水位の低下を受け

る。）が導入され，1 号機使用済み燃料プ

て，午後零時 35 分に高圧注水系（HPCI：

ール冷却のため淡水が注入された。

交流電源を必要としない炉心冷却設備）が
自動起動し，水位が回復した。
その後，13 日未明，当直は，HPCI を停

図表 26 IC（非常用復水器）

止して，ディーゼル駆動消防ポンプを動力
とする消火系配管からの原子炉注水への
切り替えを決め，同日午前 2 時 42 分，HPCI
を手動停止した。その直後，午前 2 時 45
分及び 2 時 55 分に主蒸気逃がし安全弁
（SR
弁）を制御盤上で操作して原子炉を減圧し
ようと試みるも失敗した。結局代替給水は
実施できず，さらに HPCI と RCIC の再起動
を試みたが，いずれも失敗した。

（政府事故調中間報告書資料より）

HPCI 停止後，原子炉格納容器の圧力は大
(4) 2 号機の状況

きく上昇しており，高台に駐車してあった

他方，2 号機は，当初最も危険だとされ

ため津波の被害を免れた社員の通勤用自

ていたが，現実には RCIC（原子炉隔離時冷

動車のバッテリーを使用して SR 弁制御盤

却系：原子炉内の蒸気を原子炉格納容器外

操作等により，同日午前 9 時 08 分頃から

に導いてタービンの動力とし，その動力で

炉心の急速減圧を実施した。これにより，

ポンプを動かして，原子炉へ冷却水を注入

原子炉圧力が低下し，ようやく午前 9 時 25

する系統）による原子炉注水が行われてお

分から，消防車を用いた注水作業を開始し

り，1 号機とは対照的に，当初は安定的で

た（原子炉圧力容器への注水量は，3 月 23

あった。

日までの累積量で 4155 ㎥ 政府事故調中

ところが，14 日午後 1 時 25 分には RCIC

間報告書より）。しかし，午後零時 20 分

が停止した。そのため，2 号機も外部から

に注水用の水がなくなり，その後海水注入

の注水を行う必要が生じ， 午後 7 時 57 分

も行ったが TAF（有効燃料棒頂部）レベル

頃から炉心への継続的な海水注水が開始

に達することがなく空焚き状態が続き， 3

された（原子炉圧力容器への注水量は 3 月

月 14 日午前 4 時 30 分には炉心が完全に露
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出し，この間に炉心損傷に至ったとみられ

浸水した上に，稼働中であった 1 号機～3

る。

号機では，原子炉の冷却が最優先とされ，

14 日午前 11 時 01 分，3 号機原子炉建屋

大量の冷却水が投入された。注入された水

で水素爆発と見られる爆発が生じ，大小の

が核燃料に触れて放射性物質に汚染され

がれきと粉じんを数百メートルの高度ま

るとともに，原子炉圧力容器及び格納容器

で舞い上げ，建屋が大きく損傷した。この

の損傷によって，建屋内に流出し，津波に

爆発により，復旧作業は中断を余儀なくさ

よって浸水した海水等と混ざり合うこと

れるとともに，1 号機から 3 号機までの炉

で大量の高濃度汚染水が発生した。

心注水も中断した。また，1，3 号機への水
図表 27 福島第一原子力発電所 1～5 号機の原子炉建屋
から海までのしくみ

源として使用していた 3 号機タービン建屋
前の逆洗弁ピットは，放射線量の高いがれ
きが散乱し，使用できなくなった。
17 日午前 9 時 48 分頃から自衛隊のヘリ
コプターにより，4 回にわたって 3 号機の
上部に海水を散水し，合計 30t の海水が投
下された。同日午後 7 時 05 分頃から，警
視庁機動隊が，高圧放水車を使用して，3
号機の使用済燃料プールに向け放水を実
施した。3 号機への放水は，17 日から 25
日まで繰り返し行われた。
また，27 日からは高所コンクリートポンプ
車が 3 号機使用済み燃料プールの冷却用に導

（出典：日本科学未来館）

入され，海水を注入（29 日からは淡水）した。

2 1 号機～3 号機地下の高濃度汚染水の
認識と対応

(6) 4 号機の状況
3 月 15 日午前 6 時 10 分頃 4 号機原子炉

(1) 3 号機タービン建屋地下滞留水

建屋において，水素爆発と見られる爆発が
発生した。また，午前 9 時 38 分，4 号機原

3 月 24 日，3 号機タービン建屋地下 1 階

子炉建屋 3 階北西コーナー付近から火災が

で電源ケーブルを設置する作業をしてい

発生しているのが認められるも，午前 11

た東京電力協力会社職員 3 人が，滞留水に

時頃には自然鎮火した。

浸かり被ばくした。この事故の後，東京電

4 号機使用済燃料プールに水があり，燃

力が 1～3 号機のタービン建屋地下滞留水

料が露出していないことは 16 日午後，自

の放射線量を測定したところ，それらの表

衛隊のヘリコプターにより確認されが，20

面線量は，
1 号機が 60m ㏜/h，
2 号機が 1000m

日と 21 日に消防車による放水が行われた。

㏜/h 以上，3 号機が 400m ㏜/h という非常

また，22 日以降，高所コンクリートポン

に高濃度であることが判明した（政府事故

プ車が導入され，海水を注入（30 日からは

調中間報告書 329 頁）。

淡水）し 4 号機使用済燃料プールの冷却に

(2) (1)の原因
この発生原因について，1 で述べたよう

使われた。

に，原子炉冷却のため 1 号機は 3 月 12 日

(7) 小括

から，3 号機は同月 13 日から，2 号機は同

津波により大量の海水が原子炉建屋に
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月 14 日から，それぞれ原子炉圧力容器内
へ注水行っていたことに加え，1 号機から

図表 28

3 号機の原子炉圧力容器又は原子炉格納容

採取場所

採取日 放射線物質濃度等
表面線量 ヨウ素 131 セ シ ウ ム セシウ
134
ム 137
mSv/h
Bq/㎤

器に 24 日以前に異常が生じていたことか
ら，各タービン建屋地下の汚染水は，原子
炉圧力容器又は原子炉格納容器内の溶融
した燃料と接触した水が何らかの経路で
流出したものと考えられた（ただし，原子

Bq/㎤

Bq/㎤

実用炉告 －
示

－

4.0×10-2

6.0×10-2

9.0 ×
10-2

集 中 RW/B 3/28
地下

未測定

6.3

4.4

4.4

炉建屋とタービン建屋間の地下構造や破

（政府事故調中間報告書より）

損個所等が明らかでないため，具体的な漏
出経路は特定できていない。）。（政府事

(4) 2 号機横取水口付近からの高濃度汚染

故調中間報告書 330 頁）。

水流出
この移送開始直前の 4 月 2 日午前 10 時

(3) 集中廃棄物処理施設の地下滞留水を 4

頃，2 号機取水口付近の電源ケーブルを納

号機タービン建屋地下へ移送
福島原子力発電所事故対策統合本部は，

めているピット内に表面線量が 1000m ㏜/h

3 月 27 日，福島第一原発事故の対応策を検

を超える汚染水が滞留していること，及び

討するため同本部内に四つの特別プロジ

そのピットの脇のコンクリートに亀裂が

ェクトチームを発足させたが，その一つが

あり，その亀裂から海洋に高濃度汚染水が

「タービン建屋排水回収・除染チーム」（4

流出していることが発見された。

月 1 日から「放射性滞留水の回収・処理チ
ーム」に改称。）である。

図表 29 高濃度汚染水流出場所

同チームでは，1～3 号機タービン建屋内
高濃度汚染水の環境への流出を回避する
ための方策が検討された。そこでは当初，
これらの高濃度汚染水の貯蔵スペースと
して，集中廃棄物処理施設（集中 RW/B）の
地下（期待された貯蔵量は 4 月 1 日時点で
約 1 万 6000t）としたが，そこには津波に
よる海水が滞留していた。この滞留海水を
海洋へ放出する方針であったが，測定の結
スクリーン

果，実用炉告示で定める濃度限度より高い
ことが判明（図表 28），さらに特別プロジ

流出箇所

ェクトチーム全体会議で「集中廃棄物処理
施設の水の海洋への緊急放出は絶対にあ

（出典：政府中間報告書資料 作成：東京電力）

り得ない」との強い意見もあり，海洋放出
この流出の経路は，ピット等の下にある

案はいったん不採用となった。そのため，

砕石層であったと考えられている。

東京電力は，4 月 2 日，集中放射性廃棄物
処理施設の滞留海水を 4 号機タービン建屋

この汚染水漏出問題を受け，4 月 3 日の

地下に移すことにした（政府事故調中間報

特別プロジェクトチーム全体会議では，

告書 331～332 頁）。

「高レベル水の漏出を止めるための緊急
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避難措置として，やむを得ず低レベル水の

更に同月 21 日，上記電気品室に隣接す

放出を検討せざるを得ない」と，上述した

る 6 号機放射性廃棄物処理建屋（RW/B）の

1 日の「絶対ありえない」方針が修正され

地下 2 回に床面からおよそ 1.6m の高さま

ることになった(政府事故調中間報告書

で滞留水が存在することを確認した。この

332～333 頁)。

滞留水の放射性物質濃度は，核種分析の結

(5) 集中放射性廃棄物処理施設地下滞留水

果，実用炉告示（図表 28）で定める濃度限

の 4 号機タービン建屋地下への移送を中止

度以上であると判明したため，東京電力

また，(3)で述べたように，東京電力は，

は，この滞留水を海洋へ放出することは困

4 月 2 日から集中放射性廃棄物処理施設の

難と判断するとともに，この滞留水は塩分

地下に滞留している海水を 4 号機タービン

濃度測定の結果，建屋内に滞留した海水に

建屋へ移送していたが，同月 4 日の朝，4

建屋周辺の地下水が流入して増量したも

号機タービン建屋に隣接する 3 号機タービ

のと判断した。

ン建屋（立坑内）の汚染水の水位が急に上

また，この地下水は，平時には各建屋周

昇したことが確認された。3 号機タービン

辺に設置されているサブドレン内の水を

建屋と 4 号機タービン建屋が地下で通じて

海洋へ排水することにより，その水位が低

おり，4 号機タービン建屋に移送した海水

く保たれていたが，震災後電源喪失のた

が 3 号機タービン建屋にも流入したと考え

め，サブドレン内のポンプを運転できなか

られた。そのため，この移送を継続するこ

ったため水位を上げており，これが浸水の

とで 3 号機タービン建屋の汚染水を増加さ

原因と判断した。

せ，2 号機の場合のような外部流出が懸念

そこで，東京電力は，地下水の浸水を防

されたため，直ちに移送は中止された(政

ぐため，5 号機及び 6 号機のサブドレン内

府事故調中間報告書 333～334 頁)。

の水を海洋に放出することを検討したが，
同水の核種分析の結果，実用炉告示（図表

3 6 号機への地下水浸水の認識と対応

30）で定める濃度以上であることが判明し

(1) 6 号機地下浸水の発見

たため，海洋放出は困難と判断した(政府

東京電力は，3 月 19 日，6 号機地下 2 階

事故調中間報告書 327～328 頁)。

の電気品室に浸水があることを発見した。
写真 5 6 号機浸水箇所 3/26 東京電力撮影
政府事故調中間報告書資料より

図表 30
採取場
所
採取日

この浸水はわずかであったので，ふき取

放射線物質濃度等
表 面 線 ヨウ素 セシウ セシウ 塩分濃度
量
131
ム 134 ム 137 Ppm※
mSv/h Bq/㎤ Bq/㎤ Bq/㎤
4.0 × 6.0 × 9.0 × －
10-2
10-2
10-2

実用炉 －
告示

－

6 号 機 3/22
RW/B 地
下

未測定 4.9

6.0 × 6.0 × 6000ppm
10-2
10-2

5 号機サ 3/30
ブドレン

未測定 1.6

2.5 × 2.7 × 未測定
10-1
10-1

6 号機サ 3/30
ブドレン

未測定 2.0 × 4.7
10

（政府事故調中間報告書より）

って処理したが，浸水はその後も続いた。
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(2) 6号機放射性廃棄物処理建屋地下の滞

への放出を開始し，同月 10 日午後 5 時 40

留水

分放出を完了した。

4 月 3 日午後 8 時 6 分頃，6 号機放射性

また，同じく同月 4 日午後 9 時，5，6 号

廃棄物処理建屋地下 2 階にある高圧炉心ス

機のサブドレン水の放出を開始し，同月 9

プレイ系ディーゼル発電機室に隣接する

日午後 6 時 52 分放出を完了した(政府事故

トレンチ内に水がたまっているのが発見

調中間報告書 336 頁)。

され，地下水が浸水したものと判断され

5 小括

た。

以上のように，福島第一原発事故に伴う汚

その原因は，5，6 号機の地下水を海洋に
放出するためのサブドレン（第 1，2 参照）

染水問題には，おおむね①原子炉冷却のため

水を排出できないことであると考えられ

注入された水が核燃料に触れて放射性物質に

た。

汚染されることに起因する高濃度汚染水問題
と②地下水が建屋に流入し，放射性物質に汚

写真 6 6 号機 RW/B 地下 2 階滞留水 4/3 東京電力撮影
政府事故調中間報告書資料

染されることに起因する汚染水問題の二つが
ある。

第 3 福島第一原発からの拡散ル
ート
1 福島第一原発事故による環境への放
出
(1) 事故の進展に伴う放射性物質の放出
東北地方太平洋沖地震が発生した翌日
の 2011 年 3 月 12 日に 1 号機において，3

4 集中放射性廃棄物処理施設地下の滞
留水及び 5，6 号機サブドレン内の地下
水の海洋放出

月 14 日に 3 号機において，水素爆発が発
生して大量の放射性物質が放出された。3
月 15 日午前 6 時頃には 4 号機で水素爆発
が発生し，原発サイト境界ではピークの線

(1) 汚染水の海洋放出へ
2 で述べたように，集中放射性廃棄物処

量率 0.6mSv/h を計測した。2 号機について

理施設地下の滞留水の 4 号機タービン建屋

も同日午前 7 時 38 分頃より大量の放射性

への移送を中止したことに伴い，早急に代

物質が放出されており，同日午前 9 時には

わりの貯蔵スペースを確保する必要が生

正門近くで約 12 mSv/h の最大線量率が記

じたこと，及び 3 で述べたとおり，5，6 号

録された。また，監視データによると，原

機のサブドレン水を排出できないことか

子炉のベントなどによる大気への放出や

ら，4 月 4 日，これらの滞留水及びサブド

汚染された冷却水の海洋への直接放出が

レン水を海洋へ放出するための手続上の

起こったことが示されている。
日本列島の位置する北半球中緯度帯上

事務作業を開始した(政府事故調中間報告
書 334 頁)。

空には偏西風が吹いており，2011 年の春季

(2) 海洋放出の実施

は北西季節風が卓越する状況であったた

東京電力は，4 月 4 日午後 7 時 3 分，集

めに，大気へ放出された放射性物質の少な

中放射性廃棄物処理施設の滞留水の海洋

くとも 60％以上が太平洋域に運ばれたと
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(2) 気象状況

の推定がある。

大気中に放出された放射性物質のうち

福島第一原発からは，直接的，間接的に

揮発性の高い物質はプルーム（放射性物質

海洋環境にも放出された。
海への直接放出については，2 号機の外

を含んだ蒸気）として発電所周辺の風に乗

にあるトレンチからの高濃度汚染水の漏

って拡散しながら移動する。なお，そのプ

えい（4 月 2 日に発見）と，貯蔵タンクか

ルームがモニタリング箇所あるいはその

らの低濃度汚染水の投棄から生じたこと

付近の上空を通過した場合に空間線量率

が少なくとも知られている。その後も 2011

のピークが現れる。そして，プルームの移

年 5 月や 12 月にも直接放出が発生してい

動の過程で，放射性物質が沈着（降下）す

るが，事故直後の放出量に比べればわずか

ると，その地域の空間線量率のバックグラ

であった。

ンドの上昇をもたらすことがある。
事故直後の福島県周辺の気象状況は，低

間接的な海への放出経路は，2 パターン

気圧の通過に伴い，風向きが刻々と変わり

がある。

各地で降雨をもたらし，大気中に放出され

一つは，大気中に放出され海洋上に拡散

た放射性物質が各地に沈着した。

した放射性物質の海洋表面への沈着であ

事故当時の気象の状況は概要次のとお

り，もう一つは陸域に広く降下沈着した物

りであった。

質が河川へ流れ込み，下流に輸送され海洋

2011 年 3 月 9 日から 11 日にかけて，弱

に流入する経路である。
海への流入は，その後も確認されている

い低気圧が東日本を通過し，それに伴う弱

が，これは，主として福島第一原発サイト

い雨が 9 日から 12 日午前まで観測されて

内の汚染地下水に由来するものと思われ

いる。
3 月 12 日から 13 日にかけて，高気圧が

る。
現在も汚染水問題は解決しておらず，汚

本州南部を東進。1 号炉で水素爆発が発生

染水の海洋環境への放出を止めることは

する 12 日午後時点では周辺域の風向きは

喫緊の課題である。

高度 1km 以下で南風，それより高い高度に
おいては西風が卓越していた。
3 月 14 日から 17 日にかけては，14 日か
ら 15 日にかけて再び弱い低気圧が本州の
南海上を東進し，15 日には急速に発達しつ
つ北東に進んだ。本低気圧は 15 日から 17
日朝方にかけて日本の東海上に抜け，それ
に伴い周辺域で弱い降雨が観測されてい
る。
特に福島県においては，3 月 15 日 17 時
から 4 時にかけて降雨が見られたが，当該
時間帯は福島第一原発での放出量が非常

図表 31 文部科学省の航空機モニタリング結果
（Cs-137
の沈着状況）
（文部科学省 放射線量等分布マップ HP より
http://ramap.jaea.go.jp/map/）

に大きい時間帯でもあった。3 号炉で水素
爆発が生じた 3 月 14 日明け方の時間帯に
は，地表付近では南西風が吹いていた。気
圧が 950hPa 等圧面（およそ海抜高度 550m）
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における風向きは，15 日早朝まで西寄りだ

れぞれの原子炉における個々の事象（例え

ったが，その後北風に転じた。ヨウ素 131

ば，水素爆発，ベント，原子炉とその封じ

の放出量は 15 日 9 時から 15 時にかけての

込めシステムからの漏えいなど）に関連し

時間帯に最大であったと推定する報告も

て著しい増加が見られた。最初の 1 週間が

ある。その後，風向きは東よりに転じ，16

過ぎると，より限られた期間に若干の変動

日 0 時ごろには北寄りに転じている。

が見られたものの，放出率は徐々に低下し

3 月 18 日から 19 日にかけては，高気圧

た。4 月初めの時点で放出率は事故後の最

に覆われ西風が卓越していた。

初の週に発生した放出率の 1000 分の 1 以

3 月 20 日から 22 日にかけては，本州を

下に低下したが，これらの非常に低い放出

低気圧が通過し，関東域（茨城県，千葉県，

率は何週間にもわたって持続した。放出は

栃木県，埼玉県，東京都）では，23 日まで

様々な場所で発生し，高さや特性もそれぞ

降雨が見られた。

れ異なるものであった。これらのすべては

(3) 放出された放射性核種

放出後の大気拡散と大気からの沈着に影

事故後，放射性物質が各原子炉から放出

響を及ぼした。

されたが，大気へ放出された放射性物質の

福島第一原発事故により大気中に放出

うち，重力や降雨の影響を受けない希ガス

された放射性物質の総量は，各地のモニタ

は風によって運ばれるとともに拡散して

リング箇所における実測値とシミュレー

いく。一方，ヨウ素やセシウム等揮発性の

ション結果に基づく推計値を導き出す手

高い放射性核種は，重力や降雨の影響を受

法がとられており，各種の研究報告があ

け，風によって拡散しながら地表面及び海

る。

面へ降下する。揮発性の低い放射性核種

(2) 大気への放出量の推計値

（ストロンチウム，バリウム，ランタン）

放出量の推計値は，日本学術会議の報告

も検出されたが，揮発性の高い元素の約

によれば，2011 年 3 月 11 日から 4 月 19 日

1％から 10％のレベルであった。揮発性の

の期間に大気へのセシウム 137 の総放出量

低い放射性核種は，セシウムやヨウ素のよ

は ， 19.4 ± 3.0 PBq( ペ タ ベ ク レ ル 。

うには広く拡散してはおらず，また，検出

1PBq=1015Bq）と推計されている（日本学術

量も多くないため（この点チェルノブイリ

会議 2014 年 9 月 2 日「報告 東京電力福

事故では揮発性の低い元素が大量に直接

島第一原子力発電所事故によって環境中

大気中へ放出された。），環境中への放出

に放出された放射性物質の輸送沈着過程

量推定の報告においては，主としてセシウ

に関するモデル計算結果の比較」）。
政府の推計では，セシウム 137 が約 15

ム 137 とヨウ素 131 について計算されてい

PBq，ヨウ素 131 が約 160 PBq とされてい

る。

る。

2 大気環境への放出量の推定

また，東京電力による推計は，セシウム

(1) 放出総量の推定

137 が約 10 PBq，ヨウ素 131 が約 500 PBq

福島第一原発からの放射性物質の放出

とされている（東京電力「福島第一原子力

は長期にわたった。放出パターンは時間的

発電所の事故における放射性物質の放出

にも空間的にも複雑なものであった。3 月

量の大気中への推定について」2012 年 5 月

12 日から大量の放出が始まり，放出率はそ

24 日発表）。

れから 1 週間にわたって大きく変動し，そ

他の推計として，「電離放射線の線源，
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影響およびリスク UNSCEAR 2013 年報告」

らの低濃度汚染水の投棄から生じたこと

（原子放射線の影響に関する国連科学委

が少なくとも知られている。後者の投棄が

員会）によれば，各種の研究報告値は，セ

実施されたのは，トレンチに残った高濃度

シウム 137 が約 6～40 PBq，ヨウ素 131 が

汚染水を収容する容量を確保すべく貯蔵

約 100～500 PBq とされている。同報告に

タンクを空にするためであった。その後さ

よれば，セシウム 137 とヨウ素 131 の推定

らに直接放出が発生した（例えば，2011 年

放出量（発表された推定値の平均に基づ

5 月と 12 月）が，総じてこれらは事故直後

く）は，それぞれチェルノブイリ事故にお

の 1 か月における放出量に比べればわずか

ける推定放出量（セシウム 137：～85 PBq，

なものであった。

ヨウ素 131：～1760 PBq）のおよそ 20％と

放射性物質の間接的な海への放出経路

10％とされている。

は，以下の 2 種類があった。一つは，最も

これに対して，政府や東京電力の推計値

重大な経路であるが，大気中に放出され海

は過小ではないかとの研究報告もされて

洋上に拡散した物質の海洋表面への沈着

おり，東京電力推計のヨウ素 131 とセシウ

であり，もう一つは，陸域に広く降下沈着

ム 137 の比率に基づく補正と，炉内残存量

した物質が河川へ流れ込み，下流に輸送さ

及び放出率による検証を踏まえて，ヨウ素

れ海洋に流入する経路である。

131 の大気中への放出量を最大 2655 PBq と

2013 年末，放射性核種の海洋環境への放

する推計（チェルノブイリの約 1.5 倍）な

出が続いていることが確認された。これ

どは注目に値する（渡辺悦司，山田耕作「福

は，主として福島第一原発サイト内の汚染

島事故による放射能放出量はチェルノブ

地下水に由来していると思われる。主にタ

イリの 2 倍以上―福島事故による放射性物

ービン建屋と原子炉建屋の地階における

質の放出量に関する最近の研究動向が示

滞留水は程度の違いはあれ，それぞれの建

すもの」の補論 1「福島第一原発事故によ

屋内に閉じ込められていたが，これらが地

るヨウ素 131 放出量の推計について―チェ

下水への流入による放射性核種の継続的

ルノブイリの 1.5 倍に上る可能性」2015 年

放出の主な要因の一つと考えられる。放出

2 月 25 日）。

は 2013 年においても継続しているが，放
出率は，事故直後の大量放出に比べ非常に

3 海洋環境への放出量の推定

低いレベルにとどまっている。この点に対

(1) 放出総量の推定

処するために遮水壁の建設が進められて

福島第一原発事故により，大量の放射性

いるが，放出の実態に関するモニタリング

物質が環境中に放出された。各原子炉の冷

と評価を継続することが重要である。

温停止により大気中への大量放出は終息

海洋へ放出された放射性核種の放出量

したものの，海洋環境（太平洋）への汚染

については，大気環境への放出の場合と同

水の放出という形で放射性物質は環境中

様，様々な推定値が公表されている。

へ放出され，それは現在も続いている。

(2) 海洋環境への放出量の推計値

放射性物質は，福島第一原発から直接

① 日本学術会議の報告

的，間接的に海洋環境へ放出された。海へ

日本学術会議の報告では，海洋分散モ

の直接放出については，2 号機の外にある

デル（複雑な海洋の水温，塩分，海流の

トレンチからの高濃度汚染水の漏えい

状態とその変動を表現する数値モデ

（2011 年 4 月 2 日に発見）と貯蔵タンクか

ル。）は，国内外の 10 のグループの 11
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のモデルについて比較検討している。海
洋内での放射性核種の分散を検討する
モデルは，通常，海洋の流れ場を計算す
る流動モデル（大気における気象モデル
のように，海流の流れを計算するための
数値モデル）と，放射性核種の広がりを
計算する分散モデルから構成される。
このうち流れ場の計算では，多くの場
図表 32 2011 年 3 月 11 日から 4 月 1 日までの 137Cs
の大気降下分総量。海洋上での値のみ描画。各
図は各シミュレーションで用いたデータを示
す。
（日本学術会議総合工学委員会原子力事故
対応委員分科会 2014 年 9 月 2 日『報告 東
京電力福島第一原子力発電所事故によって環
境中に放出された放射性物質の輸送沈着過程
に関するモデル計算結果の比較』より）

