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経済産業省の廃炉に関する
研究開発の取組状況

資源エネルギー庁 原子力発電所事故収束対応室

（写真出所）東京電力ＨＰ 動画・写真ライブラリー（２０１８年２月２１日公開）
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１～４号機の事故当時の状況と現在の様子の比較

■１号機 ■２号機

■３号機 ■４号機

（出所）東京電力ホールディングスHPを元に経済産業省作成
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１～４号機の現状

注水

1号機

1号機 2号機 3号機 4号機

燃料取り出し開始：2023年度 燃料取り出し開始：
2018年度中頃

燃料取り出しは完了

燃料デブリはなし
いずれかの号機から燃料デブリ取り出し開始：2021年内

燃料
溶融

燃料デブリ

水素
爆発

使用済燃料
プール

建屋上部のオペレーティングフロアの
ガレキ撤去開始【2018年1月]】

建屋西側外壁の開口設置
【2018年6月予定】

燃料取扱機・クレーンの試運転開始
【2018年3月】

注水

燃料
溶融

392体
615体

注水

構台

安全第一福島第一安全第一福島第一安全第一福島第一

566体

燃料
溶融

 １～３号機は安定状態を維持した上で、使用済み燃料プール内の燃料取り出しに向けた準備作業中（ガレキ
撤去、除染、遮へい、取出用設備の設置等）。

 事故時に溶けて固まった燃料（＝燃料デブリ）の取り出し方針を決定。今後、取り出しに向けた方法を検討。

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

燃料取り出し用カバー

1533/1533
取り出し完了燃料（体）

（2014/12/22燃料取り出し完了）

前室
水素
爆発

水素
爆発

燃料取扱
装置クレーン

ドーム屋根
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燃料デブリ取り出し方針と当面の取組

燃料デブリ取り出し方針

燃料デブリ取り出し方針を踏まえた当面の取組

【前提】
○ 燃料デブリの存在リスクを可能な限り早期に低減
○ 現時点では不確実性が多く、今後の作業での新たな知見を踏まえ、不断の見直し

●予備エンジニアリングの実施
取り出し作業の前段階として、これまでの研究開発成果の現場適用性を確認し、実際の作業工程を具体化。
基本設計からの手戻りの最小化を図る。

●内部調査の継続的な実施と研究開発の加速化・重点化
より詳細な格納容器内部調査、圧力容器内部調査工法の開発。
また、横アクセス実現のため、作業現場の放射線量低減や放射性物質閉じ込め機能を確保する技術を確立。

①ステップ・バイ・ステップのアプローチ
先行して着手すべき工法を設定の上、徐々に得られる情報に基づき、柔軟に方向性を調整。
取り出しは小規模なものから始め、作業を柔軟に見直しつつ、段階的に取り出し規模を拡大

②廃炉作業全体の最適化
準備工事から取り出し工事、搬出・処理・保管及び後片付けまで、全体最適化を目指した総合的な計画として検討。

③複数の工法の組みあわせ
単一工法を前提とせず、部位に応じた最適な取り出し工法を組み合わせ
（格納容器底部には横からアクセス、圧力容器内部には上からアクセスすることを前提に検討）

④気中工法に重点を置いた取組
止水の難易度と作業時の被ばく量を踏まえ、現時点では冠水工法が難しく、気中工法に軸足。
※冠水工法については、遮へい効果等の利点を考慮し、将来改めて検討の対象とすることも視野。

⑤原子炉格納容器底部に横からアクセスする燃料デブリ取り出しの先行
各号機ともに、格納容器底部及び圧力容器内部の両方に燃料デブリは存在。
取り出しに伴うリスク増加を最小限とし、迅速にリスクを低減するため、以下を考慮し、格納容器底部・横を先行
①格納容器底部へのアクセス性が最もよく、内部調査で知見が蓄積、
②より早期に開始出来る可能性、③使用済燃料の取り出し作業と並行し得ること
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燃料デブリ取り出しに向けた取組の全体像