合データ同化手法（数値シミュレーショ
ンを行う際に，観測データがある場所と
時間でシミュレーション結果と観測値
との差を考慮して，観測値に近づくよう
にシミュレーション結果を補正する手
法。）を用いて観測された水温や塩分，
海面高度などの物理量を取り入れ，時々

② 国連委員会の報告

刻々の現実的な流れ場を再現している。
また，この再現された状況を初期値とし

原子放射線の影響に関する国連科学

て，数週間から数か月程度の期間の予測

委員会がまとめた「電離放射線の線源，

を行う場合もある。

影響およびリスク UNSCEAR 2013 年報
告」によれば，海洋環境への放出につい

分散モデルは，このようにして得られ

て，以下のように報告されている。

た流れ場を用いて，放射性核種がいつど

放射線影響の点でより重要な放射性

こでどのように流され，広がっていくか

核種について，海洋に到達した経路別の

を計算する。
各グループの研究目的の違いを反映

総量と放出パターンの時間変化に関す

して，計算条件は大きく異なる。福島第

る様々な推定値が発表されている。海洋

一原発から海洋へ直接放出されたセシ

への直接放出量，海水における放射性核

ウム 137 は，各モデルの推計値は 2.3～

種の測定レベルを基に推定された。発表

26.9PBq の範囲にある。さらに，11 モデ

された推定値を検討した上で，本委員会

ル中 7 モデルでは，福島第一原発から一

は，海洋へのセシウム 137 の総直接放出

旦大気中へ放出されたセシウム 137 が海

量がおそらく約 3PBq から 6PBq の間であ

面から取り込まれる効果も考慮されて

り，ヨウ素 131 の総直接放出量はその約

いる。各シミュレーション結果は直接漏

3 倍に達した可能性があると考えてい

えいと大気沈着の双方に含まれるセシ

る。海への直接放出の経時的パターンに

ウム 137 流入量の大きな不確実性，海洋

ついては，いくつかの研究グループが推

分散モデルそのものの設定の違いなど

定しており，最大の放出は 3 月の最終週

が大きく，それが結果にも反映されてい

と 4 月の第 1 週の間に発生し，直接放出

ることに注意が必要である。

はその後何週間も続いたが，そのレベル
ははるかに低く，またゆっくりと低下し
たと推定されている。
間接的放出量（大気中に放出された放
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図表 33 環境放出量の推定値（PBq）（UNSCEAR 2013
年報告書『電離放射線の線源，影響およびリスク
第 I 巻』より）

射性核種の海上での沈着が主たる寄与
要因）の推定は，大気中に放出された物
質の拡散と海洋上での沈着のモデル計
算で行われた。大気中への放出量が最も

核種

多かった期間中（すなわち 2011 年 3 月

海洋への放出

大気中へ
の放出

直接的

間接的

12 日から同 4 月の初めまで）のかなりの
部分において，風は海の方向へ吹いてい

I

100～500

約 10～
20

60～
100

Cs

6～20

3～6

5～8

131

た。ある研究グループは，ヨウ素 131 と
セシウム 137 の大気中への総放出量につ

137

いて，それぞれ約 50％と 60％が海洋上
に沈着したと推定している。様々な研究
者の推定によると，大気からの沈着によ

上記報告によれば，大気と海洋への両方へ

って北太平洋に入ったセシウム 137 とヨ

の放出量に関する推定については，事故の進

ウ素 131 の総量は，それぞれ約 5～8PBq

展についてより多くの情報が得られ，環境中

と 60～100PBq である。しかし，福島第

の測定値がより広く使用できるようになり，

一原発サイトから半径 80km 内に沈着し

評価方法が進歩するにつれ，今後その質が向

たと推定されるのは，これらの量のごく

上すると期待できるとのことである。これは

一部（約 5％）に過ぎない。

現在も研究が進行中の分野である。こうした

他の放射性核種も直接的，間接的に海

向上が期待される一方で，特に放出の経時的

洋に放出されている。ストロンチウム，

パターンに関しては，依然としてかなりの不

プルトニウム及びその他の元素の放射

確かさが残る可能性がある。

性同位元素が，海水中及び／又は海底堆
積物中で測定された。ある研究グループ
の報告では，ストロンチウム 90（Sr90）

第 4 汚染の現状

の海洋への直接放出量が約 0.04～1PBq

1 海洋汚染の広がり

の範囲であったと推定している。プルト

福島第一原発事故により，莫大な量の放射

ニウムの放射性同位元素の海水中濃度

性物質が原発施設外に放出された。こうした

は，全般的に検出限界未満であった。

放射性物質の海洋への流入経路については，
①大気中へ放出され，海洋へ降下，②海洋へ

4 環境中への放出

の直接漏えい，③河川からの流入－の 3 つが

原子放射線の影響に関する国連科学委員

確認されている43。

会の報告では，ヨウ素 131 とセシウム 137 の

大気中に放出された放射性物質は，偏西風

福島第一原発からの環境放出量について発表

と低気圧によって東北地方太平洋沖を東に運

された推定値をまとめている。検討対象は，

ばれ，北太平洋の広い範囲に降下した。海洋

大気と太平洋への放出（液状での直接放出と

中の放射性物質は，拡散しつつ，海流に乗っ

大気中に放出された放射性核種の降下物とし

て輸送された 43。

ての間接的放出の両方を含む）である。放出

海流の挙動は極めて複雑であり，様々なシ

に関する推定は多くの不確かさを伴ってい
る。

43 中島映至ほか編『原発事故環境汚染』
（東京大学出
版会，2014 年）
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ミュレーションがなされているものの，海洋

度のモニタリングを続けている。

汚染の全容は，必ずしも明らかになっていな

このモニタリング結果に独自の調査研究

い。しかし，2012 年冬には，亜熱帯域の太平

結果を加えた水産庁の報告書48によると，福

洋でも放射性セシウムが観測された44 。その

島県の水産物の検査結果では，2011 年 4 月か

極大値は，海面ではなく，深さ約 300 メート

ら 6 月期には，基準値である 100 ㏃／㎏を超

ルで観測された。

える割合が 53％に達していたが，その後 1 年

また，2013 年 12 月から 2014 年 1 月に，原

間で半減し，
2014 年 10 月から 12 月期は 0.4％

子力規制庁の委託により，
東経 145 度から 180

まで低下した。福島県以外では，2011 年 3 月

度までの広い範囲の北太平洋で実施された調

から 6 月期でも，
93.5％が 100 ㏃／㎏以下で，

査では，30 試料のうち，1 試料を除く全ての

2014 年 10 月から 12 月期は，99.9％にまでな

45

試料から，セシウム 134 が検出された 。

った。

46

2014 年 8 月に米カリフォルニア北部沖 ，
2015 年 2 月にはカナダ・ブリティッシュコロ

こうした結果について，水産庁は，海水魚
の場合，体内に取り込まれた放射性セシウム

47

ンビア州沿岸 で採取された海水から，微量

を自然に体外に排出する機能があり，周辺の

の放射性セシウム 134 及び 137 が検出され，

海水の放射性セシウム濃度が低下すれば，魚

米ウッズホール海洋生物学研究所は，福島第

体内の濃度も低下するので，水銀などのよう

一原発由来のものであるとした。セシウム

に食物連鎖を通じて魚体内に蓄積し続けるわ

134 は自然界に存在せず，また，半減期が 2

けではないとしている。

年と短いため，過去の核実験に由来するとも

しかし，魚類の生態については未解明の部

考えにくいためである。

分が少なくなく，2012 年 8 月，福島第一原発

このように，福島第一原発由来の放射性物

から約 20 ㎞離れた海域で採取されたアイナ

質による海洋汚染は，太平洋の非常に広い範

メから 25800 ㏃／㎏の放射性セシウムが検出

囲に及んでいる。

されるなど，魚種によって，時として高濃度
の放射性物質が検出される原因は，必ずしも

2 海洋生物の汚染

明らかでない。

このような放射性物質による海洋の汚染

また，東京電力が実施しているモニタリン

により，海洋生物も汚染されることが懸念さ

グでは，2013 年 2 月 21 日に原発港内で採取

れた。そこで，東日本太平洋岸の都道県は，

されたアイナメから，740000 ㏃／㎏の放射性

福島第一原発事故直後から，海洋生物（主と

セシウムが検出されている49。
福島県を中心として，出荷規制や操業自粛

して食用となる水産物）の放射性セシウム濃

に加え，消費者の買い控えによる風評被害も
44 熊本雄一郞ほか『北太平洋黒潮続流を越えた福島第
一原発事故由来放射性セシウムの南方への広がり』
（
「ネーチャー」オンライン版 2014 年 3 月 4 日）
45 株式会社環境総合テクノス『北太平洋海域における
環境放射能調査事業報告書』20014 年 3 月
46
Woods Hole Oceanographic Institution News
Release 'Fukushima Radioactivity Detected Off
West Coast' (November 10,2014)
47
Woods Hole Oceanographic Institution News
Release 'Trace Amounts of Fukushima Radioactivity
Detected Along Shoreline of British Colombia
(April 6,2015)
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続いており，漁業者に深刻な被害が生じてい
る。

48 水産庁「水産物の放射性物質の検査に係る報告書
（平成 23 年 3 月～平成 27 年 1 月）
（2015 年 4 月）
」
49 東京電力「魚介類の核種分析結果（2013 年 3 月 15
日）
」
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushimanp/fl/smp/
2013/images/fish_130315-j.pdf
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図表 35 6 水産庁「水産物の放射性物質の検査に係る
報告書（2011 年 3 月～2015 年 1 月）」2015 年
4 月 放射線モニタリング情報ポータルサイ
トより

図表 37 放射線モニタリング情報ポータルサイトより

3 福島沖の放射能汚染の現状
福島第一原発事故後，東京電力及び原子力
規制庁は，福島沖等の海水の放射線モニタリ
ングを行っている。このモニタリング結果の
推移50から明らかなことは，いずれの測定ポ
イントにおいても，放射線濃度が事故直後に
急上昇し，その後低下したものの，事故の半
年後ころから，ほぼ横ばいないしごく緩やか
な低下傾向となっていることである。
福島第一原発事故以前の日本の沖合にお
けるセシウム 137 の放射線濃度は，1 ㎡当た
り 2Bq 程度であったとされている51。福島第
図表 36 放射線モニタリング情報ポータルサイトより

一原発沖百数十 km から二百数十 km の外洋の
測定ポイントでは，ほぼこの水準に戻ってい
るが，福島沿岸では，事故以前の 100 倍程度
で高止まりしていることになる。

4 汚染水の放出と漏出
このような高止まりの原因として，神田穣
太東京海洋大学教授は，
既に 2013 年 3 月，
「現
在も地下水や配管を通じて流出が続いている
可能性がある。」と指摘していたが，東京電
力は，これを否定していた52。
50

放射線モニタリング情報ポータルサイ
http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/428/li
st-1.html
51 Aoyama,M.,Hirose,K.'137Cs trend in the subtropical
gyre in the western North Pacific Ocean' The
Scientific World JOURNAL,4,200-215,2004
52 東京新聞 2013 年 3 月 24 日
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東京電力は，福島第一原発事故後間もない

15.2.22

2011 年 4 月，高濃度汚染水の貯蔵先確保のた

排水路からの管理区域外への
漏えい

め，比較的低レベルの汚染水を意図的に海に

15.5.29

1000 トンノッチタンク貯留水

放出した。この際，近隣諸国に事前の了解を

の移送配管からの管理区域外

得ず，国際的な問題となった。

漏えい

その後，東京電力は，汚染水の流出はない
としてきたが，2013 年 7 月，汚染された地下
水が海に漏出していることを認めた。
こうして，汚染水対策が重要な課題として

このように，東京電力の対応は，後述の場

認識されるようになったが，その後も，東京

当たり的で不適切な方針選択ともあいまっ

電力の対応には不手際が相次いだ。

て，海洋汚染の拡大を防止できていない状況

汚染水の漏えいに関し，法令に基づいて原

である。

子力規制委に報告があった事象は，以下のと
おりである53。

第 5 モニタリングの現状と課題
1 概要

13.8.19

汚染水貯留タンクからの汚染

福島第一原発事故後，放射線モニタリング

水漏えい

を確実に，かつ効果的に実施するために，政

汚染水貯留タンクからの汚染

府は原子力災害対策本部の下にモニタリング

水漏えい

調整会議を設置して，関係府省，地方公共団

13.10.9

淡水化装置からの汚染水漏え

体，原子力事業者等が連携してモニタリング
を実施することにした。同会議の議長は環境

14.2.6

い
原子炉注水設備への水移送配
管ストレーナー圧力指示計か

制庁長官である。

13.10.2

大臣，事務局長は原子力規制委員会原子力規

らの RO 濃縮水（淡水化装置で
14.2.20

モニタリングにおいては，対象をいくつか

濃縮した汚染水）漏えい

に区分けして，情報集約・発信機関，モニタ

H6 タンクエリアの RO 濃縮水貯

リングの実施及び測定記録の分析・評価又は

留タンク上部からの RO 濃縮水

支援機関を振り分けている。

の堰外への漏えい
14.4.13

集中廃棄物処理施設焼却工作

2 海洋モニタリングの状況

建屋への滞留水の流入
14.6.9

海域モニタリングは，以下のように進めら

4000 トンノッチタンク群から

れている 。

の堰外への漏えい
14.9.17
14.12.17

(1) 実施海域

RO 濃縮水タンク連絡弁のひび

① 近傍海域：福島第一原発近傍で監視

割れ

が必要な地域 2 号機排気筒と 3 号機排

多核種除去施設処理水の移送

気筒の中間地点からおおむね 3 ㎞の海域

配管からの漏えい

② 沿岸海域：青森県（一部）・岩手県
から宮城県，福島県，茨城県の海岸線か
らおおむね 30 ㎞以内の海域（河口域を

53 原子力規制委員会 HP「原子炉等規制法または放射
線障害防止法に基づく報告」から作成
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福島県はポイントにより，
東京電力，

③ 沖合海域：海岸線からおおむね 30

環境省，福島県

～90 ㎞の海域

茨城県は環境省

④ 外洋海域：海岸線からおおむね 90

ウ 沖合海域―原子力規制委員会

㎞以東の海域

エ 外洋海域―行わない

⑤ 東京湾

オ 東京湾―河口域はポイントにより

(2) 実施方法

環境省，原子力規制委員会

実施海域ごとに採取ポイントを決めて，

湾央―原子力規制委員会

海水，海底土，海洋生物の試料を採取し，

湾口中央付近―行わない

Cs-134，Cs-137 については必ず，I-131，

③ 海洋生物について

H-3，Sr-90，Pu-238，Pu-239+240 について

ア 近傍海域―行わない

は場所によって，分析をしている。

イ 沿岸海域の魚介類―東京電力

(3) 実施機関

ウ 沿岸海域，沖合海域，外洋海域の

モニタリングの実施機関は，以下のとお

水産物―水産庁

りである。

エ 沿岸海域の魚介類，餌生物等海洋

① 海水について

生物―環境省

ア 近傍海域―採取ポイントにより，

と分かれている。

東京電力，原子力規制委員会，福島県

モニタリング結果の集約・発信は原子力規

イ 沿岸海域―青森県，岩手県は環境

制委員会が行うこととされている 。

省

3 問題点

宮城県はポイントにより東京電力，

(1) 実施機関

環境省
福島県はポイントにより，
東京電力，

海洋モニタリングは，実施機関がまちま
ちで，また，汚染者である東京電力が多数

環境省，福島県

の箇所の実施機関となっていることは，制

茨城県はポイントにより東京電力，
環境省

度としての信用性から問題である。情報の

ウ 沖合海域―原子力規制委員会

信用性を確保するためには特定の主体（と

エ 外洋海域―ポイントにより原子力

りわけ東京電力）のみに依存するのではな

規制委員会，海上保安庁

く，複数の機関によるダブルチェック体制

オ 東京湾―河口域はポイントにより

をとるべきである。また，公害問題である

環境省，原子力規制委員会，

のだから，加害当事者である東京電力では

湾央―原子力規制委員会

なく，第三者機関が実施機関となるべきで

湾口中央付近―ポイントにより国土交

ある。

通省，原子力規制委員会

(2) 実施方法
放射性物質は大量の海水で希釈される

② 海底土について
ア 近傍海域―採取ポイントにより，

から，単に海水を分析するだけでは放出さ

東京電力，福島県

れた放射性物質の実態把握としては不十

イ 沿岸海域―青森県，岩手県は環境

分であり，フォールアウト分析（降下した

省

放射性物質の分析）も行うべきである。
さらに，放射性物質による海洋汚染につ

宮城県は環境省
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いては，食物連鎖の過程等を通じた生物濃
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第 2 節 汚染水対策の経緯と問題点
第 1 汚染水の発生と政府・東京電
力の対応（概要）

3 汚染水の増加
(1) 循環注水冷却の開始
事故後，冷却水を外部から注入し続けた

1 汚染水の発生と滞留

ため，建屋内の汚染水が増加し続けた。

(1) 建屋内に滞留する汚染水

そこで，東京電力は，2011 年 5 月 17 日，

前記のとおり，福島第一原発 1～3 号機
では，原子炉の冷却のために注入された大

建屋の地下から汚染水を汲み上げ，セシウ

量の冷却水が核燃料に触れて高濃度に汚

ムや塩分等を除去した上で，冷却水として

染され，この汚染水が原子炉圧力容器及び

再利用する「循環注水冷却」を行うことを

格納容器の損傷によって，原子炉建屋やタ

公表し，同年 6 月 27 日から開始した。これ

ービン建屋の地下に流入した。そして，こ

により，外部からの注水がなくなり，汚染

の汚染水が津波によって浸水した海水等

水は増加しなくなるはずであった。

と混ざり合うことで大量の汚染水が発生

(2) 地下水等の流入と汚染水の増加

した（第 2 章・第 1 節・第 2）。

しかし，現実には，大量の「地下水」や

(2) トレンチ内に滞留する汚染水

「雨水」が，様々な経路で建屋内に流入し，
建屋内の汚染水と混ざり合い，汚染水の量

事故直後に建屋から漏出した汚染水は，

は日々増加していった。

2～4 号機タービン建屋の海側にある海水

推定される建屋内への地下水及び雨水

配管トレンチ（配管やケーブルを収納して

の流入経路は，図表 38 のとおりである。

いる地下トンネル）内にまで流入し，滞留
した（2015 年 6 月 29 日現在 1 万 1220t）。

① 地下水の流入

政府・東京電力によれば，トレンチ内の高

阿武隈山系から流れ下る地下水（第 1

濃度汚染水の量は，約 1 万 t 以上と推定さ

節・第 1）は，地下透水層から，地下ト

れている。

レンチ，建屋間のギャップ，建屋地下外
周部，建屋の基礎底面などを通じて，建
屋内に流入していると推定されている。

2 汚染水の性質

東京電力は，これら地下水等の流入量

これらの汚染水には，核分裂生成物である
ウラン，プルトニウム，ストロンチウム，セ

を，
一日当たり約 400 ㎥と推定してきた。

シウム，テルル，コバルト，ルテニウム，バ

② 雨水の流入

リウム，ランタン，セリウム，トリチウムな

サイト周辺に降った雨水は，建屋の屋

ど，多核種の放射性物質が混在しており，高

根の損傷部から直接，あるいは，地表面

濃度の放射線で汚染されている。

から地下に浸透した上で地下水として，
建屋に流入していると推定されている。

2011 年 3 月に東京電力が公表したところに

(3) 汚染水の増加を防ぐ対策の必要性

よれば，タービン建屋に滞留する汚染水の表
面線量率は，1 号機で約 60mSv/h，2 号機で

そこで，汚染水の増加を防ぐためには，

1000mSv/h 以上，3 号機で約 400mSv/h であっ

単に循環注水冷却の方法を採ることでは

た。

足りず，地下水や雨水が建屋やトレンチ内
に流入しないようにする対策が必要とな
った。
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図表 38 シンポジウム実行委員会作成

4 汚染水の漏えい

(2) 汚染された雨水の流出

(1) 滞留した汚染水の海洋流出

2015 年 2 月，1 年以上前から建屋の屋上

2013 年 6 月，1，2 号機のタービン建屋

に貯まっていた高濃度汚染水が排水溝を

海側の地下水から高濃度トリチウムが検

通して港湾に流出していることが明らか

出され，同年 7 月，東京電力は，汚染水が

となった。

海に流出していることを公表した。

(3) 貯水タンクからの漏洩

汚染水の海洋への流出ルートは，いくつ

前記のとおり，循環冷却システムが稼働

か推定されている。

し，建屋内に貯留していた汚染水（約 800

① 建屋損傷部からの流出

㎥/日）は，セシウムの除去装置を通過さ

最も深刻なのが，建屋地下に滞留して

せた後，RO 膜（逆浸透膜）用いた淡水化処

いる高濃度汚染水が建屋の損傷部を通

理が行われ，淡水と塩分濃度の高い水に分

して流出するルートである。

離される。分離された淡水は，原子炉の冷

② タービン建屋トレンチからの流出

却水として再利用される（約 400 ㎥/日）。

タービン建屋トレンチに滞留した汚

塩分濃度の高い水は，更に蒸発濃縮処理

染水がピット，取水口，放水口などから

され RO 濃縮塩水として貯水タンクに貯蔵

流出するルートもある。

される（約 400 ㎥/日）。
RO 濃縮水は，多核種除去装置（ALPS）で
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62 核種を除去した後，別のタンクに貯蔵さ

② 汚染源に水を「近づけない」

れる（いわゆる「トリチウム水」）。RO 濃

③ 汚染水を「漏らさない」

縮塩水の貯蔵タンク底部に残った残水は，

とする 3 つの柱は，その後も引き継がれて

そのまま，RO 濃縮塩水貯蔵タンクに貯蔵さ

いる。具体的には，以下のような取組であ

れている。

る。

2013 年 4 月には，地下貯水槽（当初，東

(2) 汚染源を「取り除く」対策

京電力は，RO 濃縮塩水を，地面を掘り下げ

① 多核種除去設備（ALPS）による汚染

たプール状の簡易な地下貯水槽に貯蔵し

水浄化

ていた。後に地下貯水槽の欠陥が明らかに

東京電力・東芝による 2 系統と，国費

なり，タンクに移送）から，同年 8 月には，

支援を得て日立が開発した高性能多核

RO 濃縮塩水貯水タンクから汚染水が漏え

種除去設備がある。2015 年に入って安定

いしていることが発覚し，汚染水のこれら

的な稼働に至り，2015 年 5 月に東京電力

タンクからの漏えいが問題となった。

は，タンク群に貯蔵する RO 濃縮塩水に
ついて，タンク底部の残水を除き完了し

5 東京電力と政府の対応（概要）

たと公表したが，ALPS 稼働の初期の段階

(1) 基本方針

では浄化は不十分で再浄化が必要であ

原子力災害対策本部は 2013 年 9 月に
「汚

り，また，日々，高濃度放射能汚染水が

染水処理に関する基本方針」を決定した。

増加している状況である。

① 汚染水を「取り除く」

図表 39 「汚染水対策の主な取り組み」東京電力 HP より
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図表 40 『汚染水対策』廃炉・汚染水対策ポータルサイトより

②

建屋の海側トレンチ内の高濃度汚

り排水を開始した。 政府は，汚染水の

染水の除去

増加量は 90 ㎥/日程度減少できると評価

2014 年 11 月から，トレンチ内の高濃

している。

度汚染水をポンプで抜き取りながら，ト

② 建屋周辺の井戸（サブドレン）から

レンチ内を充填・閉塞する作業を行って

地下水汲み上げ，海へ排水

いる。経済産業省・東京電力は，2015 年

建屋周辺からの地下水の流入や建屋

7 月 30 日にトレンチ内の高濃度汚染水を

海側エリアからの地下水流出を抑制す

建屋内に移動させたと発表した。

るため，建屋周辺の井戸（サブドレン）

(3) 汚染源に水を「近づけない」対策

から，地下水を汲み上げ，浄化した上，

① 建屋山側の井戸から海へ排水（地下

海に放出する計画である。2015 年 8 月，

水バイパス）

漁業関係者は処理後海洋への放出を了

建屋山側からの地下水の流入を防ぐ

承した。

ため，井戸を掘削して地下水を汲み上げ

③ 陸側遮水壁（凍土壁）の設置

て海に排出している。2014 年 5 月下旬よ

陸側から建屋内への地下水の流入を
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防ぐため，凍土壁で建屋を取り囲むとし

ドマップを改定した。建屋内滞留水の処理

ている。

完了を 2020 年内とする方針は維持しなが

国が財政支援し，東京電力・鹿島建設

ら，「近づけない」との対策の目標は「汚

が 2014 年 6 月に着手したが，2015 年 8

染水増加量の大幅抑制」に置かれ，建屋群

月段階で海側は埋設の付設も完了して

を取り囲む凍土壁の完成は 2016 年に先送

おらず，凍結・閉合に着手していない。

りし，建屋周辺の地下水の水位より建屋内

この凍土壁工法による遮水壁は，第 2

の水位を下げることで建屋の外に流出しな

節・第 5 で述べるとおり，実現可能性及

い状態を引き続き維持し，地下水バイパス

び解凍要件に問題がある。

に加え建屋近くのサブドレインからの地下

④ 地下水流入抑制のための敷地舗装

水汲み上げ，地下水位の管理と海洋放出，

雨水の土壌浸透を抑え，建屋への地下

フェーシングによって，2016 年度内に地下

水流入量を抑制するための広域的な舗

水の建屋内への流入量を 100t/日未満に抑

装。線量の高い箇所や工事調整が必要な

制するというものである。

箇所を除き，2014 年度中の概成（約 7 割）
と公表されている。

建屋に隣接するサブドレインからの地
下水には放射能核種の混入問題があるが，

(4) 汚染水を「漏らさない」対策

東京電力は福島漁連との協議により，2015

① タンクの堰のかさ上げ

年 9 月にサブドレインからの汲み上げと海

タンクから周囲への漏えいを防ぐた

洋への放出を開始し，順次，タンクに貯留

め，タンクの堰のかさ上げ，二重化を行

するトリチウム水も海洋への放出へと進

い，
2014 年 7 月中旬に完了したとされる。

められている。

② 水ガラスによる地盤改良

6 小括

建屋海側エリアにおいて，地下水の海
洋流出を抑制するため，水ガラスによる

これらの汚染水対策は，高濃度汚染水の増

地盤改良を行う。2014 年 3 月に海側の地

加を止め，福島第一原発内に閉じ込めるとい

盤改良を終え，1～2 号機間，2～3 号機

う根本的対策ではないうえ，その実現性，実

間で地下水の汲み上げを実施中である。

効性等についても，様々な疑問が呈されてき

③ 海側遮水壁の設置

た。凍土壁採用の理由とされてきたその「遮

汚染地下水の海洋への流出を防止す

水効果の高さ，工期期間が短期間，施工可能

るために，護岸外側に遮水壁を設置する

性の髙さ」は，政府・東電自体によって否定

とし，2011 年 10 月に工事着工。鋼管矢

されたというべきである。しかしながら，直

板の打設が，一部を除き完了したとされ

近の対策でも凍土壁の構築・維持計画を継続

ている。

し，サブドレインからの汲み上げによっても

④ タンクの増設

100 トン／日の流入があり，高濃度汚染水は

サブドレンから汲み上げた水や，処理

増加し続け，これを ALPS で処理後，海洋に放

後のトリチウム水等を貯蔵するために

出し続けるというものである。また，建屋内

タンクを増設。

の汚染水を汲み上げ，その水位を下げつつ，
サブドレインから汲み上げるというもので，

2014 年度までに 80 万トンの容量を確

新たな問題を生じさせる。

保したと公表されているが，さらに整備

第 2 節においては，本来，求められた対策

中である。

と対比して，各問題点を具体的に指摘する。

（5）政府・東京電力は 2015 年 6 月にロー
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はなく，国において，速やかに実効性ある対

第 2 求められた汚染水対策

策を指導し，自らとることが必要であった。

1 福島第一原発事故での汚染水問題の
特徴
図表 41 は，これまでの福島第一原発事故

3 恒久的な地下水の遮水壁構築による
汚染水を増加させない対策

による汚染水問題に対する東京電力と国の対

事故から 4 年半が経過した現時点でも，建
屋内への地下水の流入が続いている。

応の経緯を一覧表にしたものである。事故か
ら既に 4 年半を経過するが，長期にわたって

政府は，2013 年 5 月に，国が汚染水処理の

維持・管理を要しない形態で汚染水問題を解

前面に立つとして凍土壁を選択し，同年 9 月

決できるめどは立っていないというほかない。

には汚染水対策の基本方針の中に凍土壁の設

福島第一原発事故の特徴は，1～3 号機で炉

置を盛り込み，
国費 320 億円を投入して，
2014

心溶融を来すという重大事故であり，原子炉

年度中の完成を予定してきた。原子力規制委

及びタービン建屋も損傷し，大量の冷却水が

員会は，2014 年 6 月に工事を容認したが，予

高濃度汚染水となって建屋内に貯留している

定期間内に完了しなかったのみならず，2015

ところに，日々400t の地下水が流れ込み，混

年 6 月の中長期ロードマップでは，凍結閉合

ざり合って汚染水が増加し続けるという構造

の完了を 2016 年度末に先送りした。
2015 年 4

的な立地上の問題を抱えていることである。

月に一部の箇所の試験凍結を開始したが，凍

しかも，原子炉建屋構内は高線量下にあ

結試験ではなく，冷媒（ブライン）の循環設備

り，作業環境は極めて厳しい。福島第一原発

の全体システムの稼働状況をみるものであると

の廃炉に至る道のりは途方もなく，めどすら

されている。その結果として 2015 年 7 月 29 日

立っていないことに照らせば，日々増加する

の汚染水処理対策委員会の報告によれば，測温

福島第一原発における汚染水対策には，極め

管が 0℃以下を示していない例が大半である。
また，凍土壁設置の目的が，「建屋への地

て長期的視点が必要である。

下水流入量の抑制」とされ，凍結閉合の完成

建屋内への地下水の流水を抑制するため

時期は 2015 年度中と先送りされた。

に，数十年にわたって地下水や建屋内の水位
管理を継続することは良策とはいえない。ま

現状の凍土壁は，多大の電力を費やして凍結

た，日々増加する高濃度汚染水を，地上で保

を維持し，凍結装置の維持にも費用をかけ続け

管・管理し続けることは不可能であるから，

て，汚染水も増加を低減させ，地下水位の管理

汚染水対策では，まず，汚染水の増加要因を

をし続けるというものであり，これを廃炉まで

取り除くことが不可欠である。同時に，現存

継続するという対策は，無策というほかない。

する汚染水の管理とそのリスクの低減も図ら

地下水の流入を恒久的・安定的に遮断し，

れる必要がある。
作業に従事する人的資源も，

汚染水の増加を止めるための唯一の方策は，

そこに投入する財源にも限りがあることも忘

高濃度汚染水が滞留する建屋群を，地下の不

れてはならない視点である。

透水層にまで達する，コンクリート地中連壁
などの既存技術による恒久的遮水壁で取り囲

2 求められた国の関与

むこと以外にはないのであり，日弁連は，早

汚染水処理は，原発事故処理の第一歩であ

急にそうした遮水壁を設置する必要性を重ね

り，
漁業関係者等の被害の拡大を招きかねず，

て指摘してきたところである。

海洋への流出は国としての国際的信義が問わ

東京電力も，福島第一原発事故の直後の

れることにもなる。東京電力任せにするので

2011 年 4 月に，一旦は，このような恒久的地
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下遮水壁を計画したが，財政破綻の表面化を

除去装置の導入・安定稼働とトリチウム水

回避するためにこの方策をとらず，地上のタ

の海洋への放出を安易に想定し，簡易なボ

ンクや地下貯水槽に保管することとし，国も

ルト締めタンクを林立させ，それが汚染水

これを黙認してきた。

流出という新たなリスクを現実化させ，漁

2013 年 9 月に，自民党エネルギー戦略調査

業関係者等との対話の基礎である信頼関

会福島第一原発事故究明小委員会（村上誠一

係も失わせることとなってきた。

郎小委員長）は，「莫大な電力と費用が長期

ALPS の稼働を意義あるものとするには，恒

間にわたってかかる凍土壁ではなく，コンク

久的遮水壁の構築が前提となる。ALPS もまた

リート壁等による恒久的遮水方式をとるべ

仮の対策であり，これを永続的に稼働させ続

き」と指摘し，当時の茂木経済産業大臣は，

けることを前提とした対策は不適である。

「凍土壁の効果が十分でなかった時は追加的

(2) トリチウム汚染水対策の課題

54

な対策をとる」と答弁していた 。2014 年に

2015 年 6 月改定の中長期ロードマップで

着工以来の凍土壁工事の実態を見れば，遅き

は，「2016 年上半期までにトリチウム水の

に過ぎたというほかないが，直ちに，恒久的

長期的取扱いの決定に向けた準備を開始

遮水壁の工事にかかるべきである。

する」とされている。

さらに，恒久的遮水壁の設置の目的を，地

2013 年に地下水バイパスの汲み上げ水

下水の流入の阻止とともに，建屋内の汚染水

の海洋放出をめぐって漁業関係者と協議

を「建屋内に閉じ込める」のではなく，「恒

が重ねられ，運用も始まり，2014 年末には

久的遮水壁内に閉じ込める」ことに置くこと

サブドレンからの地下水の海洋放出の準

を明確にすべきである。このような恒久的遮

備が進んでいた。2015 年 2 月に，1 年以上

水壁は，凍土壁のように，その維持や地下水

前から，原子炉建屋の屋上への雨水が排水

管理を永続的に行う必要がなく，労働者被ば

溝を通って海洋に放出されていたことが

くを強いることも回避される。

判明し，汚染水の漏出が秘匿されてきた一
端が明らかになったものである。漁業関係者

4 汚染水のリスク低減の対策

の風評被害の懸念は当然である。高濃度汚染

(1) 多核種除去装置稼働の課題

水を ALPS で処理した後のトリチウム汚染水

汚染水中のセシウムやストロンチウム

の海洋への放出は，更に高いハードルがある。

など核種を除去する装置（ALPS など）は，

トリチウム汚染水の処理処分について

福島第一原発事故後に手探りで技術開発

は，科学的知見を積み上げ，汚染情報とと

を行ってきたものである。今も性能を高め

もに科学的知見が広く国民に十分に情報

る努力がなされているが，仮に十分な機能

公開された上で，利害関係者とともに対策

を有したとしても，ALPS 稼働にも膨大な電

が選択されなければならない。

力を消費し，高線量下での作業であり，高

5 汚染状況の計測，報告，公表

濃度放射能が付着したフィルタなどの管

また，東京電力だけでなく，第三者による

理や，大量のトリチウムを含む ALPS 処理

継続的な汚染状況の観測とデータの公開，利

後汚染水問題を抱える。

害関係者を含めた評価，検討の上に，合意形

福島第一原発事故当初において，多核種

成の場が確保されていることが，信頼関係を
高め，建設的対策をとるために必須である。

54 2013 年 9 月 30 日衆議院経済産業委員会の閉会中審
査

これ以上，先送りすることがあってはならない。
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福島第一原発事故による汚染水問題の経緯（概要）
東日本大震災・福島第一原発事故発生
高濃度汚染水貯蔵場所確保のため、低濃度汚染水約1万トンを海洋に放出
日弁連 福島第一原発に地下遮水壁の速やかな設置等を求める会長声明
循環注水冷却本格稼働
原子力災害対策本部、「廃炉に向けた中長期ロードマップ」発表
海側遮水壁工事開始
東電・国「中長期ロードマップ」改定
地下水バイパス工事開始
福島第一を特定原子炉施設に指定
地下貯水槽運用開始
ALPS試運転開始・トラブルが続く
政府・災害対策本部に汚染水処理対策委員会を設置
東電 地下貯水槽から汚染水漏れを発表
汚染水処理対策委員会「地下水の流入抑制のための対策」（凍土壁を選択）
１，２号機タービン建屋東側観測井戸から高濃度トリチウム検出
東電・国「中長期ロードマップ」改定
新規制基準施行
東電、汚染水の海洋流出を発表
H4エリア貯水タンクから汚染水約300トン漏れが発覚（28日にレベル３とされる）
廃炉・汚染水対策関係閣僚会議開催。「汚染水問題に関する基本方針」を発表
IOC総会で安倍首相が「Under Control」と発言
資源エネルギー庁入札公募「凍土方式遮水壁大規模整備実証事業」
資源エネルギー庁、凍土壁公募の応札者は東電・鹿島JVのみ。決定を公表
政府、汚染水問題に対する追加対策を発表
凍土壁小規模実験工事開始
経済産業省 海洋への放出基準（一般よりも厳しく）
H６エリアの貯水タンクから約100トンの汚染水漏れ発覚
東電 福島第一 特定原子力施設に係る実施計画変更認可申請書
東電・鹿島 凍土壁小規模実証実験凍結開始
海洋汚染を未然に防止するための対策の抜本的見直しを求める会長声明
凍土壁小規模実証実験公開「効果確認」
地下水バイパスから海への放出開始。漁協 地下水放出に基準順守を
規制委検討会 凍土壁山側の6月着工を容認。全体的な工事認可は先延ばし
地下水バイパス汲み上げ停止 トリチウム1700B/ l
凍土壁着工
凍土方式陸側遮水壁工事開始
「凍らない」氷の壁 2号機タービン建屋とトレンチの間 11000ｔ
東電、規制委員会に、サブドレインからの地下水の海への排水設備設置申請。
アレバの汚染水浄化装置の廃止申請
原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改組
「汚染水対策代替案に関する地盤工学会としての見解」
増設ALPSの稼働開始（トラブルが続く）
政府の補助事業による高性能ALPS稼働開始(トラブル続く）
タービン建屋とトレンチの結合部の凍土による止水断念。埋め立てに変更
増設中のボルト締め型タンクで転落、重症事故（翌日死亡）
規制委員会 サブドレインからの汲み上げ水を浄化後、海洋放出を承認
高濃度汚染水、排水路から港湾に流出発覚・東電は1年前に把握、規制委にも報告
凍土壁見直し要請へ 規制委員会汚染水対策 田中委員長
会計検査院報告 廃炉・汚染水対策費用5900億円 効果に疑問の工事
福島第一 死傷事故相次ぎ作業停止
東電、今後は測定したすべてのデータの公開を約束
原子炉探査ロボ、走行不能に
凍土壁試験凍結開始
東電、タンク底部の約1万トンを除きALPS処理完了。フランジ型タンクの解体開始
東電と福島県漁業者との協議 3ヶ月ぶりに再開。漏出公表の遅れ陳謝
東電・国「中長期ロードマップ」改定
東電、2号機配管用トレンチ内の高濃度汚染水4500ｔを建屋内に移送と発表
経産省・東電、トレンチ内の高濃度汚染水をすべて建屋内に移送を完了したと発表
図表 41 シンポジウム実行委員会作成
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第 3 政府・東京電力の汚染水対応
の経緯

下水の遮蔽工法の検討には消極的であり，

1 事故後，
2013 年 4 月までの汚染水対応

いう経緯があった56。

政府の意向でこの文言が盛り込まれると
2011 年 5 月 16 日，政府の中長期対策チ

(1) 汚染水問題の発生
汚染水の問題は，第 2 章・第 1 節に述べ

ームにおいては，地下遮水壁の五つの工法

られているとおり，福島第一原発事故によ

が報告された。ここでは粘土で壁を作る粘

り原子炉圧力容器に損傷が生じ，注水した

土工法が有力視され，凍土方式については

冷却水が圧力容器及び格納容器から漏れ

「大規模工事に前例がない」と退けられて

て滞留していた海水と混じりあって大量

いた。

の汚染水が発生し，また，原子炉建屋に流

しかし，東京電力は，地下遮水壁工事に

入した地下水が汚染源に触れて汚染水に

ついては耐震補強工事などの他の工事に

なるなどして，これによってさらに大量の

干渉することや，地下には様々な構造物や

汚染水が発生し続けることとなった。

配管があることを理由として消極的姿勢
を取り，さらには，2011 年 6 月遮水壁の費

2011 年 4 月 2 日に護岸近くから高濃度汚
染水が海に流出していることが判明する

用が 1000 億円レベルとなる可能性があり，

などして，原発事故発生当初から問題点と

これを公表すると市場から債務超過に近

して認知され，指摘されていたものである

づいたという評価を受けることから，遮水

が，政府は，原発事故発生後，基本的に東

壁についての公表は回避することを希望

京電力に対応を任せ，長らくの間，逐次的

し，政府もこれを認めた。
また，遮水壁工事の財源について，国土

な対策を行っていた。
(2) 2011 年中の政府・東京電力の対応の経

交通省や経済産業省の予算を用いること

過

が一部検討され，東京電力はこの動きを歓

まず，2011 年 4 月 4 日には，高濃度汚染

迎したが，「民間企業の敷地に投入できる

水の貯蔵場所を確保するために，比較的低

公共事業が見当たらない」といった理由

濃度の汚染水約 1 万 t を海洋に放出した。

で，2011 年の時点で政府が前面に立って費

この時は，漁業協同組合など海洋放出につ

用を投じることが決定されることはなか

いての利害関係者や，近隣諸国と具体的な

った。
2011 年 8 月 5 日，
中長期対策チームは
「遮

協議をすることもなく放出を決めたこと

水壁の基本設計の検討状況について」と題

から，反発を受けた。
55

その後，政府内には中長期対策チーム

するレポートをまとめたが，そこでは，遮

が作られ，地下水の動きについても分析が

水壁は事業者（東京電力）が自主的に設置

行われ，汚染水が海に流れ出さないため

するものに位置付けられてしまった。

に，海側に鋼管矢板による遮水壁を設け，

2011 年 9 月 16 日の中長期対策チーム会

陸側にも原発の四方を囲む遮水壁を設け

議においては，「海側遮水壁だけで海洋汚

る方針がまとめられた。東京電力が 2011

染防止の効果は確認できる」「現時点にお

年 5 月 17 日にまとめた事故収束への工程

いて当初計画の『閉ループ』を構築する必

表にも，地下水の遮水工法の検討という文

要性はない」という意見が出され，遮水壁

言が挙げられた。ただし，東京電力は，地

の構想は大きく後退した。これは，他の工

55 朝日新聞 2014 年 1 月 7 日「プロメテウスの罠」

56 朝日新聞 2014 年 1 月 8 日「プロメテウスの罠」
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事の邪魔になるとか，線量が高く作業が困

ブドレンから汲み上げられた地下水に汚

難である，地中配管を破断するなどという

染があった場合にはどうするのか不明で

理由によるものであった。

あり，検討として不十分であるといわざる

ここに，海側遮水壁とは，汚染水による

を得ない。

海洋汚染の防止のために，護岸の外側に鋼

(4) 2012 年における政府・東京電力の対応

板矢板を打設するというものである。

2012 年においては，2012 年 4 月に海側
遮水壁の工事を開始したこと，地下水バイ
パス工事を開始したことを除くと，目立っ
た動きはない。他方で，東京電力は関係省
庁の了解なくして汚染水の放出は行わな
いことを約束していたことから，この空白
の 1 年間に汚染水は増加する一方であり，
汚染水の増加に対する抜本的な対策は講
じられなかった。現在に至る経過の中で，
中長期ロードマップにおいて，汚染水の増
加抑制のための方策として地下水バイパ
スによる地下水の汲み上げがあげられて
いるが，これだけでは汚染水の増加を抑制
できないことは明らかである。2012 年内に
は何ら抜本的な対策が検討されず，汚染水

図表 42 海側遮水壁のイメージ
「廃炉に向けた中長期ロードマップ」より

は大幅に増加し続け，タンクの増設に追わ
れた。福島第一原発事故後間もない時期に

(3) 汚染水増加防止のための陸側遮水壁構

無対応，無方策であったことが，汚染水の

築の放棄

増加に与えた影響は大きいといわざるを
得ない。

その後，東京電力は 2011 年 10 月 26 日，
「陸側遮水壁は設置するべきではない。」
と断じた検討結果を公表し，東京電力は，
陸側遮水壁の計画を放棄した。

2 2013 年 4 月から，2013 年 9 月の基本
方針策定まで－タンク・貯水槽での対応

政府・原子力災害対策本部は，東京電力

(1) 汚染水処理対策委員会の設置

の姿勢を追認するかのように，2011 年 12

2013 年 4 月に地下貯水槽からの深刻な汚

月 21 日，「廃炉に向けた中長期ロードマ

染水漏れが発覚し，汚染水対策を回避する

ップ」を発表した。これには，建屋の四方

ことができなくなり，原子力災害対策本部

を囲む陸側遮水壁のことは一言も触れら

において総合的な対策を検討することに

れず，汚染水の増加の防止の対策として

なった。2013 年 4 月 19 日に第 3 回東京電

は，サブドレン（原子炉建屋周囲の地下水

力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会

位の管理のための井戸）に汚染がないこと

議が開催され，議長である経済産業大臣が

を確認しつつサブドレンにより地下水を

汚染水処理対策委員会の設置を指示し，同

汲み上げることにより，建屋に流入する地

年 4 月 26 日に第 1 回の汚染水処理対策委

下水を抑制することが盛り込まれたのみ

員会が開催された。

であった。しかしながら，サブドレンやサ
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30 日付けで「地下水の流入抑制のための対

し，以降，これらを柱に対策を説明してき

策」と題する報告書を作成し，凍土壁方式

ている。

による陸側遮水壁の構築による地下水の
凍土壁設置の検討のために，2013 年 6 月

第 4 汚染水処理への国の関与－
基本方針における対策

28 日，汚染水処理対策委員会の下に「陸

1 汚染源を「取り除く」対策

建屋への流入抑制策を提言した。さらに，

側遮水壁タスクフォース」が設置された。

「汚染源を取り除く」とは，汚染源である

その後も 2013 年 8 月にも汚染水保管タ

原子炉建屋地下や建屋海側のトレンチ内に滞

ンクから約 300 トンの高濃度汚染水が漏出

留する高濃度汚染水については，早急にモニ

する新たな事故が発生していたことが判

タリングを強化し，トレンチ内の汚染水を除

明するなど，汚染水対策の必要性は増す一

去するとともに，原子炉建屋地下に滞留する

方であった。

汚染水の量を削減させていくとされている。

(2) 汚染水処理に関する基本方針

併せて，多核種除去設備により，高濃度汚

2013 年 9 月 3 日の政府原子力災害本部

染水の浄化を進め，汚染源のリスクを低減さ

は，前記の報告書の内容も受けて，「汚染

せていくとともに，処理容量や処理効率の向

水問題に関する基本方針」を決定し，以後，

上を図るとされている。

今日まで，東京電力においてもこの基本方
針に基づき，汚染水対策を行ってきた。

そして，最終目標として，原子炉建屋等の
地下に滞留する汚染水を一日も早く除去する

「汚染水問題に関する基本方針」におい

としている。

ては，政府の対応として，政府の体制の強

このうち，トレンチ内の汚染水除去に関し

化をうたっている。上記 2013 年 9 月 3 日

ては，トレンチと建屋の接続部の汚染水を凍

の原子力災害本部会議では，経済産業大臣

結させることとしたが，実際には凍結させる

が「『廃炉・汚染水対策関係閣僚会議』を

ことができず，2014 年 11 月に充填剤の注入

設置し，政府一体となった体制を構築いた

による閉塞に方針が変更となった。

します。また，『廃炉・汚染水対策現地事

また，多核種除去設備（ALPS）による汚染

務所』を設置し，関係省庁から現場に常駐

水浄化についても，装置の不具合が続き，当

する職員も含め，国としての現場の体制を

初の予定より大幅に遅れている。

強化いたします。さらに，現地における政
府，東京電力等の関係者の連携と調整を強
化するため，『汚染水対策現地調整会議』
を設置するとともに，地元のニーズに迅速
に対応するため，『廃炉対策推進会議福島
評議会』を活用してまいります。」と述べ
ているが，果たして，このような多系統の
組織で実効的な議論がなされうるのか疑
問がある。
また，具体的な汚染水処理の対策として
は，①汚染源を「取り除く」，②汚染源に

図表 43 多核種除去施設の概要図
（東京電力 HP より）

水を「近づけない」，③汚染水を「漏らさ
ない」という三つの対策をとる方針を示

2 汚染源に水を「近づけない」対策
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「汚染源に水を近づけない」とは，汚染源

は，凍土方式による陸側遮水壁である。これ

である高濃度汚染水に新たな地下水が混ざっ

は，建屋の周囲 1.5 キロにわたって，1 メー

て汚染水が増えるという事態を避けるため，

トル間隔で約 1500 本の凍結管を埋め込み，
そ

原子炉建屋山側（地下水の上流）から，汚染

の凍結管に冷却液を流して，凍結管の周囲の

される前に地下水を汲み上げるとともに，原

土を凍結させて連続した壁にすることで，地

子炉建屋の周りを囲む凍土方式の陸側遮水壁

下水が建屋に流入することを防ぐという計画

を設置するなど，建屋付近に流入する地下水

である。この計画については，種々の問題が

の量を可能な限り抑制する対策を進めるとい

指摘されており，第 5 で詳述する。

うことである。
地下水の汲み上げは，建屋から離れたとこ
ろで行う，地下水バイパスによる地下水の汲
み上げと建屋近傍のサブドレンによる地下水
の汲み上げが予定された。
地下水バイパスは，
地下水が建屋に接近する手前で汲み上げて，
海洋に放出するというものであり，実際に実
行され，東京電力によれば，建屋への地下水
流入を一日当たり 100 トン減少させる効果が
あるとされている。

図表 45 サブドレン・地下水ドレンの概要図
（東京電力 HP より）

この他，原発敷地の舗装による表面遮水，
タンク天板への雨どいの設置なども計画され
ている。

3 汚染水を「漏らさない」対策
「汚染水を漏らさない」とは，汚染水が海
洋，
特に外洋に漏えいしないようにするため，
図表 44 地下水バイパスの概要図（東京電力 HP より）

建屋海側の汚染エリア付近の護岸に水を通さ
ない壁を設置するとともに，原発の港湾内に

これに対して，サブドレンによる汲み上げ

水を通さない遮水壁を設置し，また，汚染水

は，地下水バイパスよりも建屋に近いドレン

は当面タンクで貯蔵・管理することとし，タ

からの汲み上げになるため，一定の汚染が認

ンクの管理体制強化やパトロールの強化等の

められる。このため，サブドレンから汲み上

対策を講じるものとされている。

げられた汚染水を，浄化後に海洋に流出させ

汚染水タンクからの漏えいは度重なって

ることについて，福島県の漁業協同組合と協

おり，この要因としては，溶接されずに樹脂

議を続けてきた。汚染水の流出がたびたび判

製パッキンを挟んでボルトでつなぎ合わせた

明し，協議は暗礁に乗り上げていたが，2015

いわゆるフランジ型のタンクを用いていたこ

年 8 月に，漁協側は今後の風評被害への補償

とも原因の一つとされた。このため，これを

とともに，受け入れることになった。

より耐久性の高い溶接型のタンクに置き換え

「近づけない」対策の柱ともされているの

たり，万が一タンクから汚染水が漏れたりし
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ても海に流出していかないように，タンクの

これらの支出に関しては，あくまでも福島

周囲に堰を設けるなどする対策がとられてい

第一原発事故の発生は東京電力の責任である

る。

ことを前提とした上で，凍土壁工事や高性能

もっとも，溶接型のタンクも，耐震性を備

多核種除去設備は新技術の研究開発支援の名

えているわけではなく，長期間の耐久性が確

目であれば支出できるとしたものであるとい

保されているわけではない。また，凍土壁は

われている。凍土壁については，「凍土方式

完成しておらず，汚染水は増加し，ALPS によ

遮水壁大規模実証事業」の名のものに入札公

り浄化された後の汚染水（いわゆるトリチウ

募され，予定どおり，東京電力と鹿島建設が

ム水）が増加する一方であるため，トリチウ

落札した。この事業名のとおり，実証実験事

ム水の処理方針が決まらない中で，どこまで

業であったといえる。ここに，汚染水対策を

保管を続けるのか，タンクの増設を続けるの

抜本的かつ強力的に国が責任をとって行うと

か，問題点も多く残されている。

いう姿勢はみえない。

第 5 凍土壁工法の問題点
1 凍土壁工法の概要
凍土壁とは，地下水が建屋に流入すること
を防止するために建屋の周りを遮水壁で囲
む，いわゆる陸側遮水壁（これに対して汚染
地下水が海洋に流出するために海岸付近に設
置する壁が海側遮水壁である。）を構築する
ための工法として採用されたものである。具
体的には，
建屋の周囲 1.5 ㎞に 1m 間隔で凍結
管約1500本を地下30mの不透水層まで埋め込

写真 7 フランジ型タンクと堰（2015 年 8 月）

み，その凍結管に，凍結プラント（冷凍機・

4 財源について

クーリングタワー）で冷却した冷媒（ブライ

汚染水対策にかかる費用について，国は，

ン）をブライン移送管で圧送し，凍結管の中

事故の責任は東京電力にあることを基本とし

を循環させることで周辺の地盤を凍結させ，

て，財源の確保に後ろ向きであった。汚染水

氷の壁を作ろうとするものである。

漏れが相次いで発覚し，オリンピック招致決

当初は 2014 年度中に運用開始とされてい

定の時期でもあり，海外からの批判をかわす

たが，工事が遅れ，2015 年 6 月 12 日に改定

ためか，
政府は 2013 年 8 月に予算の予備費か

された「東京電力(株)福島第一原子力発電所

ら汚染水対策費用を拠出する方針を表明し，

の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」

経済産業省は 2014 年度予算の概算要求に汚

では，陸側遮水壁については，山側より凍結

染水対策費用を盛り込んだ。

を開始し，2015 年度内に凍結併合を完了さ

2013 年 9 月 3 日，原子力災害対策本部は，

せ，その後も建屋から汚染水を流出させない

凍土壁工事と高性能多核種除去設備について

よう，
水位管理を行うものと計画されている。

は国の事業とすることとし，国の予備費 230

海側については，
凍結の完了は 2016 年度末ま

億円を含めて合計 470 億円を投入することと

で先送りされている。そして，その他の「近

なった。

づけない」対策である地下水バイパスや，サ
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ブドレンによる水位管理，敷地舗装（フェー

このような小規模な実験で，総延長が約

シング）と併せて，2016 年度内に建屋流入量

1.5 ㎞となる本件の凍土壁の問題の実証が

を一日当たり 100 ㎥未満に抑制できると見込

十分に行われたとはいい難い。

んでいる。すなわち，流入量をゼロとすると

(2) 泥質層の凍結は困難

の計画ではなくなった。

凍土壁が貫入する建屋付近の地表から
30m の深さには，透水層（中粒砂岩層），
不透水層（第 1 の泥質部），透水層（砂岩
と泥岩の互層），不透水層（第 2 の泥質部）
の地層がある。第 1 の泥質部も凍らせるこ
とを予定しているが，泥質（粘土）は凍結
融解により変状が出やすいから，凍結工法
が粘土に使われることは少ないとされる。
粘土を凍結させるときには，放射状に亀裂
が入るような砂にない挙動を示す可能性
がある。
(3) 凍結融解の影響

図表 46 出典：汚染水処理対策委員会 2013 年 5 月 30
日付「地下水の流入抑制のための対策」より

凍土遮水壁では，凍土の一部が凍結と溶
解を繰り返すが，この凍結融解が不均一に
起こると解凍した地盤が弱体化するため，
北極圏の事例によれば，このような土地に
道路・家屋などを建築しても，地面が傾い
てしまう。また，土壌水が凍結するとそれ
により地盤の体積が膨張することに加え，
未凍結領域から凍結面に向かう水の動き

図表 47 東京電力 HP より（図表 23 と同じ）

が生じてアイスレンズが成長を続け，上へ
の動きが生じ，建造物が傾く可能性があ
る。

2 実現可能性に疑問
(1) 前例のない大規模・長期の凍土壁工事

（4) 地下水流下では凍結工法は不適

福島第一原発で予定されている凍土壁

また，凍結工法は，通常，地下水流の場

は，総延長が約 1.5 ㎞に及び，想定どおり

では使われないものである。凍結管の間隔

であっても 7 年間の維持を前提とするもの

が 1m のとき，初期流速が一日当たり 0.7m

である。このような規模と長期に及ぶ工事

を超えると壁の閉合は難しいとされてい

は世界に前例がない。凍土壁工事の前提と

る。建屋のある地層での地下水流の速度は

して福島第一原発敷地内で凍土壁の実験

これよりも遅いものであるとされている

が行われたが，10m 四方のごく小さな規模

が，凍結管により徐々に凍結が進み，地下

で実験が行われたのみである。この実験に

水流が通る水道が狭くなれば，その狭いと

おいては地中温度と地下水位が測定され

ころを通ろうとするために地下水流の速

ただけで，凍結しているか否かを掘り下げ

度が上がって，凍土壁の閉合が難しくなる

て目視したということはなかった。しか

可能性がある。

も，地下水位の上昇がみられたとされる。

(5) 凍結管の鉛直設置は困難
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られる。

るが，建屋直近の埋め戻し土はがれきが混

(7) 実現可能性の乏しい凍土壁

ざり地中埋設管も多い。これらを避けて凍

このように，凍土壁事態の実現には大き

結管を埋設する場合に，全ての埋設管を等

な疑問が存在するところである。凍土壁工

しく鉛直に埋設することは難しい。高い放

法の採用は，遮水効果が他の工法より優

射線下での作業であるため，作業時間の制

れ，施工期間が短いことが大きな理由とさ

約もあり，地中深くにおいては 1m 間隔で

れてきたが，既に当初の予定より大幅に遅

はなく，下記図表 48 のイメージ図のよう

れている。しかも，凍結に至りにくい理由

に，それ以下あるいはそれ以上の間隔にな

が多くあり，その遮水性能は疑問である。

っている場合があることが予想される。凍

仮に凍結に至るとしても，更にその維

結管の間隔が広がれば，凍結による閉合は

持・管理に多大な時間を要することが予想

より困難になる。

される。
他の従来工法に比べて施工期間が短い
ということはできず，汚染水が増加する一

地盤の不均質性による凍結管の埋設精度

方であることになる。実際，着工から 1 年
半を経過しても凍土壁の構築に至らず，汚
凍結管

染水貯蔵タンクがさらに林立することに
なった。実現ができない場合に，凍土壁に

凍土

固執すると，後記の仮設物であることとも
共通するが，作業員の無用な被ばくを招来

理想形

現実

し，重大な人権侵害となる。凍土壁は，そ
の実現可能性の観点からも，非常に問題が

図表 48 シンポジウム実行委員会作成

大きい。
(6) 地中埋設管による障害
原子炉建屋から出て，地中で外部とつな
がるいわゆる地中埋設物は，建屋の山側

3 凍土壁は仮設構造物であることによ
る問題

（西側）で 76 か所，海側（東側）では 90

(1) 解凍が前提の工法

か所以上あり，山側の 76 か所のうち，23

凍土壁は，仮設の構造物であり，将来的

か所はいわゆる地中埋設管である。凍土壁

には解凍することを予定している。トンネ

は，地中埋設管が凍土壁を横切る形で存在

ル工事などで凍土壁工法が採用されるの

しても，埋設管を傷つけずにそのまま凍結

は，それが仮設物として有効であるからで

し，解凍すれば埋設管もそのまま残るとさ

ある。凍土壁には，維持メンテナンス費用

れてきた。しかし，凍土壁は土と水分を凍

や冷却液の循環のための電気代など，相当

らせることで壁とするものであるが，地中

のランニングコストがかかるが，将来的に

埋設管の中の液体を凍らせることは困難

発生し続けるものではないから許容され

であることは，先のトレンチ接合部で凍結

ているのである。

に至らなかったことから見ても明らかで

したがって，凍土壁の採用に当たって

ある。この場合に，埋設管自体が地震等に

は，どのような状態が得られれば解凍する

より損傷していれば，そこから地下水が凍

のか，そのためにはどのような工事や，そ

土壁内部の建屋側に流入することも考え

れにどの程度の時間がかかるのか，具体的
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な検討が必要である。そのような検討もな

となっている。いわば，現在，唯一の放射

く凍土壁を行うならば，それは，いつ解凍

線からの防護壁となっているのである。こ

できるのか分からない中で凍土壁を構築

の汚染水を全て抜き取り，ドライアップす

し，これを維持し続けるとことにもなりか

れば，その遮断壁が取り除かれることにな

ねない。しかし，凍土壁を数年という長期

る。それは，多大な放射線が空気中を飛び

にわたって維持した経験はなく，上記のと

交うことを意味するとの指摘がある。

おり，電気代を含む維持運用に相当のコス

止水工事については，東京電力は 2015

トを要し，他に必要な作業の足かせになり

年 4 月に観測用のロボットを建屋内に入れ

うるし，さらに，凍土壁の維持のための作

たが，障害物や高線量に阻まれて十分に機

業に要する時間が増えることは，そのまま

能せず，取り戻すこともできない状況であ

作業員に無用な被ばくをさせることにな

る。止水の作業の対象がどこにあり，どの

る。

ような作業が必要であるのかも分からず，

(2) 実現不可能な政府・東京電力等の解凍

作業用のロボットも完成していない状況

要件

の中で，いつ作業に必要な作業用ロボット

それでは，本件凍土壁の計画はどうだっ

が完成し，圧力容器，格納容器，建屋の止

たのか。この点，政府・東京電力は，当初，

水ができるというのか，全く不明である。

凍土壁の運用は 7 年間としており，その間

政府も国会答弁の中でロボットについて

に建屋内部のドライアップと建屋内部の

は困難が伴うが今後の技術開発を進める

止水工事が完了し，建屋の外部から建屋内

としか述べていない。このような中で，既

部への地下水の流入が止まれば，凍土壁は

に事故から 4 年半が経過しているというの

解凍すると説明していた。つまり，建屋内

に，7 年間で凍土壁を解凍するための工事

部の滞留汚染水を全て抜き取り，地下水が

を終えるめどは全くない。

建屋に流入する経路になっている穴を全
ることはなくなるから，凍土壁を解凍して

4 原子力規制委員会における検討と容
認

もよいということである。しかし，これは

東京電力と鹿島建設は，2014 年 1 月から

て塞げば，それ以上地下水が汚染源に触れ

30m×30m の小規模実験工事を開始した。この

あまりにも無謀な計画である。
まず，ドライアップの点である。本来，

実験には 30 億円が国費から支出されている。

沸騰水型原子炉において，放射性物質は，

凍土管の埋設箇所は 1.5km に及び，地層も

燃料ペレット，燃料被覆管，圧力容器，格

多様であり，
建屋からの埋設管も多いところ，

納容器，原子炉建屋という 5 重の壁で防護

わずか 30m 四方の小規模実験だけで全体の施

されていたのであるが，これが原発事故に

工可能性を評価することはできない。

より燃料棒が溶け，圧力容器を破り溶け落

東京電力は，同年 5 月 16 日に，「効果を

ちているといわれている。格納容器からも

確認」とメディアに公開したが，その現場が

水が漏れており，格納容器も万全ではな

専門家にも公開されず，データも公開されな

い。この溶け落ちた燃料に，注入した冷却

いまま，当該実験装置は取り除かれてしまっ

水及び建屋に流入した地下水が触れて汚

ており，透明性を欠いた実験である。

染水となり，建屋内に溜まっている状態で

こうした中，同年 3 月 7 日に，凍土壁設置

あるが，この汚染水によって燃料デブリが

のための特定原子力施設にかかる実施計画変

空気と遮断され，放射線が遮断される状態

更認可申請を行い，
同年 3 月 31 日から審査が
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年度内に設置を終え，建屋内をドライアップ

5 ロードマップ改定 －建屋内への流
水量の抑制計画に変更－

の上，止水を行い，7 年後に解凍するとの流

建屋内の止水工事を撤回したものではな

れを説明していた。これに対し，原子力規制

いが，2015 年 6 月改定の中長期ロードマップ

委員会特定原子力施設監視・評価検討会では，

においては，汚染水の建屋内への流入量を

凍土壁の解凍要件であるドライアップや止水

100t/日まで抑制するとされた。

開始された。東京電力・鹿島建設は当初，2014

は不可能ではないかとの意見も出ていたが，

当初の計画では，完成後，建屋をドライア

凍土壁解凍時に地盤沈下が生じる恐れのみの

ップの上，内部から止水し，その後，凍土壁

検討に終始し，凍土壁建設の根幹に触れるこ

を解凍するという位置付けであったが，改訂

れらの問題には踏み込まないまま，2014 年 6

後の中長期ロードマップにおいては，ドライ

月から工事着工予定で作業員等の手配が行わ

アップはより放射能被ばくリスクを高めるこ

れているとの経済産業省，東京電力等の要請

とであり，
止水工事は不可能であることから，

を受け入れ，同年 5 月 26 日に，同年 6 月から

「止水」ではなく，「地下水管理をしながら

の着工を容認してしまった。

建屋内の滞留水を減少させる」ことに重点が

ところが，実際に工事に着手するや，同じ

移されつつある。すなわち，本来，凍結工法

凍土方式で遮水工事を行う予定であったトレ

は，本設工事の完了によって解凍することが

ンチは全く遮水できず，「ドライアイス」を

予定された仮設工事であるが，廃炉までこれ

投入するといった珍事や，
「凍らない氷の壁」

を解凍せず，これを維持し続ける計画に変更

とメディアで紹介される始末であった。
結局，

されつつある。

2014 年末にはトレンチの凍結は中止になっ

しかし，凍土壁の維持継続の困難さと，こ

たが，
0.7m/日以上の水流では凍結しないこと

れらにかかる人的，コスト的負担の大きさを

が確認されていたことである。トレンチだけ

考えれば，地下水の流入量をいくばくか抑制

でなく，陸側の凍土遮水壁の閉合においても

することを目的として，廃炉が完了するまで

生じうる問題であるが，検討会ではこのこと

凍土壁の維持と地下水位の管理をし続けると

は注目されることなく，凍土壁設置が容認さ

いうのであれば，無策というほかない。

れ，工事の状況の報告を受けるにとどまり，

このような凍土壁の構築・維持にさらに費

現時点においても，工事は続けられている。

用と労力をかけるのではなく，速やかに，地
中連壁による恒久的遮水壁を構築すべきであ
る。

6 当初の凍土壁選択の根拠は失われた
このように，凍土壁を解凍する要件につい
て何ら具体的で根拠のある検討がなされない
まま凍土方式が選択され，今日では，これを
解凍するまでの期間についても，“願望”は
あっても，根拠のある見通しが全く立ってい
ない事態に至っている。これは，仮設構造物
写真 8 福島第一原発 4 号機付近での凍土管の埋設と冷
媒移送のパイプ敷設状況（2015 年 2 月）

である凍土壁において，
致命的な欠陥である。
しかも，2015 年 4 月において，いつまで凍
土壁を維持し，メンテナンスをし続けなけれ
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ばいけないのかも不明なまま，山側のいくつ

また，その検討にあたっては，「技術的困

かの凍結管の試験凍結が行われ，陸側につい

難性があるため国が開発を経済的に支援す

ては 2015 年度末までに，
海側については 2016

る」という理由付けに適するかどうかではな

年末までに完成させるとしている。上記のと

く，地層の状況などのデータを開示し，産官

おり，その継続には多大なコストと作業員の

学の知を結集して，汚染水の流入を防ぎ，そ

被ばくを伴うものである。

こからの遺漏を阻止することができる最も適
切な工法が優先されるべき技術が抽出される

7 従来工法による恒久的遮水壁が急務

べきであったものである。

福島第一原発では，原子炉建屋が地下水流
の中に位置しており，建屋の止水もできない

8 小括

状況の中では，建屋を取り囲み地下水の流入

以上より，政府，東京電力の汚染水対策の

を防ぐ遮水壁自体は必要不可欠である。汚染

うち，汚染源に水を近づけない対策の重要な

水が増加し続けている中，早急に，確実な遮

柱である陸側遮水壁について，凍土壁工法を

水壁を構築する必要がある。

採用することは，その実現可能性と仮設工法

その場合，上記のとおり，建屋内の止水を

でありながら解凍の要件の見通しがない点で

行い，その完了をもって建屋内への地下水の

不適切であり，無用なコストと作業員の被ば

侵入を遮水するとの見込みは全く持ち得ない

くを伴うものである。建屋の止水の見通しが

のであるから，凍土壁のような仮設の構造物

立たない中では，恒久的な陸側遮水壁を構築

ではなく，恒久的な遮水壁を構築し，これを

する以外に汚染源に水を近づけないための決

もって汚染源への地下水の侵入・増加を阻止

定的な方法はない。日本には恒久的な遮水壁

する必要がある。

を構築するための技術と実績は十分にある。

汚染水処理対策委員会は，凍土壁は技術的

凍土壁工事にかけた費用と時間が無駄になる

に未知な領域が多いことをもってチャレンジ

という議論があるとしても，今後にかかるコ

ングな工事であるとして，国費の投入を求め

ストと時間を考えれば，恒久的な遮水壁を構

た。しかし，福島第一原発の地勢的条件には

築することに方針変更をすることが必要であ

不適の工法であるなど，汚染水処理対策委員

る。国の予算を支出できるから実績のない凍

会が凍土壁選択の理由として挙げた点は全

土壁工法を採用するなどという本末転倒な理

て，根拠を欠くことが明らかになっている。

由によりコストと作業員の被ばくを負わせる

日本には，過去に，数々の土木工事におい

のではなく，今からでも方針を変更して恒久

て実績を積み上げてきた確立した遮水技術が

的な遮水壁を構築するべきである。

ある。地盤工学会は，2014 年 10 月に，実績
のある地中連続壁工法を主として，漏れると
ころがあればピンポイントで薬液注入工法や
グラウト工法を用いることを提唱している。
汚染水処理対策委員会の報告書にも，粘土壁

第 6 ALPS 導入の経緯と問題点
1 多核種除去装置導入の位置付けと試
みの概要

やグラベル壁工法があげられている。本来，
技術的に「チャレンジング」な工法ではなく，

(1) 汚染水浄化と海洋放出計画
凍土遮水壁とともに，福島第一原発事故

こうした実績に裏付けられた既存の技術を用

による汚染水対策の切り札とされてきた

いて，確実に遮水することが優先されるべき

もう一つの柱が，汚染水からの多核種除去

であった。

装置（Advanced Liquid Processing System
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ALPS）による汚染水浄化とその後の海洋へ

貯水槽は，後に会計検査院から無駄な費用

の放出である。

と指摘されたように，当初から漏出してい

福島第一原発では，日々，地下水が流入
し，高濃度放射能汚染水が発生・増加する。

たことが，2013 年 4 月に判明した。
このような高濃度放射性物質を含む汚

東京電力と国は，事故発生直後に一旦は，

染水の貯留タンク自体が，フランジ型の簡

地下水の恒久的な遮水壁の構築を計画し

易な造りであったため，日常的に漏出して

たものの，多額の費用を要するとしてこの

おり，地震等で倒壊のおそれもある。第一

方針をとらなかったことは既に述べた。代

原発敷地内で作業に従事する労働者の作

わりに，放射能汚染水を地上タンクに貯蔵

業環境に悪影響を増すことにもなった。

し，トリチウム以外の核種を除去して人体

福島第一原発建屋内への流入汚染水は

や環境へのリスクを軽減した上で，これを

日々400t である。山側にサブドレンや地下

海洋に放出することを見込み，タンクを増

水バイパスを設置してこれを汲み上げ，建

設してここに汚染水を貯留する対応がな

屋内に流入する量の減量化を試みるが，多

されてきた。こうして，写真 9 にあるよう

核種除去装置（ALPS）が本格稼働し，トリ

に，かつては野鳥の森であった場所が，今

チウム水の海洋放出が可能となるまで，タ

日では 1000 基に及ぶタンク群に変わって

ンクの増設で対応するほかない。しかし，

いる。

タンクの増設場所に限界がある。そこで，

タンクの設置に限界があることは自明

多核種除去装置の導入が急がれたが，これ

であり，さらに地下貯水槽が計画された。

も難航した。

地下貯水槽が 2012 年 12 月に完成した時に

(2) 多核種除去装置の開発・導入へ

はタンクは 800 基に及んでおり，その地下

事故直後に，東京電力は，フランスと米

写真省略

写真 9 2014 年 3 月 4 日毎日新聞より
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国から核種除去装置を購入したが，海水，

ことを予定していた。多核種除去装置によ

油，魚の死骸に土砂が混じる汚染水にはほ

る処理後のトリチウム汚染水も，同様に海

とんど機能しなかった。そこで，国内での

洋に放出する予定であったと思われる。原

技術開発が試みられ，2012 年 10 月にセシ

子力規制委員会も，2013 年から，その方針

ウム除去装置サリーが稼働し，セシウム除

を明示してきた。しかし，多核種除去装置

去を始めた。ALPS については，2013 年 3

が一向に期待された効果を見ないだけで

月に，試運転を開始したが，本格稼働は

なく，そもそも稼働せず，地下貯水槽から

2015 年に入ってからである。

の汚染水漏れに続き，2013 年 7 月 22 日に
は汚染水の海洋への流出の事実を認めざ
るを得なくなったことで，この目論みは頓
挫した。そして，その後も，ひたすらタン
クの増設での対応が続いて今日に至る。
ALPS 装置では，セシウムに加えてストロ
ンチウムなど 62 の核種を除去できるとさ
れる。東京電力は 2015 年 5 月 27 日に，タ
ンクの底に残る汚染水を除いて，タンクに
貯留されてきた汚染水の多核種除去の一
応の処理を終えたと発表した。
しかし，これは，これまでのタンク内の

写真 10 タンク群の横に設置された ALPS

汚染水がトリチウム汚染水に変わったと

2015 年 2 月撮影

いうものである。タンクから高濃度汚染水
が漏れだすリスクや作業員や環境へのリ

前節で述べたとおり，凍土方式による地

スクが，一定程度，低減されたといえるが，

下水遮水壁は，そもそも，技術選択として

そのトリチウムの濃度は極めて高い。政府

誤りであったが，ALPS についても技術的に

や原子力規制委員会は，海洋への放出は漁

未熟であったといわざるを得ない。実際，

業関係者などの同意を前提に，トリチウム

2013 年 3 月に東芝による第一次 ALPS の試

汚染水を希釈して海洋への放出基準値以

運転に至ったが，トラブルで運転停止が相

下まで下げ，海洋に放出することを予定し

次いだ。2013 年 9 月に，国の汚染水対策基

ているが，そのハードルは高い。

本方針で国費による高性能 ALPS の導入が

しかも，地下水の遮水壁は設置に至って

打ち出され，2014 年 10 月にようやく日立

おらず，現在も建屋内に流入し続けてお

による高性能 ALPS の試運転に至り，既存

り，今後も汚染水は増え続ける。よって，

ALPS に加え，改良された増設 ALPS も試運

ALPS による処理も継続し，トリチウム汚染

転に至ったが，2015 年に至っても，これら

水も増加し続ける。さらに，既存のタンク

の稼働率 50％程度にとどまってきた。3 つ

内に貯蔵されてきた核種除去未処理の汚

の系統の ALPS が比較的安定的に稼働する

染水の処理を終えたというに過ぎず，タン

ようになったのは 2015 年春以降である。

クの底部には，取り出せていない汚染水約

(3) トリチウム水の海洋放出計画の頓挫

1 万 t が残存しており，除去した核種類が

東京電力は，事故当初から，事故前と同
様に，汲み上げた地下水を海洋に放出する
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の設置が早急に必要である。

汚染水対策は，少なくとも，数十年に及

また，ALPS 稼働によって汚染したフィル

ぶ福島第一原発事故後の事故収束・処理に

タ等は高濃度放射性廃棄物であり，その処

おいて，最も早期に根本的解決が求められ

理処分問題も重要である。これらの対策が

たものである。しかし，2011 年 5 月に一旦

とられない段階で，ALPS 処理後のトリチウ

は持ちあがった恒久的遮水壁の構築を，東

ム汚染水問題の解決策は見出し難いであ

京電力が財務問題からこれを拒み，国も，

ろう。

国費による遮水壁建設に踏み切らなかっ

以下に，ALPS 等核種除去装置の開発，稼

た。

働の経緯を検証する。

そして，仮設的・暫定的な対策である
ALPS や凍土壁に依存し，粗末なタンク内に
貯留し，これを溶接型のタンクに置き換え

2 ALPS の開発・稼働の経緯
(1) 稼働しなかったアレバ社の除去装置
東京電力は，汚染水処理装置として，

るという目先の対応に終始してきた。

2011 年 6 月に，米国・キュリオン社とフラ
ンス・アレバ社の核種除去装置が導入され
た。キュリオン社の装置でセシウムを除去
した後，アレバ社の装置でストロンチウム
などの多核種を除去できる予定であった
が，アレバ社の装置は 2011 年 9 月に停止
し，以来，稼働することなく，2014 年 8 月
に廃止された。
このアレバ社の装置に要した費用の額
は明らかにされてこなかったが，2015 年 3
月 23 日に公表された会計検査院の報告に

写真 11 溶接型汚染水貯留タンク群

よれば，321 億円である。廃止の理由とし

2015 年 8 月撮影

て，稼働しない装置を維持するだけに労働
福島第一原発事故対策としての凍土壁

者被ばくが増すことがあげられていた。無

は技術的に不適切な選択であった。ALPS も

駄な費用と作業員の余分な被ばくをもた

未完の技術であって，いずれもその維持に

らしただけであった。
そもそも，「汚染水には溶けた核燃料に

は膨大な電力消費を伴うなど，高額の維持

津波の海水が混じり，さびや油，魚までが

コストを要する点でも共通している。
その結果，いまだ，地下水の流入阻止及

浮いていた」57という状態で，タンク内の

び汚染水の海洋への流出という，二つの根

貯留汚染水は，セシウム除去のプロセス以

本的な課題を抱え，膨大な量の高濃度汚染

前に，このような障害物の除去が必要であ

水を地上のタンクに長期間にわたって貯

った。急場の対応であったとはいえ，いか

留し，今後もさせ続けなければならないと

に泥縄で汚染水対策が行われてきたかの

いう事態がもたらされた。

例といえよう。

何よりも，汚染水の増加を止め，汚染水
を閉じ込める機能を果たす恒久的遮水壁
57 2012 年 11 月 29 日付け日本経済新聞電子版
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(2) セシウム除去装置サリー

締結し，2014 年 10 月に試運転を開始した。

このように，アレバ社の装置はほとんど

現時点で，あわせて 3 系統の ALPS が，福

稼働しなかったため，当初，キュリー社の

島第一原発の北西部に存在する。

装置でセシウム除去を試みながら，国内企

(5) ALPS の稼働状況

業による開発が試みられた。2011 年 10 月

図表 49 は上記 3 系統の ALPS を示したも

から東芝によるセシウム除去装置「サリ

ので，右上段が東芝による第一次 ALPS（最

ー」が稼働したが，その装置からも汚染水

大日処理量 750t），中段が東芝による増設

が漏れてきた。

ALPS（最大日処理量 750t）で，それぞれ A，

(3) 国産の多核種除去装置 ALPS の開発

B，C 系統がある。下段が国費による高機能

セシウム吸着除去処理後の汚染水は RO

ALPS（最大日処理量 500t）である。

濃縮塩水と呼ばれる。ここに含まれる放射
性物質のうち，毒性が極めて高いストロン
チウム 90 の濃度は 1600 万㏃/l であるのに
対し，他の核種は全体で十数～数万㏃/l と
いわれる。ALPS の主眼はストロンチウムの
除去にあり，あわせて 62 の核種を除去で
きるとされたが，トリチウムは除去できな
い。
東芝が開発した第一次多核種除去装置
ALPS は，2013 年 3 月に試運転されたが，
機能したとはいえない。3 月 30 日にその A
図表 49 東京電力 HP より

系統を稼働させたものの 6 月 16 日には停
止している。6 月 13 日に B 系統，9 月 27

これらが予定どおり稼働すれば，1 日

日に C 系統の試運転を開始したが，いずれ

2000t の処理が可能となり，ALPS による処

も，フィルタの不調等のトラブルで停止

理を 2014 年度内に終えられる予定とされ

し，関係者を失望させた。また，多核種除

てきたが，その後もフィルタ問題などトラ

去の性能も不十分であったとされる。

ブルが続き，本格稼働に至らなかった。

(4) 国の支援による高性能 ALPS の開発・試

2015 年 2 月段階での処理能力は，せいぜ

運転

い 1250t であったとされる。今後も，長期

2013 年当初に，地下貯水槽やタンク等か

にわたる安定的運用が可能かは不透明で

らの汚染水漏れが相次いで発覚し，国が汚

ある。

染水対策の前面に出ると表明せざるを得
なくなった。同年 9 月に，国費 150 億円を

3 ALPS の仕組み

投じて高性能 ALPS を開発・導入すること

2015 年 6 月時点での東京電力による汚染水

とし，これは，日立が中心となって開発し，

浄化装置の仕組みは図表 50 のとおりである。

2014 年 10 月に試運転を開始した。この時，
凍土壁にも 320 億円が投じられることにな
った。
高性能 ALPS 計画と別に，東芝は，2013
年 11 月に，東京電力と ALPS の増設契約を
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年内に導入の予定とされていたが，試運転
に至ったのが 2013 年 3 月であり，その後
もトラブルが続き，安定的な稼働は 2015
年春以降である。
国が汚染水処理対策に踏み出したのは，
タンクからの汚染水漏れの発覚に加え，
2013 年 4 月 7 日に地下貯水槽から推定 120
トンの汚染水漏れが発覚し，貯水槽自体が
全くの欠陥貯水槽であったことが露呈し
たことなどからである。2020 年東京オリン

図表 50 東電 HP より

ピック招致など政治日程を控え，2013 年 4
毎日発生する約 800t の汚染水がキュリオ

月 12 日に，政府は汚染水処理対策委員会

ン，サリーと呼ばれるセシウム吸着装置を通

の設置を発表し，地下水対策として，同年

り，セシウムが取り除かれた後（RO 汚染水），

5 月 30 日には凍土方式による遮水壁設置を

淡水化装置で塩分が除去され，再注水に回さ

打ち出した。

れ，塩分の残ったままの 400 トン（東京電力

これを受けて，政府と東京電力は，同年

は山側に井戸を掘り地下水を汲み上げ，2013

6 月 27 日に中長期ロードマップを改定し，

年 7 月から海洋放出しており，地下水の建屋

2013 年度中に ALPS の一部系統を本格稼働

への流入量は 300 トンに減少と述べている。
）

に開始させるとし（前述のとおり，実際に

が貯水タンクに貯められてきた。

は 2014 年 10 月にようやく試運転に至った

第一次 ALPS と増設 ALPS は，薬剤により核

に過ぎない），凍土方式による遮水壁を

種の吸着を阻害する物質を凝縮させ，沈殿さ

2014 年度内に設置するとしていた。十分な

せて除去する凝縮沈殿方式であるが，増設

検討が行われることなく，結論ありきで凍

ALPS は前処理設備を炭酸塩沈殿処理設備の

土壁を推進してきたツケが今日まで続い

みにし，吸着塔の数を 16 塔から 18 塔に増塔

ていることは，前節で述べたとおりであ

したものである。

る。

国費による高性能 ALPS はフィルタ式であ
る。

(2) 国費による高性能 ALPS の開発・導入
ロードマップの改定後，毎日のように汚

原子炉建屋群に近接してセシウム吸着装

染水漏れが発覚し，東京電力は，同年 7 月

置が置かれ，ALPS は，山側のタンク群に隣接

22 日には汚染水の海洋への流出を認めざ

して設置されている（図表 43）。

るを得なくなった。さらに，同年 8 月 20
日には，貯水タンクなどからの汚染水 300t

4 ロードマップにおける ALPS の位置付
け
(1) 2013 年度内に ALPS 導入との計画

の環境中への漏えいも明らかになった。原
子力規制委員会はこの事故をレベル 3 とし
た。

汚染水からの多核種除去は，アレバから

こうした事態を受け，2013 年 9 月 3 日，

の提案を受け，事故当初から汚染水対策の

政府の原子力災害対策本部は「汚染水問題

メニューに登場していた。

に関する基本方針」を決定し，「今後は，

原子力災害対策本部・東京電力の 2011

東京電力任せにするのではなく，国が前面

年 12 月の中長期ロードマップでは，2012

に出て，必要な対策を実行していく」とさ
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れた。基本方針の(1)に汚染源を「取り除

5 ALPS による汚染水処理の現状

く」対策をあげ，多核種除去設備（ALPS）

(1) 今後も続く ALPS による除去処理

による汚染水浄化対策を位置付け，「より

2015 年 3 月の会計検査院報告によれば，

高性能な ALPS の実現」をあげた。その(2)

既存 ALPS の稼働率は，2014 年に至っても

として，汚染源に水を「近づけない」対策

安定しておらず，62 核種のうちの 4 種類を

の柱として凍土遮水壁が掲げたものであ

十分に除去することができない状態が続

る。

いてきた。

これらの事業費全体を国が負担するこ

2015 年 2 月 23 日に至って，東京電力は，

ととされたが，国は福島第一原発事故の法

ALPS による 2014 年度内の処理が困難であ

的責任を認めておらず，凍土壁も ALPS も，

ることを発表した。第一次 ALPS の平均稼

「技術的難易度が高」く，「国が前面に立

働率は 50％程度。増設 ALPS の平均稼働率

って取り組む必要がある」ことを理由に，

は約 73％。高性能 ALPS の平均稼働率は約

財政支援するとしたものであった。すなわ

56.8％で，一日当たり 1215t の処理にとど

ち，対策の緊急性や実現可能性の検証は二

まっていた。当時，未処理の汚染水が 24

の次の選択であった。

万 t とされていた。

そして，同年 9 月 7 日，安倍首相は，2020
年オリンピック招致に向けて，国際オリン

東京電力は，2015 年 5 月 27 日に，ALPS

ピック委員会総会において，「汚染水は完

が本格稼働するに至り，タンク内の汚染水

全にコントロールされている」と述べた

の処理を終えたと発表した（図 3）が，す

が，その後も混迷と漏出が続いている。

べてを終えたわけではない。

(3) 国の汚染水対策による更なる混迷
2013 年 9 月の基本方針は，ようやく，国
としての汚染水対策に取り組んだという
ものであるが，汚染水対策の基本であるべ
き，「汚染水を増やさず，閉じ込める」こ
とに対して取り組まず，サイト内に「取り

図表 51 東京電力 HP より

除く」，「近づけない」，「漏らさない」
といった対症療法にとどまってきたこと，

ALPS 処理の初期の段階では，十分な核種

さらに，上記のように，国が予備費を支出

の除去がされていなかったが，そのままタ

するに当たっての名目上，
「技術的困難性」

ンクで貯蔵されている。

を重視，すなわち実効性への疑問を軽視し

また，ALPS で処理するについて，ポンプ

てきたことが，結果的に汚染水問題に莫大

でタンクの汚染水を汲み上げてきたが，こ

な費用と時間を費やし，多くの労働者被ば

の方法ではタンクの底に残る汚染水が約 1

58

くを与え ，今日に至っても根本解決が見

万 t あるとされている。これはタンクを解

通せない原因といえる。

体するまで取り除くことができない。同年
5 月 27 日に，フランジ型タンク 374 基のう

58 会計検査院報告によれば，東京電力が 2014 年 8 月
にアレバ社の除染装置の廃止を決定したのは，第 2
セシウム吸着装置（サリー）が処理を開始したこと
に加え，2011 年 9 月 15 日に運転を停止して以来，
その装置維持に係る作業員の被ばく量が大きいこ
とを理由の一つにあげている。
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ち汚染水の移送を終えたフランジ型タン
ク 40 基の解体を開始したと発表されたが，
解体を終える目標は 2016 年 1 月末である。
さらに，タンクに貯留している汚染水の

第2節

汚染水対策の経緯と問題点

処理とは別途，新たに，毎日 300t～400t

染水による環境への悪影響の防止等の環

の汚染水が発生する。

境保全についての配慮」が追加され，同附

これらとは別に，建屋内に高濃度汚染水

則で，「国の汚染水流出の制御が喫緊の課

76000t があり，トレンチ内の 15000～

題であり，国内外の不安の早期解消に万全

20000t の高濃度汚染水も，トレンチをセメ

の措置を講ずること」が追加された。

ントで塞ぎ，2015 年 6 月から，建屋内に移

2015 年 5 月に，同機構は汚染水対策の方

動させている。東京電力と政府は，建屋内

針として，汚染水の閉じ込め機能の重要性

の汚染水を汲み上げ，これも処理するとし

を指摘した。遅きに過ぎたというべきであ

ている（そのことによる危険性は，前節で

るが，この指摘も，根本的な汚染水対策を

述べたとおりである）。現状の方策の下で

講じる趣旨ではないようである。

は，今後も，途方もない汚染水処理が続く。
(2) 膨大な汚染水対策費

2015 年 6 月 12 日，国と東京電力は，中
長ロードマップを改定したが，そこでも従

汚染水処理の効果はあがっていないが，
前記会計検査院の報告によれば，汚染水処
理にかかった費用は 5900 億円に及ぶ。

来の延長の対策にとどまり，根本的対策を
とる気配はない。
「取り除く」とする対策では，ALPS の性

国は，高性能 ALPS の開発に対して，2013

能を高め，その処理を続け，2016 年上半期

年度には予備費から 70 億円，2013 年度補

に処理水の長期的取扱いの決定に向けた

正予算で 80 億円が支出され，日立が中心

準備を開始するとする。

となって開発に取り組んだ。凍土壁にも

「近づけない」対策では，地下水バイパ

320 億円を投じている。これらを含め，国

ス，サブドレンでの地下水汲み上げと放

は，技術の研究開発費用として 1892 億円

出，凍土壁は山側からの凍結を開始し，

を財政措置しており，うち，214 億円が基

2015 年度内には凍結閉合を完了させる等

金とされ，廃炉・汚染水対策の技術開発に

により，2016 年度内に建屋流入量を 100 ㎥

当たるメーカーなどの補助金として交付

/日未満に抑制するとする。

された。

さらに，「漏らさない」とする対策に，

また，東京電力による汚染水対策では，
ボルト仕様のタンク 150 億円，貯水槽設置

建屋壁面の貫通部の止水可能な貫通部の
止水を加えた。

費用 80 億円，セシウム除去後の汚染水を

すなわち，凍土壁による汚染水の増加の

原子炉への注水に再利用するために汚染

阻止ではなく，｢減量化」と，ALPS による

水を淡水化する装置の一つで，2011 年に導

処理の継続，その後のトリチウム処理の長

入されたものの数日から数十日しか稼働

期的処理（海洋放出）の準備を行うという

していない蒸発濃縮装置 184 億円などとと

ものである。このように，2015 年 6 月時点

もに，故障続きで稼働しなかった ALPS な

においても，凍土壁をとめどなく維持継続

ど 686 億円が無駄な費用とされている。

し，ALPS を稼働させ続けるという，これま

今後，凍土壁設置やその維持など，無駄

での基本方針のままであって，問題の本質

な費用がさらに増加するであろう。

は変わらないといえる。

(3) 汚染水の根本的発生源対策が不可欠

(4) ALPS は汚染水の発生を止めるもので

2014 年 5 月 14 日，廃炉に向けた国の支

はない

援体制の強化を目的として，原子力損害賠

凍土壁が難航する中，原子力規制委員会

償支援機構法が改正され，国の責務に，
「汚

には，ALPS が十分に機能すれば汚染水問題
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は解決するかの発言が見られるが，これは

を除く）を，告示濃度限度を十分下回るよう

問題である。

に除去し，浄化した水（処理済み水）と減容

ALPS による多核種除去は，トリチウムを

された廃棄物に分別し，汚染水処理設備の処

除く 62 種の核種を，除去したというに過

理水貯蔵量を低減する」とされていた。告示

ぎない。今後も，建屋内には高濃度汚染水

濃度とは海洋への放出基準であり，海洋への

が存在し，地下水の流入によって新たな汚

放出が予定されていたものである。

染水が発生し続け，その処理を終えても，

日本原子力学会は 2013 年 9 月 2 日，トリ

タンク群にはトリチウム汚染水が残る。し

チウム汚染水を希釈して海洋へ放出すること

かも，そのトリチウム濃度は，告示基準 6

を提言し，原子力規制委員会田中委員長も，

万㏃/l に対して，当初は 420 万㏃/l で，

トリチウムの人体への影響は他の核種に比べ

59

ALPS
2015 年 2 月頃でも 40 万㏃/l である 。

て低いとして，海洋放出が現実的としてきた

運転に係る電気代は明らかにされていな

（2013 年 12 月 11 日記者会見など）。ALPS

いが，極めて高額であるといわれている。

での処理後のトリチウム濃度は海洋放出の告

福島第一原発の地下水由来の汚染水を

示基準を超えていれば，これを希釈して海洋

増やさず，これを閉じ込めるための，恒久

放出するというものである。

的遮水壁の設置は，ALPS が十分機能したと
しても，早期に求められることには変わり

2 トリチウム水の放出の安全性
トリチウムは微弱β線を放出し，その半減

はない。

期は 13.3 年である。濃縮，分離もできず，回
収されないため，濃度の減少は緩慢である。

第 7 トリチウム汚染水問題

既設原発の運転においても廃水ないし蒸

1 新たなトリチウム汚染水問題

散されてきたとされる。1979 年発生の米スリ

ALPS によっても，トリチウムは除去されな

ーマイル島原発（TMI）事故では，原発に面し

い。しかし，もともと，ALPS の導入はトリチ

た川への放出が検討されたが，下流域の住民

ウム水の海洋放出を前提としていた。

が反発し，大論争の末，加熱・蒸発させて大

現状では，ALPS 処理水もタンクに貯留さ

気に放出処分された。

れ，他方，地下水の建屋内流入等による新た

しかし，福島第一原発における ALPS 処理

な汚染水が発生し，ALPS による処理がなさ

後のトリチウム汚染水は，質・量ともに桁外

れ，処理水は追加されていくことになる。す

れである。福島第一原発事故によるトリチウ

なわち，今後は，高濃度トリチウム汚染水タ

ム汚染水の安全性については，いまだ知見が

ンク群が並ぶことになる。

十分でないというべきである。

原子力規制委員会は，2013 年 2 月に第一次

2013 年 12 月に，汚染水処理対策委員会の

ALPS の試運転を承認するにつき，トリチウム

もとにトリチウム水タスクフォースが設置さ

は高濃度であるため，海洋への放出は認めな

れ，その処理方法が検討されており，2014 年

いとしていた。

7 月 9 日の会合では，地下への廃棄，海洋放

しかし，2013 年 6 月改定のロードマップで
は，「汚染水処理設備（多核種除去設備等）

出，大気への放出，タンクでの貯蔵の方法が
提案されている。

の処理水に含まれる放射性物質（トリチウム

2015 年 6 月に改定された中長期ロードマッ
プでは，多核種除去設備による汚染水浄化の

59 河野太郎衆議院議員メールマガジン
（2015 年 3 月）

2020 年度までの取組として，「処理水の長期
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的取扱いの決定に向けた準備を開始」が追加

低レベル滞留水 27.5t が漏れ，同 6 月には

され，2016 年度上半期までに，準備を開始す

ALPS タンクから高濃度ストロンチウム漏れ，

るとされている。まさに，トリチウム水の処

海側観測井戸で高濃度放射性物質観測，同年

理についての決定に向けた準備が開始された

8 月にタンクから 300t が漏出，
2014 年 2 月に

ところである。

もタンクから 100t 漏出するなど，
とどまると

いずれにしても海洋への放出による漁業
への影響，少なくとも，「風評被害」は避け

ころがない。これらは，いずれ，海洋へと流
出していくことになるであろう。

がたい。また，安全性問題が克服されたとし
ても，海は世界に繋がっており，排出基準を

2 漁業補償の現状

超えるトリチウム汚染水を水で希釈して海洋

福島第一原発事故による避難指示区域の

に放出するというような対応は，国際的信義

事業者への営業損害への補償は，
「風評被害」

の問題ともなろう。

も含めて東京電力から支払われてきた。2012
年 6 月から，18 の魚種に限定して試験操業を
行っているが，本格操業には程遠い。福島沖

第 8 漁業関係者との対話と補償
問題

での魚介類は，基準値以下であっても市場で

1 福島事故後の汚染水流出

漁業者にとっては実害である。トリチウム汚

適正に取引されない実態がある。
風評被害も，

福島第一原発事故直後の 2011 年 4 月 2 日
には，2 号機の取水口付近のピットから汚染

染水の海洋放出は，漁業関係者に新たな負担
をもたらすであろう。

水が海に流出していることが判明した。同 4

東京電力は 2015 年 6 月 7 日，営業損害に

月 4 日には高濃度汚染水の貯蔵場所確保のた

ついて 2017 年 2 月で支払いを打ち切り，
事故

めに，集中廃棄物施設等に滞留していた低濃

前の収益の 2 年分を一括で支払い，その後に

度汚染水約 1 万 t が海に放出された。5 月 11

ついては個別に対応する方針を打ち出した

日にも，3 号機の取水口付近のピットから汚

が，漁業被害についてはその対象から除外さ

染水が海に流出していることが確認されてい

れている。漁業事業者は，転業や他の地域に

る。海側遮水壁の工事の準備が始まったのは

転出するとの選択も困難である。長期にわた

同年 10 月 28 日であり，これも原発敷地と海

る失業状態や精神的ストレス，賠償金依存の

を遮断するものではなく，種々の通路を通し

長期化による労働意欲の低下など，苦悩する

て汚染水が福島県沖に流出してきた。

歳月が積み重なっている。

沿岸流によって放射性物質が南下して茨
城県及び房総沖の海底にまで高濃度のホット

3 相次ぐ汚染水の海洋流出

スポットがあることが判明している。福島第

トリチウム汚染水を地上タンクで貯留す

一原発事故に伴う海洋汚染の広がりは，現在

るには限界がある。原子力災害対策本部はそ

では東日本沿岸域を優に超え，海流の影響に

の基本方針において，海洋への放出は漁業関

より，北太平洋の広い海域に及び，2014 年 8

係者等の同意を得て行うことを約束してい

月に北米西海岸で放射性セシウム 134 が到達

る。
東京電力は建屋への地下水の流入量を減

したことが確認されている。
2013 年 4 月には，欠陥貯水槽からの高濃度

少させるための措置として地下水バイパスか

汚染水 120t が漏出し，
土壌にしみこんだと見

ら 1 日 100t の地下水を汲み上げることとし

られている。同年 5 月 17 日に，海水処理した

た。
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地下水の濃度は 400～500 ㏃/l であること

外」と述べるなど，改めて，東京電力及び国

から，漁業関係者は 2014 年 3 月に，放射性物

の情報公開が不十分で，責任の所在も不明確

質濃度の目標の遵守，第三者による安全性の

な体制であることが浮き彫りになった。

監視，風評被害で魚価が低迷した場合の損害
賠償の堅持等を条件に，承諾する方向を打ち

4 漁業者等との対話に向けての課題

出し，放出を了解してきた。さらに，建屋周

福島県の漁業協同組合は東京電力及び規

辺のサブドレンを復旧し，地下水の汲み上げ

制委員会等への不信を強め，2015 年春のこう

後，浄化して海洋に放出する計画を立て，漁

なご漁の中止を決定したが，
2015 年 8 月には，

協は対応の検討を始めた。

風評被害への補償を条件に，やむなく，サブ

しかしながら，こうした漁協の苦衷を裏切

ドレンからの汲み上げ地下水の浄化後の海洋
放出を受け入れることとし，東京電力は同年

る事態が相次いでいる。
同年 9 月に，第一次 ALPS の B 系統の稼働

9 月 3 日から汲み上げを開始した。

を再開するや，間もなく処理水が漏出する事

原子力規制委員会田中委員長は，トリチウ

故が起こった。水漏れを防ぐ部品にフィルタ

ム水については技術的には海洋への放出しか

を通した後の水が漏れ出ていたことが判明し

ないと繰り返しているが，利害関係者の同意

た。放射性物質の吸着を妨げるカルシウムが

なくしてとりえない措置である。その前提と

通常より高い濃度で残っていたことから，処

して，環境中の汚染の状況が継続的に，かつ

理中の水が白濁していたとされる。

適切に計測され，公表され，専門家の検証を

さらに，2014 年 12 月 17 日，東京電力は，

受け，利害関係者等からの疑問や問題提起に

A，C 経路の ALPS で処理した汚染水約 6t が，

真摯に応えるといった対話のプロセスが不可

4 号機付近のタンクエリアで，土壌やトレン

避である。

チ（電線ケーブルを通すトンネル）に流出し

東京電力は 2015 年 3 月 31 日，「今後は測

ていたと発表した。処理水の本来の移送ライ

定したすべてのデータを公開する」と表明し

ンではない施工中の配管に，誤って水が送ら

たが，何をどのように測定するかが問われて

れたとみられる。そこには，ストロンチウム

いる。また，原子力規制委員会田中委員長は，

90 などベータ線を出す放射性物質が 89～120

トリチウム汚染水の海洋放出以外に選択肢は

㏃/l 含まれていたとされる。

ないとの見解を繰り返す一方，漁業関係者等

そこへ，2015 年 2 月 22 日，敷地内排水路

との対話は，規制委員会の所掌ではないと述

で，
普段の 70 倍の放射性物質の濃度が上昇し

べている。こうした東京電力や国の対応を改

ていたことが明らかになった。2014 年 4 月に

めることが，汚染水問題の解決のための第一

は，2 号機原子炉建屋屋上に高濃度放射性汚

歩というべきである。

染物質を含む雨水が貯留し，排水路を通じて
そのまま港湾内に流出していたことが判明し
ていたが，
東京電力は 2015 年 2 月までこの事
実を公表せず，毎月開催してきた福島第一原

第 9 汚染水処理体制の問題点
1 汚染水処理対策の法的根拠
2011 年 3 月 11 日，福島第一原発において，

発の状況を報告してきた漁業組合長会議に
も，全く報告されてこなかった。経済産業省

原子力災害対策特別措置法第 15 条第 1 項第 2

や原子力規制委員会には伝えられていたが，

号に該当する事象が発生し，同条第 2 項によ

適切な措置がとられなかった。原子力規制委

り内閣総理大臣が福島第一原発に係る緊急事

員会は，「雨水は原子炉等規制法の規制対象

態宣言を発令した。引き続き，同法第 16 条に
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より緊急事態応急対策を推進するために原子

炉等規制法と原子力災害特別措置法の二

力災害対策本部が設置され，現在も同対策本

つの法律のもとに，別々の機関がこれを行

部は継続して活動を行っている。すなわち，

っている。

現在も福島第一原発事故に係る緊急事態が継

一つは，原子炉等規制法第 64 条の 2 第

続している状態であり，汚染水処理も同法に

1 項により，2012 年 11 月 7 日に原子力規

よる対策の一つである。

制委員会が福島第一原発の原子力施設を

他方，福島第一原発事故後に，原発にかか

特定原子力施設（保安につき特別の措置を

る規制と推進の未分離を解消するため原子力

要する施設）に指定し，東京電力が提出し

規制委員会設置法が制定され，原子力利用に

た防護措置に関する実施計画（汚染水処理

係る安全の確保は原子力規制委員会が一元的

対策等）について監視・評価するものであ

に担うこととなった。原子炉等規制法におい

る。原子力規制委員会は，その実施計画が

て，原発が危険な状態になった場合には，事

要求事項を満たしていなければ，実施計画

業者がこれを防護する措置を講じ，これに対

の変更を「命ずることができ」（原子炉等

し原子力規制委員会が評価及び監視するとい

規制法第 64 条の 3 第 4 項），必要な防護

う制度となっている。汚染水処理はこの制度

措置を「命ずることができる」（同条第 6

の対象でもある。

項）こととされている。そして，原子力規
制委員会は，2012 年 12 月 21 日に「特定原

2 責任不在の国の汚染水処理機関

子力施設監視・評価検討会」を設け，2013

(1) 原子力規制法に基づく対応

年 8 月 2 日に「特定原子力施設監視・評価

汚染水処理対策は，上記のとおり，原子

国の汚染水処理体制
原子力災害対策特別措置法
原子力災害対策本部（２０１１・３・１１～）

原子炉等規制法
原子力規制委員会（2012・9～）

中長期対策チーム

• 福島第一原発、特定原子炉施設
に指定（2012・11・7）
• 特定原子炉施設等監視・評価検
討会（2012・12・21～）
• 特定原子力施設監視・評価検討
会汚染水対策検討WG
（2013・8.2～）
凍土壁建設承認（2014・5・26）
• 海洋モニタリング検討会（2013・
9・13～）

基本方針
凍
土
壁

A
L
P
S

東京電力福島第一原子
力発電所廃炉対策推進
会議（事務局・資源エネ
ルギー庁）（2013・3・7）
廃炉・汚染水 汚染水処理対策委員会
対策関係閣僚 （2013・4～）
会議（2013・9） • 廃炉・汚染水対策現地
調整会議
・廃炉・汚染水対
• 陸側遮水壁タスクフォー
策チーム（チー
ス
ム長経産大臣）
•
トリチウム水タスクフォー
（2013・⒒）
ス（2013・12）
・廃炉・汚染水対
策現地事務所
・廃炉対策推進
会議福島協議会

図表 52 国の汚染水処理体制 シンポジウム実行委員会作成
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検討会汚染水対策検討ワーキンググルー

再生を果たすためには，深刻化する汚染水

プ」を設置し，さらに 2013 年 9 月 13 日に

問題を根本的に解決することが急務であ

「海洋モニタリングに関する検討会」を設

ることから，今後は，東京電力任せにする

置し，頻繁に会議を開催している。(2)

のではなく，国が前面に出て，必要な対策

原子力災害特別措置法による対応

を実行していく。」と宣言したものである。

もう一つの対応は，原子力災害特別措置

そして，原子力災害対策本部の下に議長を

法に基づく原子力災害対策本部による汚

内閣官房長官，副議長を経済産業大臣とす

染水処理対策である。

る「廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議」を

2013 年 2 月 8 日の原子力災害対策本部の

設置し，さらにその下に，経済産業大臣を

会議において，福島第一原発の廃炉推進体

チーム長とする「廃炉・汚染水対策チーム」

制の強化について審議され，議長を経済産

が設置され，2013 年 11 月 14 日に第 1 回

業大臣とする「東京電力福島第一原子力発

会議が開催された。

電所廃炉対策推進会議」が設置され，2013

(3) 経済産業省・資源エネルギー庁主導の

年 3 月 7 日に第 1 回推進会議が開催され，

汚染水対応

事務局を資源エネルギー庁に置くとされ

それらの体制を図示すれば図表 52 のよ

た。原発の推進機関である経済産業省と資

うになる。ここからも分かるように，この

源エネルギー庁が，福島第一原発の廃炉問

重大な汚染水対策について，国は，当初も

題という原発の安全性に関わる問題をリ

っぱら東京電力に任せ，原子力規制委員会

ードする体制がここに構築された。そして

が，「監視・評価」という限度で関与を開

2013 年 4 月 19 日に第 3 回推進会議が開催

始したのは，2012 年 11 月からであり，ま

され，議長である経済産業大臣が汚染水処

た，原子力災害対策本部が「汚染水処理対

理対策委員会の設置を指示し，2013 年 4 月

策委員会」を立ち上げたのは，2013 年 4 月

26 日に第 1 回汚染水処理対策委員会が開催

になってからというように，極めて遅かっ

された。凍土壁による遮蔽は，汚染水処理

たことを指摘しなければならない。

対策委員会で検討されたものである。そし

また，2013 年 9 月に，「廃炉・汚染水対

て，凍土壁設置の検討のために，2013 年 6

策閣僚会議」と銘打って，あたかも国が前

月 28 日汚染水処理対策委員会の下に「陸

面に立って，対応するかのようなポーズを

側遮水壁タスクフォース」が設置された。

取りながら，実態は，経済産業省を中心と

汚染水問題の拡大に対処するために，原

しての対応であり続けていた。

子力災害対策本部にはさらに，「廃炉・汚

このように，汚染水対策が，何らいまだ

染水対策関係閣僚会議」が設置され，2013

効を奏していない原因は，国が福島第一原

年 9 月 3 日に「東京電力㈱福島第一原子力

発事故の責任を回避しようとして，汚染水

発電所における汚染水問題に関する基本

対策の責任をとる本格的な体制をとらな

方針」が発表された。そこでは「福島第一

かったことと，対応する国の機関の中心

原子力発電所における事故以降，流入する

を，原子力の推進機関であり，安全性をそ

地下水によって毎日増加する汚染水の対

の活動指針としていない経済産業省，資源

応を継続してきたが，いまだ解決には至っ

エネルギー庁としていた政府の問題とい

ておらず，福島県の皆様や，広く国民の皆

える。

様に不安を与えている状況にある。」とい
う認識を示し，「一日も早い福島の復興・
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する，ALPS で汚染水から放射性物質を取り
除くことを期待し，トリチウム水として海

(1) 経済産業省主導の対応の継続

洋に放出するという方策を継続している。

上記の経緯の下に，2013 年 9 月に，廃炉・

汚染水は増加し続けており，ALPS が止まれ

汚染水対策閣僚会議において，「国が前面

ば，高濃度汚染水のまま，保管が継続され

に出て，必要な対策を実行していく」とす

ることになる，しかも，ALPS はトリチウム

る基本方針を確認したが，これまで会議は

を取り除くことはできず，残存する。これ

2 回（2013 年 9 月 10 日，2015 年 6 月 12 日）

らの方策は，汚染水問題の根本的解決には

開催されたのみである。

程遠いものであるが，このような綱渡りを

同会議の下に設置された廃炉・汚染水対

続け，問題を先送りしているものである。

策チームの会合も 3 回
（2013 年 11 月 14 日，

(2) 原子力規制委員会

2013 年 12 月 18 日，2015 年 5 月 21 日）し

一方，原子力規制委員会は，2012 年 11

か開かれていない。汚染水処理対策はもっ

月 7 日に，「東京電力が福島第一原発に対

60

ぱら経済産業省が主導しており ，活動し

し措置を講ずべき事項」61を示し，同年 12

ている経済産業省内の会議は，ア 廃炉・

月 7 日までに実施計画を提出することを求

汚染水対策現地調整会議，イ 汚染水処理

め，その実施計画の評価，監視を行ってい

対策委員会，ウ 陸側遮水壁タスクフォー

る。しかし，原子力規制委員会の要求事項

ス，エ 高性能多核種除去設備タスクフォ

は以下のように抽象的な内容にとどまり，

ース，オ トリチウム水タスクフォース，

その内容をどのように具体化するかは原

カ

則として東京電力任せである。しかも，汚

地下水バイパス計画と乱立している

状態である。

染水処理を特別意識した内容にはなって

そして，汚染水処理対策としては，①汚

いない。

染源を「取り除く」，②汚染源に水を「近

すなわち，「本事項は，できる限り速や

づけない」，③汚染水を「漏らさない」と

かな燃料の取出し完了など，特定原子力施

いう三つのスローガンを継続し，その下に

設全体のリスクの低減及び最適化を図り，

行っているが，そもそも，汚染水自体を増

敷地内外の安全を図ることを目標とし，そ

加させないとの対策の視点が欠けている。

の達成のために必要な措置を迅速かつ効

現実に行われているのは，これまでに実

率的に講じること，1 号炉から 4 号炉につ

績のない凍土壁を採用し，その結果，その

いては廃炉に向けたプロセスの安全性の

建設も見通せず，稼働しても既に完全に遮

確保，溶融した燃料（燃料デブリ）の取出

水することができないことが判明してい

し・保管を含む廃止措置をできるだけ早期

るが，既存の確立した工法による遮水壁に

に完了すること，5 号炉及び 6 号炉につい

変更しようとせず，地下水バイパスやサブ

ては冷温停止を安定的に維持・継続するこ

ドレンによる地下水の汲み上げにより建

とに関して，特定原子力事業者が講ずべき

屋への流入を減少させる，建屋に流入して

事項を定めるものである。

汚染した水を日々タンクに移送して保管

また，燃料デブリの取出しや原子炉格納
容器の止水，廃炉など今後の技術開発の進

60 福島第一原子力発電所における汚染水対策（経済産
業省 HP より）
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osen
suitaisaku.html

61 http://www.nsr.go.jp/data/000050813.pdf
原子力規制委員会 HP より
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展が必要なものについては，その状況等を

(3) 役割を果たさなかった原子力規制委員

踏まえつつ，適切な時期に，実施計画を適

会

切に見直し，変更を行うことを事業者に求

このように見てくると，汚染水処理対策

めるとともに，原子力規制委員会からは実

は，経済産業省が決定し，東京電力に命じ

施計画の変更を命ずるなど柔軟な対応を

て行い，原子力規制委員会は，原子力規制

行うものとする。」として，「Ⅰ．全体工

委員会が自ら掲げた検討事項の該当性，こ

程及びリスク評価について講ずべき措置

れに達しているかいないかを検討し，達し

Ⅱ．設計，設備について措置を講ずべき事

ていない場合には東京電力に対し達成を

項 Ⅲ．特定原子力施設の保安のために措

要求するにとどまり，自らが安全を確保す

置を講ずべき事項 Ⅳ．特定核燃料物質の

るために活動する意識が不足していると

防護のために措置を講ずべき事項 Ⅴ．燃

いわざるを得ない。

料デブリの取出し・廃炉のために措置を講

汚染水処理は，2013 年 9 月 3 日に国が前

ずべき事項 Ⅵ．実施計画を策定するに当

面に出て行うと宣言したことで，それ以前

たり考慮すべき事項」を示している。

から経済産業省が原子力災害特別措置法

汚染水処理対策に関する事項は，「Ⅱ．

に基づき，非常事態を収束するという目的

－11 放射性物質の放出抑制等による敷地

で行っている活動に，さらにお墨付きを与

周辺の放射線防護等」に示されているが，

え，経済産業省の権限を強化するものとな

〇特定原子力施設から大気，海等の環境

った。国の指導の下で汚染水処理を行って

中へ放出される放射性物質の適切な抑制

いる東京電力に対し，原子力規制委員会が

対策を実施することにより，敷地周辺の線

意見を述べることができるのは，東京電力

量を達成できる限り低減すること。

の実施計画の評価，監視の観点から関与す

〇特に施設内に保管されている発災以

るにとどまるとの考えで対応してきた。

降発生した瓦礫や汚染水等による敷地境

本来であれば，原子力規制委員会は，安

界における実効線量（施設全体からの放射

全性確保の権限を一元的に担っているの

性物質の追加的放出を含む実効線量の評

であるから，自ら汚染水処理を行わなくて

価値）を，2013 年 3 月までに 1mSv／年未

も，汚染水の増加を止め，これが海洋に流

満とすること。

出しないように，早急に行うべき汚染水対

とされているだけで，その具体的方策は

策の観点から検討し，東京電力の実施計画

東京電力に任せ，それに対して論評すると

に対し改善命令を出すことが可能であり，

いう間接的で迂遠な方策をとっている。

出すべきであるが，意見を述べることはな

しかも，経済産業省下の汚染水処理委員

く，経済産業省の主導する汚染水対策を根

会が選択した凍土壁について，遮水壁とし

本から批判することはせず，それを前提に

ての対応可能性や解凍要件など，基本的機

して，原子力規制委員会の要求事項を東京

能を十分検討しないまま，2014 年 5 月 26

電力が満たしているか否かを指摘する程

日に，凍土壁の建設を容認してしまってい

度の活動にとどまってきた。

る。原子力規制委員会は消極的にも，自ら
の権限を行使することをせず，凍土壁が遮

4 原子力規制委員会の使命

水壁として不十分であるにもかかわらず，

原子炉等規制法は，前記のように原発が危

別の方法を選択するよう指示をせず，今日

険な状態になった場合の規定を置いている

の事態をもたらしてきたものである。

が，それとは別に，原発の設置許可基準とし

－124－

第2節

汚染水対策の経緯と問題点

て同法第 43 条の 3 の 6 第 1 項第 4 号に
「発電

れ安全性を司るべき原子力規制委員会といえ

用原子炉による災害の防止上支障がないもの

ども現在の状態では，任せることはいかにも

として原子力規制委員会規則で定める基準」

心もとない。

に適合することを求める規定が置かれてい

原子力規制委員会においては，安全性確保

る。同項の「実用発電用原子炉及びその附属

の使命を再確認し，これらの使命を果たすこ

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規

とができる体制に，大幅に充実・改善される

則」（以下「設置基準規則」という。）では，

必要がある。

多重防護の思想に基づいて重大事故により原
子炉施設から外部に放射性物質が放出される
事態を想定し，「工場等外への放射性物質の
拡散を抑制するための設備」を要求する規定

第 10 今後の課題
1 汚染水漏えいを防止する対策の実施
汚染水の漏えい防止を確実にする方策を

を置いている（同規則第 55 条）。
同条には，「炉心の著しい損傷及び原子炉

早急にとるべきであり，それに適した組織の

格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著し

活動を促すか，新たに組織を編成すべきである。

い損傷に至った場合において工場等外への放

(1) 汚染水の拡大を確実に防止する対策の

射性物質の拡散を抑制するために必要な設備

実現

を設けなければならない」
と規定されており，

汚染水をこれ以上増やさないようにす

その必要な設備のうち，汚染水に関係すると

ることが一刻も争われている課題である。

考えられる設備としては，「海洋への放射性

そのための恒久的遮水壁が，前記のように

物質の拡散を抑制する設備を整備すること」
，

科学的裏付けをもって提案されている。そ

またはこれと同等の効果を有する措置を行う

の提案の実現は，現行の制度の下でも不可

ための設備を整備することであると説明され

能ではない。しかし，これが実現できてい

ている（同規則の解釈）。

ないのは，経済産業省が，主に拠出財源の

この規則によれば，重大事故が発生し，放

理由から選択した凍土方式による遮水壁

射性物質が外部に放出されるような事態が発

設置方針を変更しようとしないためであ

生した場合，海洋へ放射性物質が漏えいしな

る。これを改めるためには原子力規制委員

いような設備を整備しなければ原発の設置は

会の権限を強化することも考えられるべ

許可されない。

きである。

現在の福島第一原発事故による汚染水の

現在，汚染水処理に関わる機関は，原子

漏えいは，設置許可申請時や，現在行われて

力災害特別措置法に依拠した経済産業省

いる設置変更許可申請時において審査対象と

と，原子炉等規制法に依拠した原子力規制

なる想定事故の一つであり，これに対して有効

委員会であるが，方策を決めて積極的に活

な対処の仕方が提示できなければ，設置許可あ

動しているのは経済産業省であり，原子力

るいは設置変更許可がなされないことになる。

規制委員会は根本的提案をしないで，現状

そのように福島第一原発事故の汚染水処

を評価しているに過ぎない。現行法の下で

理問題を，設置許可時点にまで遡って考えて

も，原子力規制委員会は，経済産業省が主

みると，現在の汚染水処理対策は設置許可を

導して行う汚染水処理対策の実効性に疑

得られないものであることになる。

いがあると評価した場合には，改善命令を

このようなことから見て，汚染水対策につ

出して確実な汚染水処理対策を取るよう

いて，推進と規制との分離の理念から設置さ

にすることができるのであるが，原子力規
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制委員会は経済産業省の活動に従う姿勢

技術集団の活用

を堅持し，その責任を全うしていない。

しかし，原子力規制委員会の現在までの

(2) 安全性の考え方に基づく汚染水対策の

対応は，汚染水処理の重大性に気付いてい

必要性

るとは思えない行動である。また，経済産

現行の法律の下で，確実で有効な汚染水

業省は産業の育成が主眼であり，現行のま

処理対策を構築するためには，まず，原子

までは，汚染水処理の抜本的解決がなされ

力規制委員会が，原発の安全確保に責任を

ないまま，いたずらに歳月と費用が費やさ

負っていることを思い出し，傍観者の発想

れていきかねない。

ではなく，真剣に汚染水処理対策を考える

ここで，確実な汚染水処理を採用するこ

べきである。そして政府は原子力の安全確

とを可能とするためには，地下水と建屋の

保のために，原子炉等規制法を基本とする

汚染水が交わらない方法を考えられる技

新基準を作成したことを思い返し，原子力

術者集団を組織し，その組織が考える方策

災害特別措置法よりも，原子炉等規制法の

を実現して，確実な汚染水処理対策をとる

安全確保策を優先させるべきである。その

ことも考えるべきである。

ためには，原子力規制委員会が必要かつ有

いずれにしろ，汚染水のこれ以上の増加

効な汚染水処理対策を考え，経済産業省は

を止めなければ，貯留するタンクの不足，

それに従うように意識改革をしなければ

タンクの破壊による敷地の汚染，海洋の汚

ならない。

染の悪化，生物濃縮による放射能被害の拡

なぜなら，原子力災害特別措置法は，非

大等，更に対処不能な事態が進展していく

常事態の鎮静化ということを目的として

ことになる。

いるから，通常の事態を基にした安全評価

た。したがって，汚染水処理対策は，試行

2 建屋内のドライアップ・止水ではな
く，恒久的遮水壁内に汚染水を閉じ込
め，放射線量が自然に低下するまで監視
する体制を構築すべきである

的にいくつもの対策を行うことで，効果的

政府の描く福島第一原発事故の収束は，燃

な対策を模索することになりがちである。

料デブリを取り出し，原子炉格納容器の漏え

これに対し，原子炉等規制法では，放射

い箇所を探して補修し，廃炉にして原子力施

よりも緩やかな基準になっている。例え
ば，緊急時の作業従事者の許容被ばく線量
は，通常の原発労働者より高く定められ

性物質が外部に放出されるような重大事

設を取り除くことのようである。
そのために，

故が発生しないようにすることを大原則

建屋内のドライアップが予定され，
凍土壁も，

としている。仮に重大事故が起きて放射性

当初は，そのシナリオの上に選択されたもの

物質が原子炉施設の外部に放出される事

であった。

態が想定される場合にも，海洋に放射性物

これは，福島第一原発事故を忘れるために

質が漏えいしないようにする設備が整備

期待される方策であったとも想定されるが，

できないのであれば，そもそも原発の設置

放射能被害をこれ以上拡散させないためには

許可をしないことによって安全を確保す

適切な方策ではない。また，その実現のため

るという考え方によっている。よって，原

には数多くの被ばく労働者を発生させること

子炉等規制法の要求する汚染水処理対策

が予想される上に，そもそも，実現可能性も

はより厳格なものとなる。

疑われる方策である。原子炉格納容器の漏え

(3) 原子力事業における原子力工学以外の

い箇所も同じく分かっておらず，仮に分かっ
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たとしても高濃度の漏えい個所を修理する労
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汚染水対策の主な

現性を念頭に描かれたものではなく，収束の

取り組み」

形を早急に作るという体面にこだわったシナ

http://www.tepco.co.jp/decommision/pl

リオというべきである。そうではなく，労働

anaction/waterprocessing/index-j.html

者の被ばくを最も少なくすることがくでき，

・汚染水処理対策委員会『地下水流入抑制の

作業に従事する労働者が枯渇するような事態
を回避する方策が求められる。
そのためには，

ための対策』2013 年 5 月 30 日
・原子力災害対策本部『東京電力㈱福島第一

放射能の飛散を抑制するために，燃料や汚染

原子力発電所における汚染水問題に関す

水中の放射能を水につけたままにして，自然

る基本方針』2013 年 9 月 3 日

に放射能が下がることを待つべきである。チ

・日本陸水学会『福島第一原発における凍土遮水

ェルノブイリ原発の原子炉建屋を石棺で覆っ

壁設置にかかわる意見書』2013 年 9 月 20 日

たように，福島第一原発の建屋群も，大気及

・地盤工学会福島第一原子力発電所汚染水問

び水を通して放射能が飛散しないように包摂

題に関する会長特別懇談会『福島第一原子

して，これを見守り続けることが，最も安全

力発電所の汚染水対策代替案に関する地

な事故収束方法である。

盤工学会としての検討』2014 年 9 月 8 日

現在，経済産業省も，原子力規制員会もこ

・浅岡顕『HARDSHIPS INCLUDED IN/CAUSED B
Y “FROZEN SOIL WALLS”IN 1F』

のような収束を考えていない。原発の見守り
による事故収束方法を採用するためには，福

・日弁連『院内学習会 凍土遮水壁等福島第一

島第一原発事故を早く忘れさせようとする政

原発汚染水処理対策の問題点報告集』2014

府の動きや，経済産業省のように産業に寄与

年 11 月 25 日

するための事業を考えることや，原子力規制

・東京電力 HP『廃炉プロジェクト>実施作業
と計画>汚染水対策の主な取り組み』

委員会のように自己の立場を曖昧にして安全
性に対する責任を逃れようとする考えを払拭

・経済産業省 HP「廃炉・汚染水対策ポータル
サイト」

する必要がある。
現行のままの体制で行くならば，ドラステ

・原子力災害対策本部『東京電力（株）福島

ィックな意識改革が必要であり，現実を冷静

第一原子力発電所における汚染水問題に

に考えるならば，安全で有効な方策をとり得

関する基本方針』（2013 年 9 月 3 日）

る人材を集めて新たな組織を作ることが急務

・会計検査院：会計検査院法第 20 条の 3 の規
定に基づく報告書（2015 年 3 月）

であると考えられる。
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第 3 節 情報収集と情報公開
第 1 原子力施設と情報公開の必
要性

害など，いずれも深刻であり，かつ多岐にわ

1 情報公開請求権の憲法上の位置付け

このように，原発等の事故は多数の人々の

たる。

憲法上，情報公開請求権は，知る権利の一

日常生活に重大な影響を及ぼすものであり，

環として，表現の自由（憲法第 21 条第 1 項）

原子力に関する情報は，「治者と被治者の同

に基づき保障されると解されている。

一性」という民主主義の基本原則に照らして

まず，表現の自由は，情報を伝える自由で

も，最も強く公開が求められるものであり，

あるから，本来，「受け手」の存在を前提と

その情報を主権者ないし納税者として知って

しており，知る権利を保障する意味も含まれ

おくべき必要性は極めて高い。

ている。とりわけ 20 世紀に入り，社会的に大
きな影響力を持つマス・メディアが発達し，
情報の「送り手」であるマス・メディアと情

3 人格権，平穏生活権，環境権等に基づ
く情報開示請求権
また，原子力施設や，その事故，人の生命，

報の「受け手」である一般市民との分離が顕
著になり，かつ，情報が社会生活においても

健康，生活への影響に関する情報等の開示を

つ意義も，飛躍的に増大したことから，表現

受けることは，人格権，平穏な日常生活を営

の自由を一般市民の側から再構成し，表現の

む権利，環境権等の一内容をなすと考えられ

受け手の自由（聞く自由，読む自由，見る自

る。人は，それらの情報の開示を受けられな

由）を保障するためそれを「知る権利」と構

いのでは，人格権，平穏生活権，環境権等を

成することが必要となった。

真に保障されているとはいえないからであ

また，個人は様々な事実や意見を知ること

る。差止請求権，損害賠償請求権等と並んで，

によってはじめて政治に有効に参加できるこ

情報開示請求権も，人格権，平穏生活権，環

とになるから，知る権利は参政権の実質化と

境権等の一内容をなすと考えられるのであ

いう観点からも要請される。換言すると，情

る。

報の公開を求める権利は，民主主義‐治者と

それらの権利が実体法に導入されている

被治者の同一性‐を確保する観点から，不可

例として，廃棄物処理法第 8 条の 4，第 15 条

欠の権利といえる。

の 4 などを挙げることができる。廃棄物処理
法第 8 条の 4 は，「第 8 条第一項の許可（注，

2 原子力施設においては情報公開が特
に強く要請されること

一般廃棄物処理施設の許可。略）を受けた者

とりわけ，情報公開の必要性は原子力施設

可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関

についてはより強く妥当する。福島第一原発

し環境省令で定める事項を記録し，これを当

事故で明らかになったとおり，ひとたび原発

該一般廃棄物処理施設（略）に備え置き，当

ないし原子力施設が事故を起こした場合，そ

該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係

の被害は，極めて多くの人々に，極めて広範

を有する者の求めに応じ，閲覧させなければ

囲に及び，かつ，その被害は極めて長期間に

ならない。」と定める。同法第 15 条の 4 は，

及ぶ。被害内容も，生命・身体に対する被害，

産業廃棄物処理施設について，上記の第 8 条

財産に対する被害，職業選択の自由に対する

の 4 の規定を準用している。

は，環境省令で定めるところにより，当該許

侵害，平穏な日常生活を営む権利に対する侵
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記規定と同様の規定が設けられるべきであ

会での事前の備えが欠如していることに

る。もちろん，原子力施設に関して「生活環

懸念を有する。」

境の保全上利害関係を有する者」の範囲は相

(2) 国連委員会による勧告内容

当に広く認められることになろう。

その上で，国連委員会は，日本政府に対
し，「E.提言及び勧告」として，次のとお

4 汚染水問題における情報公開の必要
性

り勧告・要請した。
「49.委員会は，原子力施設の安全性に

そして，原発事故に起因する汚染水処理に

関連する問題に関し，周辺住民に対して，

関しても，2 で述べた法理は当然妥当する。

すべての必要な情報の透明性及び公開性

また，これに加え，第 2 節で検討したよう

を促進することを勧告する。さらに締約国

に，現時点では，福島第一原発事故における

に対し，原子力事故の予防及び事故が起き

汚染水処理，まして，廃炉に至る過程の確立

た際の迅速な対応のための準備計画を策

された技術や方策がないといってよい。した

定することを要求する。」

がって，汚染水処理において，政府や電力会

(3) 上記に対する日本政府の回答

社が現在有している科学的知見のみに依拠す

これに対し，日本政府は「第 3 回政府報

ることは相当でなく，科学者をはじめとする

告（2009 年 12 月）」において，委員会に

市民の知見が広く集約され，尊重されなけれ

次のとおり報告した 。

ばならない。

① 情報の透明性，安全性

そして，充実した科学的・技術的知見を形

「原子力の安全に対する国民や立地

成するためには，その前提として，十分な情

地域の住民の皆様の理解を得るために

報が必要である。汚染水処理においては，こ

は，原子力安全規制に関し，十分な説明

の観点からも，客観的データの収集，公開が

を行い，御意見をうかがうことが重要と

強く求められる。

認識している。
原子力安全に関する情報については，

第 2 福島第一原発事故が明らか
にした情報公開の必要性

これまでもさまざまな機会や媒体を通
じて適切に公開している。
経済産業省原子力安全・保安院におい

1 福島第一原発事故以前から国連機関
が指摘していた情報公開の重要性

ては，主要立地地域に原子力安全地域広

(1) 国連委員会が指摘していた日本の課題

報官を配置して体制を整え，原子力の安

国際連合の経済的，社会的及び文化的権

全規制に関し，原子力立地地域の自治

利に関する委員会（以下「国連委員会」と

体，地元議会，住民に説明するとともに，

いう。）の総括所見（2001 年 9 月 24 日）

パンフレットの作成・配布等を積極的に

は，日本の原子力施設に関する安全規制等

行うなど，情報公開の体制強化を図って

について，「C.主な懸念される問題」とし

おり，今後とも，原子力安全規制に対す

て，既に次のように指摘していた。

る国民からの理解の増進に最大限の努

「22.委員会は，報告された原発事故，

力をするとともに，事業者に対しては，

及び当該施設の安全性に関する必要な情

安全にかかる情報公開や対外説明をし

報の透明性及び公開が欠如していること

っかり行うよう指導したいと考えてい

に懸念を有するとともに，原子力事故の予

る。」

防及び処理のための，全国規模及び地域社
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② 準備計画

されている。

「我が国の防災に関する基本的な法

公衆被ばくの低減を図るため，及び，放射

律である災害対策基本法に基づく防災

能汚染地域の住民が避難・残留・帰還につい

基本計画には，原子力災害対策編が設け

て意思決定をするためには，政府が長期にわ

られており，原子力災害対策の基本とし

たり，環境の放射能汚染状況の観測・監視を

て，原子力災害の発生及び拡大を防止

実施し，放射能の拡散，汚染の状況，将来予

し，原子力災害の復旧を図るために必要

測など，放射能汚染に関する情報を正確に公

な対策について定めている。

開することが必要である。

防災基本計画に基づき，関係省庁は，

しかし，福島第一原発事故の発生直後はも

防災業務計画，都道府県・市町村は地域

とより，現在においても，そもそも放射能汚

防災計画を策定し，関係省庁の所管事務

染のモニタリング体制が不十分な状態が続い

や当該都道府県・市町村の区域に関する

ている。

より具体的な対策を定めている。
原子力災害対策特別措置法に基づき，

3 福島第一原発事故直後の政府の対応

原子力事業者は，原子力事業所ごとに原

(1) SPEEDI 情報の非公開

子力事業者防災業務計画を策定し，原子

福島第一原発事故においては，緊急時迅

力災害予防対策，緊急事態応急対策及び

速放射能影響予測ネットワークシステム

原子力災害事後対策等に関し定めてい

（SPEEDI）による放射能汚染の予測情報が

る。」

事故後速やかに公開されなかった。そのた

(4) 小括

め，多くの住民が，実際には放射線量が高

このように，福島第一原発事故以前にお

かった飯館村方面に避難する結果を招き，

いても，国連機関によって，日本政府に対

政府の対応により公衆の被ばくを増大さ

して情報公開の徹底が勧告されていたに

せたと批判されている。

もかかわらず，日本政府は，この勧告に真

(2) 議事録の非公開

摯に耳を傾けることなく，現状の情報公開

全ての原発事故に関する政府内の議論

は十分であると主張し続けてきた。しか

について国民に情報が公開されるべきで

し，そのような主張が実態を伴ったもので

あるし，その前提として，議事録が作成さ

なかったことは，後述するとおり，福島第

れていなければならない。

一原発事故で明らかになった。同事故は，

しかるに，福島第一原発事故事故に関し

原子力の安全規制，事故の予防，情報公開，

ては，政府が連日開催していた重要な緊急

原子力災害対策の全てにわたり，日本政府

対策会議について，議事録が一切作成され

の措置が極めて不十分なものであること

ていなかったことが判明した。これでは，

を明らかにしたものであり，まさに国連委

事故後の政府の対応を検証することがで

員会の懸念が現実化されてしまった。

きず，今後同様の事故が発生した場合のよ
り適切な対応を確実に行うことができな

2 福島第一原発事故の発生と，そこで認
識された情報公開の不十分さ
福島第一原発事故で放出された放射能に
よる大気・土壌・河川・海洋等の汚染は広大
な範囲に広がり，また，長期的な影響が懸念
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4 情報公開に関する子ども・被災者支援
法の要請と同法制定後の実情

どのような資料に基づき，どのような議論

(1) 子ども・被災者支援法の成立とその要

を経て，どのように判断したかが住民らに

請

開示されなければならない。

ある。そしてその上で，上記判断において，

子ども・被災者被災者支援法が 2012 年 6

しかしながら，現在に至るもそのような

月に成立し，同法第 6 条において，国が福

第三者機関は設置されておらず，また警戒

島第一原発事故による汚染の状況につい

区域に関する情報は公開されていない。し

て，放射性物質の種類ごとにきめ細かく，

たがって，住民らにとって，警戒区域解除

また，調査の網の目についても現在より細

をどのような理由で判断したのかは，全く

かく，かつ，継続的に調査を行うこと，汚

のブラックボックスとなっている。

染の将来予測を行うこと，汚染状況の調査
結果及び予測結果を随時公表することが

5 海洋汚染の把握の実態
(1) 予測された海洋汚染の拡大

定められた。
そして，同法の上記規定は，福島第一原

NOAA（米国海洋気象庁）の予想したとお

発事故後の政府の対応が，2 で述べた課題

り，2013 年 6 月から，北米大陸棚，アラス

を残したことを踏まえてのものである。

カ，米国沿岸で Cs－137 が検出され，これ

(2) 同法制定後の実情－総論

らの海洋が福島第一原発事故以前の状態

しかし，環境の放射能汚染の状況につい

に戻るのは 2021 年と予想されている。汚

て，同法が求めるきめ細かなモニタリング

染した山野からの雨水による流出はこれ

調査や将来予測が行われておらず，したが

を止める有効な手段はなく，これからも流

って，その結果の公表も公衆の被ばく提言

出は続き，海洋の汚染は進んでいく。政府

や避難者の生活再建のための意思決定の

の「アンダーコントロール」という発言は

ためには，不十分である。

政治的欺瞞であり，たとえ海水をサンプリ

とりわけ，汚染水問題と関係の深い海洋

ングして放射能が検出限界未満の結果が

や河川については，包括的なモニタリング

出たとしても，フォールアウト分析（ある

がなされていない。

程度の期間の海底沈降物を分析）では有意

(3) 警戒区域に関する情報の非公開

に放射能が検出される状態である。これか

放射性物質で汚染された地域からの避

ら継続する海洋汚染を考えれば，太平洋の

難者の帰還にとって，警戒区域設定解除の

汚染状況を正確に把握して，その情報を分

判断は，避難者の安全とその後の生活再建

析・公開することは，国民に対する義務と

に甚大な影響を与える重要な判断である。

いうだけでなく，太平洋に接している国々

このような判断が，地域人口を維持したい

に対する義務でもある。

等とする行政判断によって歪められるよ

(2) 海洋モニタリングの実態
福島第一原発事故後，放射線モニタリン

うな事態があってはならない。
このような重大な判断の正確性を補完

グを確実に，かつ経過的に実施するため

するため，政府は，警戒区域の設定解除の

に，政府は原子力災害対策本部の下にモニ

判断について，原子力事業と利害関係を持

タリング調整会議を設置して，関係府省，

たない科学者と地域代表などで構成され

地方公共団体，原子力事業者等が連携して

る第三者機関を設置し，その第三者機関と

モニタリングを実施することにした。同会

権限者との関係を法的に明確にすべきで

議の議長は環境大臣，事務局長は原子力規
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制委員会原子力規制庁長官である。

るとする凍土壁であるにもかかわらず，メデ

モニタリング対象をいくつかに区分け

ィアへの公開後に速やかに取り除いてしま

して，情報集約・発信機関，モニタリング

い，その後の経過を検証できないものとなっ

の実施及び測定記録の分析・評価又は支援

ている。2015 年 4 月 30 日に凍土壁の試験凍

機関を振り分けている。

結を開始したと公表後，2015 年 7 月末に至っ

海域モニタリングの進め方については，
62

第 1 節・第 5・2 で述べたとおりである 。

ても，進捗状況の報告はない。ALPS について
も，継続的な稼働状況，取り除いた核種の量
やフィルタ等の廃棄物の種類・量などの公表

6 福島第一原発で起こっていることを
知るに程遠い情報公開の実態

はない。
こうした経緯をみるだけでも，東京電力の

これまでも指摘してきたように，汚染水の

判断による調査の対象の選定，調査時期によ

実情や汚染水漏出の事実は，東京電力からの

るのではなく，国民の立場から，必要な情報

プレスリリースによって初めて知らされてき

を求め，これを開示する仕組みが不可欠であ

たものである。2011 年 4 月 4 日の高濃度汚染

ることを示しているといえよう。

水の意図的な海洋への放出に始まり，ないと
してきた汚染水の流出が 2013 年 7 月 22 日に
至ってようやく公表され，地下貯水槽からの
漏出が露見してから，その仕様構造が明らか

第 3 今後の課題
1 情報の一元化

になり，2015 年 2 月に，1 年以上前から建屋

福島第一原発事故に関し，一定の情報は公

屋上からの汚染雨水の海洋への流出を把握し

開されているものの，汚染の調査，情報の集

ながら公表されてこなかった。

約が複雑に分かれていて，どのデータを見れ

2015 年 3 月 30 日に，東京電力は，「今後

ば何が分かるのかを探し出すのが非常に困難

は，測定したすべてのデータを公表する」こ

である。公開されている情報は，行政庁ごと

とを公言したが，何を測定するかが東京電力

に非常に多岐に分散されており，一覧性を欠

に委ねられているのでは，国民が求めるデー

く。この点，比較的一か所にまとめられてい

タを国民は得ることができないことを痛感さ

るものとしては原子力規制委員会の放射線モ

せた。

ニタリング情報
（ http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/l

海側遮水壁の手前での汲上げ水や海洋へ
の放出を前提として行っているサブドレンか

ist/512/list-1.html#top）

らの汲み上げ水の汚染状況についても，検証

があるが，これにしても，極めて細分化され

できる情報として開示されていない。

ており，どのページにどの情報があるかを把

凍土壁や ALPS の建設，試験についての情

握することが困難となっている。

報も，極めて限定的な情報しか開示されてい

その大きな原因は，第 2 節・第 9 で検討し

ない。2014 年 3 月に行ったという凍土壁の小

たように，国や自治体に加え，加害当事者で

規模実証実験の結果も部分的に開示されたに

ある東京電力がモニタリングの主体となって

過ぎず，これらについて外部の専門家の検証

いる領域が多いことに加え，国の内部におい

を得ることもなく，長期にわたって継続させ

ても，様々な監督官庁がモニタリングの主体
となっており，主体ごとに情報が公表されて

62 http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/512/
list-1.html（共に原子力規制委員会 HP より）

いることによる。
情報を取得したいと考える市民にとって

－132－

第3節

情報収集と情報公開

最善なのは，縦割り行政の枠を取り払って，

かめることが困難となっている。モニタリン

調査・公開を一元的に行うことである。しか

グの方法を公表することは，情報の信頼性を

し，仮に直ちに上記を実現することが困難で

確保する上で不可欠であり，誰が，いつ，ど

あれば，次善の策として，上記 HP に全ての情

のような方法で，どのような測定機器等を用

報を集約するのはもとより，適切なサイトマ

いて調査したかは，速やかに公表される必要

ップを設けて，どこにどの情報が書いてある

がある。

かを，
一覧して把握することが不可欠である。

3 利害関係を有する人，専門家の立入調
査権保障の必要性

2 情報収集の強化と正確さの保証
また，汚染水については，福島第一原発敷

(1) イタイイタイ病の公害防止協定の例

地の汚染状況，沿岸の海水，海底土の汚染状

イタイイタイ病訴訟の判決後に，住民た

況，外洋の汚染の進展状況は最低必要な情報

ちと原因企業との間で締結された公害防

と思われるが，果たして十分な調査地点が選

止協定書に基づき，1972 年以来毎年，住民

択され，十分な調査結果が得られているか不

や専門家からなる調査団の企業施設内立

明である。

入調査が行われている。立入調査は，毎年

まず，第 1 節第 5 で述べたとおり，モニタ

1 回，鉱山全体を一斉に調査する「全体立

リングを「行わない」となっている項目が非

入調査」と，毎年 6～7 回，詳細に調査を

常に多い。調査方法についても問題がある。

行う「専門立入調査」が実施されており，

前記「子ども被災者支援法」第 6 条では，

原因企業は立入調査の結果や住民たちの

国は放射性物質の種類ごとに汚染の状況を継

要望を踏まえ，様々な施設改善を行ってい

続的に調査し，調査結果を随時公表すると定

るという（イタイイタイ病資料館バーチャ

められているが，これまでのところ，モニタ

ル展示室「発生源対策」より）。

リング調査もその結果の公表も不十分であ

(2) 調査結果の開示を受けるだけでなく，

る。とりわけ，海洋や河川については，包括

自ら調査し情報を得る権利の重要性
イタイイタイ病の公害防止協定の例か

的なモニタリングがなされていない。
したがって，東日本地域をはじめとする住

らも明らかなとおり，人が知る権利を十分

民にとっては，自らの健康維持に必要不可欠

に保障され，人格権，平穏生活権，環境権

な情報である，居住圏の放射能汚染に関する

等を完全なものにするためには，相手方の

情報について，そのアクセス権が十分に保障

調査結果の開示を受けるだけでなく，自ら

されていないことになる。

相手方の施設，敷地内に立ち入って調査し

国は，環境の放射能汚染状況の観測，監視

情報を得る権利が保障されることが極め

を行い，他機関の観測結果と併せて，放射能

て重要である。それら，自ら調査し情報を

の拡散，汚染の状況，将来予測など，放射能

得る権利も，「知る権利」「人格権」，「平

汚染に関する情報を，即時，正確に一元的に

穏生活権」，「環境権」等の一内容を構成

公開すべきであり，とりわけ，海洋の相当部

するというべきである。

分について「行わない」とされている現状は，

一般に，公害防止協定は，法形成に関し
て，先駆的性格を有しており，公害防止協

一刻も早く改めるべきである。
さらに，モニタリングの方法も明らかにな

定の内容が，その後，条例や法律に新しく

っているとはいえず，測定の正確さを，複数

取り入れられて行くことが少なくない。法

の科学者・技術者の検討を経て，学術的に確

律や条例よりも厳しい排出基準の設定や，
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上述の廃棄物処理法第 8 条の 4，第 15 条の
4 の規定なども，その一例である。当初，
公害防止協定の中で取り入れられたに過
ぎなかったものが，後にその正当性，合理
性が承認され，一般化し，条例や法律に取
り入れられて行ったのである。
そうであるとすれば，原子力事故という
重大な問題において，当該事業所の施設，
敷地内に立ち入って調査し情報を得る権
利を，知る権利，人格権，平穏生活権，環
境権等を実質的に保障するものとして，こ
れを定める条例，法律の制定が求められ
る。
【参考文献】
・芦部信喜著，高橋和之補訂『憲法 第四版』
（岩波書店，2007 年 8 月 20 日第 2 刷発行）
・日弁連『経済的，社会的及び文化的権利に
関する国際規約第 16 条及び第 17 条に基づ
く第 3 回日本政府報告書審査に関する日弁
連報告書』（2013 年 1 月 18 日）
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ミュニケーション」

情報収集と情報公開

るとき，専門知識の提供にとどまらず，こう
した当事者の感情や地域文化にも配慮したリ
スクコミュニケーションが必要となること

福島第一原発事故後，さまざまな場面で耳

は，米国では広く意識されている。そうした

にするようになった「リスクコミュニケーシ

観点から，リスクを管理する事業者や規制当

ョン」という言葉は，多義的である。科学技

局には，公開・独立・効率性・明瞭さ・信頼

術の専門家からは，正しい科学的知識の理解

性といったものが求められている。
NRC は，「原子力規制は市民の課題であり，

促進ということが強調されがちである（例え
ば，復興庁の「放射線リスクコミュニケーシ

公的かつ率直に取り扱われなければならな

ョン」63）。しかし，科学的知識を正しく理

い。法に定められているように，規制プロセ

解すれば，利害関係者の全てが合意に達しう

スを市民に伝え，市民が規制プロセスに参加

ると考えるのは早計である。個人や専門分野

できる機会を設けなければならない。議会，

において，リスクを捉えるときの理解の方向

他の政府機関，認可取得者，市民，さらには

64

性や力点が異なるからである。 経済産業省

海外の原子力界と開かれたコミュニケーショ

も，アメリカ原子力規制委員会（NRC）などの

ン・チャネルを維持しなければならない。」

リスクコミュニケーションの取組を紹介して

としている。我が国でリスクコミュニケーシ

65

いる。 政策決定のためのリスク評価におい

ョンが語られるとき，
情報は十分に公開され，

ては，問題事象の発生確率と事象の影響の積

参加の機会は法的に保障されているだろう

としてリスクは認知されるが，公衆にとって

か。

のリスク認知はそれだけではない。公衆や当

また，NRC は規制機関について，「最高レ

事者にとっては，被害そのものの大きさに加

ベルの倫理観と専門性以外の何ものも規制に

え，「憤り（outrage）」も重要な要素となる。

影響を及ぼすべきではない。しかし，独立は

強い憤りは，被害に関する知識の欠如だけで

孤立を意味するものではない。認可取得者及

起きるものではない。認知されている被害の

び利害関係のある市民から広く事実や意見を

大きさや，被害を管理する機関への不信，メ

求める必要がある。公共の利益は多岐にわた

ディアの関心レベルなどにも大きく左右され

り，互いに矛盾することもあるが，これを考

る。事業者や専門家は，公衆や当事者に対す

慮しなければならない。最終決定は，全ての
情報の客観的かつ公平な評価に基づいて行

63 http://www.reconstruction.go.jp/topics/maincat14/index.html
64 2014 年 3 月 27 日文部科学省の安全・安心科学技術
及び社会連携委員会が発表した「リスクコミュニケ
ーションの推進方策」では，リスクコミュニケーシ
ョン全般について，
「リスクのより適切なマネジメ
ントのために，社会の各層が対話・共考・協働を通
じて，多様な情報及び見方の共有を図る活動」と定
義し，包括的な議論がなされている。
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0406/ML0406904
12.pdf
65 経済産業省の資料として，http://www.meti.go.jp/
committee/sougouenergy/denryoku_gas/genshiryo
ku/anzen_wg/pdf/005_04_00.pdf
NRC のオリジナルは 2004 年作成の
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0406/ML0406904
12.pdf である。

い，理由を明記した上で文書化しなければな
らない。」としている。我が国の原子力規制
委員会にも求められることである。
リスクコミュニケーションに必要なのは，
科学的に正しい基礎的な情報だけではない。
地域住民の価値感や感情もまた，政策決定に
十分に反映するリスクコミュニケーションこ
そが求められている。
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第 4 節 労働者被ばくの問題
第 2 福島第一原発における労働
環境及び被ばくの現状

第 1 汚染水処理と労働者被ばく
高濃度放射線下での事故処理作業に従事

1 労働環境

する労働者の被ばく問題は，汚染水処理に関

汚染水処理を含む福島第一原発の労働環

わる重大な人権問題であるとともに，汚染水

境は，極めて劣悪なものとなっている。その

対策の帰趨を左右する重要な問題である。

根底にあるのは 6 次，7 次下請などにも及ぶ

汚染水処理をはじめとする事故処理作業

多重下請構造であり，そこから生じる日給の

においては，労働者は，必然的に被ばくを伴

実質的な中間搾取の問題や，それによる東京

う。労働者の被ばくは，本来的にその生命や

電力の管理の不十分さである。

健康を害しかねない，人権上の問題を含むも

まして，福島第一原発では，2014 年以降，

のであるから，仮にそれが事故処理のため必

汚染水タンクの増設や多核種除去設備 ALPS

要やむを得ないものであったとしても，その

の増強，海側にある地下トンネルと建屋の接

被ばくは最小限度に抑えられなければならな

合部の止水作業など，様々な汚染水対策の作

いものである。

業が急増している。原子力資料情報室通信に

したがって，国や東京電力は，事故処理と

よれば，1 日に入域する作業員数は，2013 年

いうだけで安易に労働者を被ばくさせる状況

12 月には約 3400 人だったのが，2014 年 12

に置いてはならないし，作業工程などを十分

月には 7000 人に倍増したとされ67，ますます

に吟味して，被ばくを最小限に抑えるような

管理が困難となる状況にある。

施策を講じなければならない。

東京電力が現状として下請作業や雇用の

また，原発労働者については，その人権を

実態について十分に監視できていないこと

過度に侵害しないようにするために，年間被

は，東京電力自身も認めるところであるし，

ばく線量が 50mSv 以下になるよう，また，5

田中俊一規制委員会委員長も，東京電力が下

年間の総被ばく線量が 100mSv 以下になるよ

請け業者に作業を任せ過ぎている可能性につ

66

うな規制が存在するのであって ，事故から 4

いて言及している68。

年半が経過した現在，熟練した労働者の被ば

多重下請構造に伴う中間搾取の実態は，こ

く線量がこの限界に達しつつあるという問題

れまではほとんど明らかにされていなかった

が存在する。このまま労働者に無用な被ばく

が，危険手当の支払いを求める裁判等におい

を強いるようなことがあれば，汚染水処理に

て徐々にその実態が明らかになりつつある。

従事できる熟練した労働者がいなくなり，汚

例えば，ある労働者の下請構造は「東京電

染水対策に重大な支障が生じかねない。

力→鹿島建設（元請）→1 次～3 次下請→労働

以下では，福島第一原発における汚染水処

者」というものであったが，1 日当たりの賃

理を含む労働者の労働環境及び被ばくの現状

金としては，元請→1 次下請に対して，賃金 2

を概観し，汚染水処理に絡む労働者問題の課

万 3000 円＋危険手当 2 万円＝合計 4 万 3000

題と提案を行う。

66 電離放射線障害防止規則（以下，本節において「規
則」という。
）第 4 条第 1 項等。

67 原子力資料情報室通信 489 号 11 頁『東京電力，3
原発で人身事故相次ぐ 問われる東電の安全管理
能力』2015 年 3 月 1 日
68 ロイター特別リポート『福島作業員を蝕む「違法雇
用と過酷労働」
』2013 年 10 月 25 日

－136－

第4節

円が支払われていた。ところが，1 次下請が 2

稼働人数

次下請に対して支払っていたのは，賃金 2 万
円＋危険手当 5000 円＝合計 2 万 5000 円であ

労働者被ばくの問題

25000

り，
実に 1 万 8000 円を中間搾取していたこと
になる。さらに，2 次下請は 3 次下請に対し

20000

て 8000 円を中間搾取し 1 万 7000 円しか払っ
ておらず，3 次下請は労働者に対して 5500 円

15000

を中間搾取し1万1500円しか払っていなかっ
た。

10000

この件においては，東京電力が元請け企業
に対していくら支払っているのかいまだ明ら

5000

かになっていないため，元請けによる中間搾
取の可能性も十分にあり得る。

0

このような現状にもかかわらず，労働者側

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

としては，原発で仕事をする以外に他に職が

東電社員

協力企業

合計

ないという状況の中で，その多くは現状を受
け入れざるを得ないというのが実情のようで

図表 53 東京電力公表の資料に基づき作成

69

ある 。
図表 54 は，年度別の累積線量の平均値

2 被ばくの現状

を折れ線グラフで表したものである。

(1) 稼働人数と累積線量
東京電力は，福島第一原発作業者の被ば

累積線量平均

く状況について，毎月その評価状況を公表
しており70，本年 5 月には，年度別の累積
線量分布表等も公表されている71。
次の図表 53 は，年度別の稼働人数を折
れ線グラフで表したものである。
これを見ると，2014 年度から，特に協力
企業の稼働人数が事故直後を上回るほど

30.00
25.00
20.00
15.00

急増していることが分かるが，これは前述
のような汚染水対策作業に従事する労働
者が増加したことが原因と考えられる。

10.00
5.00
0.00
H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

東電社員

69 前掲ロイター特別レポート 2013 年
70 http://www.tepco.co.jp/cc/press/index-j.html
71 http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu15_j/
images/150430j0205.pdf#search='%E8%A1%A8%EF%B
C%98+%E6%9C%88%E5%88%A5%E5%A4%96%E9%83%A8%E7%
B7%9A%E9%87%8F%E5%88%86%E5%B8%83%E8%A1%A8'

協力企業

合計

図表 54 同じく東京電力公表の資料に基づき作成
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累積線量については，事故直後の 2011

て労働者の不足

年は東京電力の社員及び協力企業のいず

また，汚染水対策との関係でいえば，実

れも極めて高い数値を示しているものの，

現可能性を欠く凍土壁及びドライアッ

翌年度以降は 6mSv 以下で緩やかに減少し

プ・止水工事の非現実性などを十分検討を

ている傾向にある。

しないまま，既に 1 年半にわたって凍土壁

ただし，東京電力社員の減少幅に比し

設置工事に多数の労働者を従事させてお

て，協力企業の減少幅はそれほど大きくは

り，そのため，多数の労働者が無用な被ば

ない。特に 2012 年度以降は，東京電力社

くを強いられている。

員より協力企業の方が，累積線量が大きく

凍土壁工事には，一定程度の熟練した技

なっている。さらに，図表 55 は，2015 年

術が必要とされるところ，現行の処理方針

6 月 30 日に東京電力が公表した被ばく評価

の下で，高濃度の現場にいる労働者は積算

状況に関する表の一つで，2011 年 3 月 11

被ばく量が高くなって作業に従事できな

日から 2015 年 4 月末と 5 月末の累積線量

くなり，既に，経験を有する労働者の不足

分布を比較したものである。

を来している。

4 年強の労働で，既に 100mSv を超えてい

(3) 汚染水処理作業における労働災害

る労働者が 174 人もおり，その予備軍とも

報道によれば，汚染水処理にかかる労働

いえる 50mSv 超 100mSV 以下の被ばく労働

者の事故に関して，2012 年 3 月に 3 号機タ

者は急激に多くなり，2267 人となる。本来

ービン建屋の地下で作業員が汚染水に入

の許容限度であった 5mSv を超える被ばく

って被ばくする事故があり，同年 8 月には

を強いられている労働者は，実に 2 万 669

タンク増設工事で死亡事故が発生し，熱中

人にのぼる。

症が原因ではないかと指摘されている。

(2) 非現実的な工法，無用の被ばく，そし

図表 55 東京電力プレスリリース資料（2015 年 6 月 30 日）より
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凍土壁工事が始まった 2014 年 3 月には，

労働者被ばくの問題

できなくなりかねない。

掘削作業中，作業員が崩れた土砂に埋まり

少なくとも，高度な公共性・公益性のため

死亡し，同年 8 月には炎天下でトレンチの

に高線量下での被ばく労働を行っている労働

凍土管に氷を投入するという無駄な被ば

者に対しては，それに見合った適切な待遇，

くを受ける作業も行われた。同年 9 月には

経済的な条件が提供されなければならないで

タンク上部から落下したパイプで背中を

あろう。

骨折し，2015 年 1 月に鋼板釣り上げ作業に

2012 年 11 月 27 日に原子力委員会によって

頭をぶつける事故や，タンクの天板から転

『東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃

落して死亡した事故も発生している。

止措置に向けた中長期にわたる取組の推進に

2013 年度の福島第一原発における作業

ついて（見解）』が公表されているが，ここ

員の死亡は，22 人との報道もあり，これら

では「作業者の確保や技術レベルの維持が重

は氷山の一角に過ぎないと思われる。

要課題であることにかんがみ，（国及び東京
電力（株）は，）上記のような取組を長く進

第 3 今後の労働者確保のための
課題

めていくに当たって，今後とも，二次，三次

1 課題①‐多重下請構造の解消

を確保することが適切かどうかも含めて検討

の下請けといった従来型の雇用形態で作業者

汚染水対策をはじめとする，原発事故収束

し，雇用形態の在り方に関して新しいビジョ

作業に従事する労働者については，事故を確

ンを定め，その実現に向けて取り組んでいく

実に収束するという極めて重要な国家的課題

べきである」と提言している。

に必要不可欠なものであるという一方で，そ

多重下請構造にメスを入れていくべきだ

の作業は必然的に被ばくを伴う極めて過酷な

という提言が政府の委員会によってなされて

作業だというジレンマが存在する。被ばくと

いながら，全く手が付けられていないという

それに伴う人権侵害を最小限に抑えつつ，確

点こそ，最大の課題である。

実に事故を収束していくという持続可能性が
必要となる。
本来，原発事故収束作業は，その高度な公

2 課題②‐被ばくの正確な把握と情報
の開示

共性・公益性に照らして，公務員ないしそれ

(1) 「被ばく隠し」の問題

に準ずる制度（東京電力による直接雇用を含

正確な被ばく量を把握し，記録し，かつ

めた公的制度）に基づいて行われるべきもの

公開していくことは，あらゆる施策にとっ

72

である 。それでこそ，モチベーション・質

て基本中の基本であるにもかかわらず，実

の高い労働者が確保できる。その意味で，現

際には 2mSv 以下の内部被ばくが記録され

状として，下請構造によらなければ労働者が

ず，無視されてしまっているなど，様々な

確保できない，というのは本末転倒の議論で

「被ばく隠し」が行われている。

あり，そのような，いわば使い捨ての労働力

前掲海渡雄一著書には，国会事故調査委

に頼るシナリオでは，いずれ作業員の確保が

員会報告書の付録中の事故収束作業に従
事する労働者に対するアンケート結果を

72 海渡雄一『原発労働者の闘いと被曝労働改善の展望
‐「原発労働者弁護団」の活動を通じて見えてきた
課題』
（鵜飼良昭ほか編『労働者の権利‐軌跡と展
望（宮里邦雄先生弁護士 50 周年記念）
』旬報社，2015
年）
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基にした，被ばく労働者の生々しい声が紹
介されている。例えば，APD（警報付きポ
ケット線量計）を装着しないで作業したケ
ース，APD が 1 個しかなくてそれを何人か
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で共有したケースなどが報告されている。

これは，通常被ばく限度を超えた者に係

また，2012 年 7 月 21 日付けの朝日新聞

る中長期的な線量管理として，5 年あたり

では，下請会社が，作業員に対し，APD に

の被ばく限度を労働者ごとに個別に設定

遮蔽効果が高いとされる鉛のカバーをつ

するというものであるが，

けて作業をさせていたことが報道された。

「ア

緊急被ばく線量と通常被ばく線

事故収束作業に従事する労働者が慢性

量を合算した線量が通常被ばく限度であ

的に不足しているという現状を踏まえれ

る 5 年 100 mSv を超える者について，原子

ば，このような「被ばく隠し」について，

力施設の安全な運転等を担保するために

労働者を安価で安定的に確保したいと考

必要不可欠な要員に限り，追加的に，年間

える事業者に自主的な改善を期待するこ

5mSv を超えない範囲で通常の放射線業務

とは構造的に困難であり，国による，より

に従事させることができる。」

積極的な関与・監視が不可欠である。

「イ なお，アの取扱いにより，通常被

(2) 十分な教育の上での自己決定権の保障

ばく線量のみの累計が通常被ばく限度 （1

放射線業務における緊急事態が他と異

年 50 mSv かつ 5 年 100mSv）を超えること

なるのは，放射線を五感で感じることがで

は認められない。」

きないことから，労働者自身が直ちに健康

とあり，「緊急被ばく線量」と「通常被ば

影響を意識した対応をすることができな

く線量」の合計が 100mSv を上回ることを

いという点である。また，放射線は，たと

明示的には禁止しておらず，労働者によっ

え低線量であっても発がんリスクを上昇

ては現在規則によって定められている 5 年

させるという点も他の健康被害と異なる

間の総被ばく線量が 100mSv 以下という基

73

特徴といえる 。

準すら上回る被ばくを許容しかねない。

このような労働者被ばくの特徴を踏ま

緊急被ばく線量と通常被ばく線量を合

え，労働者被ばくそれ自体重大な人権侵害

算した線量が 100mSv を超える者について

であることを考慮すれば，労働者に対し

は，原子力施設の安全な運転等を担保する

て，十分な被ばく教育がされた上での自己

ために必要不可欠な要因に限定してはい

決定が前提とならなければならないし，労

るものの，年間 5mSv を超えない範囲で放

働者本人が，自らの累積線量のデータ等被

射線業務に従事させることができるとし

ばく状況に常にアクセスできる状態にし

て，限度を超える被ばくを許容している。

ていくことも必要不可欠である。

その一方で，被ばく線量管理の方法につ

(3) 厚生労働省の報告書とその問題点

いては，事業者に定期的な報告を求める程

これらの点について，厚生労働省は，

度で，情報の開示についても触れておら

2015 年 5 月 1 日，「東電福島第一原発作業

ず，極めて不十分なものにとどまってい

員の長期健康管理に関する検討会報告書」

る。

（以下，単に「報告書」という。）をまと

このような国の対応は，人権侵害に対す

74

め，公表した 。

る配慮をあまりにも欠くものであるとい
わざるを得ない。

73 西野方庸『緊急作業での放射線被ばく規制をどうみ
るか』科学 Vol85.No4／2015
74 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houd
ouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneisei
bu-Roudoueiseika/0000084402.pdf

3 課題③‐事故収束計画の十分な検討
被ばくによる人権侵害，健康被害を未然に
防止するため，被ばくを低減し，無用な被ば
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くをさせないことは電力会社の義務であり，

労働者被ばくの問題

べられている。

まずはそのことが明確に確認される必要があ

一方，白血病については，「相当量の

る。

電離放射線に被ばくした事実」があるこ

そして，前述したとおり，実現可能性を欠

とが要件の一つとされており，相当量の

く凍土壁設置工事によって，多くの労働者が

被ばくとは 0.5rem77×（業務従事年数）

無用な被ばくを強いられている現状に照らせ

以上とされている78。

ば，汚染水処理を持続可能な形で実現してい

少なくとも，100mSv 以上なければがん

くためには，労働者の被ばくを最小化する視

発症との関係性が分からないなどとい

点で事故収束工程を再構築する必要がある。

う説明が現実とかけ離れていることは

このような検討がないままいたずらに労働者

明白であり，がんの検診についても白血

を被ばくさせることがあってはならない。

病と同様 5mSv を基準として健診を行う
のが本来あるべき姿であろう。

4 課題④‐健康管理と生活支援

(2) 生活支援

(1) 健康管理
①

汚染水対策をはじめとする事故収束作

対象者が極めて限定されているこ

業を持続可能なものとするためには，被ば

と

く労働者に対して適切な支援がされるこ

健康管理については，前述の報告書に

とが極めて重要である。

もがん検診の実施等が盛り込まれてい

しかしながら，東京電力から危険な作業

るが，従前のがん検診等の対象者につい

に伴う生活保障のために支払われるはず

て変更の必要はない，とされている。

の危険手当は，中間搾取が放置され，末端

ここで，従前の対象者というのは，

の労働者には行き届いていない。この問題

2011 年 9 月に出された同じく「東電福島

は，元作業員らによって東京電力や関係企

第一原発作業員の長期健康管理に関す

業に対して訴訟が提起されているが，訴訟

75

る検討会の報告書」 によると，がん検

の決着を待つまでもなく，一刻も早い制度

診（胃，肺，大腸）については 100mSv

的解決が求められる。

を超える緊急作業従事者に実施すると

さらに，許容限度との関係で働くことが

されており，その対象は余りにも限定的

できなくなった労働者等に対しても，一定

である。

の期間然るべき休業補償がなされる必要

② 過度に厳格な労災認定

がある。このような制度を設けない限り，

労災の認定についても，胃がん・食道

事故収束作業について作業員の人手不足

がん・結腸がんについて 100mSv 以上か

は解消されないし，持続可能な収束計画を

ら被ばくとがん発症との関連性がうか

立てることもできないはずである。

がわれるという報告がなされているが
76

，そこでも被ばくと発がんの関連がう

5 まとめ
前述のとおり，労働者被ばくの問題は，事

かがわれるのは 100mSv 以上であると述

故収束という極めて重要な国家的必要性を有
75 http://www.wic-net.com/pdftmp/1627_9_1_
1436335052.pdf#page=
76 厚生労働省『電離放射線に係る疾病の業務上外に関
する検討会報告書』2012 年 9 月
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98
52000002koo1-att/2r9852000002kp17.pdf

77 1rem＝10mSv。したがって，0.5rem は 5mSv となる。
78 労働省労働基準局長基発第 810 号『電離放射線に係
る疾病の業務上外の認定基準について』1976 年 11
月
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する作業において，労働者の被ばくという人
権上の問題を伴うというジレンマを持った問
題である。しかし，事故収束について，持続
可能性というキーワードを当てはめれば，両
者は必ずしも矛盾するものではないというこ
とに思い至るのではないだろうか。
すなわち，事故収束は極めて長期に及ぶ作
業であり，持続可能性がない収束計画は結局
のところ画餅に過ぎない。そして，作業を持
続可能なものとすることは，労働者の人権侵
害を最小限度に抑えるということであり，か
つ，被ばく労働者には，健康管理，生活支援
の面で，一般の労働者に比して厚い保護を与
えるということにほかならないのである。
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