燃料デブリを格納容器内から取り出し、安定的に保管する。

炉内の燃料デブリの安定状態を維持する。

格納容器から燃料デブリを安全に取り出す。

取り出した燃料デブリを移送し、安定的に保管する。

廃棄物を処理・処分する。（将来的な課題：燃料デブリの処理・処分）

・冷却 ・閉じ込め ・臨界管理 ・設備の維持、信頼性向上

・燃料デブリの性状把握 ・炉内状況把握（実機調査、解析による推定）現在の状況把握

燃料デブリ取り出し作業時の環境構築

燃料デブリ取り出し技術の確立

・作業手順の構築

・燃料デブリ取り出し機器・装置の開発

・収納缶の設計

・除染

・移送システムの構築 ・保管システムの構築

・廃棄物の性状把握 ・合理的な処分方法の確立

・閉じ込め機能確保



5

（内部調査）

1-②原子炉格納容器
内部詳細調査技術
（～201９年度）

総合的な炉内状況把握

1-①燃料デブリの
性状把握・分析技術
（～2019年度）

1-③原子炉圧力容器
内部調査技術
（～2019年度）

（燃料デブリ取り出し）

福島第一原発の廃炉研究開発の全体構成図

－作業環境の向上－

－取出し工法の開発－
（燃料デブリ取り出し）

Ｃ

2-④原子炉格納容器
内水循環システム構築
技術の開発
（～2020年度）

2-③燃料デブリ・炉内構
造物の取り出しに向けた
サンプリング技術
（～201９年度）

2-①燃料デブリ・炉内構
造物の取り出し工法・シス
テム（～2019年度）

2-⑤燃料デブリ収納・
移送・保管技術
（～2019年度）

2-②燃料デブリ・炉内
構造物の取り出し基盤
技術（～2019年度）

２０１８年度版

＜凡例＞

（廃棄物処理等）

3 固体廃棄物の処
理・処分の研究開発
（～2021年度）

－1F廃棄物の処理処分－
安全性に関する
技術的見通し

その他研究開発

経産省の支援
する研究開発
（既存事業）

（対応する現場作業）

経産省の支援
する研究開発
（新規事業）

事業者によるエンジニアリング（実機適用・予備エンジニアリング）

－炉内状況の把握－

２０１７年度で終了：総合的な炉内状況把握の高度化（燃料デブリ取り出しに向け一定の成果が得られたことから、以後は事業者による事業として実施）
圧力容器／格納容器の耐震性・影響評価手法（燃料デブリ取り出しに向け一定の成果が得られたことから、事業終了）
燃料デブリ臨界管理技術（要素技術の検討が深化したことを踏まえ、２－①のプロジェクトの中でシステム全体の一部として検討実施）
原子炉格納容器漏えい箇所の補修技術、同実規模試験（大部分の補修技術について一定の成果が得られたことから、事業終了。

一部の要素技術について、２－④の中で実施。）
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燃料デブリ取り出しに向けた取組の全体像

燃料デブリを格納容器内から取り出し、安定的に保管する。

炉内の燃料デブリの安定状態を維持する。

格納容器から燃料デブリを安全に取り出す。

取り出した燃料デブリを移送し、安定的に保管する。

廃棄物を処理・処分する。（将来的な課題：燃料デブリの処理・処分）

・冷却 ・閉じ込め ・臨界管理 ・設備の維持、信頼性向上

・燃料デブリの性状把握 ・炉内状況把握（実機調査、解析による推定）

燃料デブリ取り出し作業時の環境構築

燃料デブリ取り出し技術の確立

・作業手順の構築

・燃料デブリ取り出し機器・装置の開発

・収納缶の設計

・除染

・移送システムの構築 ・保管システムの構築

・廃棄物の性状把握 ・合理的な処分方法の確立

・閉じ込め機能確保

・燃料デブリは安定的に冷却。原子炉格納容器内の温度や放射性物質の
放出量に大きな変動はなく、冷温停止状態を維持。

・燃料デブリ取り出しの際に、リスクが過度に増加しないよう、状況を把握し
た上で、最適なタイミングと方法で安全確保を進める。

総合的な炉内状況把握
（～2018年度）

1-①燃料デブリの
性状把握・分析技術
（～2019年度）

1-②原子炉格納容器
内部詳細調査技術
（～201９年度）

1-③原子炉圧力容器
内部調査技術
（～2019年度）

2-①燃料デブリ・炉内構
造物の取り出し工法・シス
テム（～2019年度）

圧力容器／格納容器の
健全性評価技術の開発

（～2016年度）
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燃料デブリ取り出しに向けた取組の全体像

燃料デブリを格納容器内から取り出し、安定的に保管する。

炉内の燃料デブリの安定状態を維持する。

格納容器から燃料デブリを安全に取り出す。

取り出した燃料デブリを移送し、安定的に保管する。

廃棄物を処理・処分する。（将来的な課題：燃料デブリの処理・処分）

・冷却 ・閉じ込め ・臨界管理 ・設備の維持、信頼性向上

・燃料デブリの性状把握 ・炉内状況把握（実機調査、解析による推定）現在の状況把握

燃料デブリ取り出し作業時の環境構築

燃料デブリ取り出し技術の確立

・作業手順の構築

・燃料デブリ取り出し機器・装置の開発

・収納缶の設計

・除染

・移送システムの構築 ・保管システムの構築

・廃棄物の性状把握 ・合理的な処分方法の確立

・閉じ込め機能確保・燃料デブリの取り出しに向けて重要になる「燃料デブリの分布状況」、

「燃料デブリへのアクセスルートを確認するための情報」、「工事の安全性
の判断に資するための情報」の取得を進めているところ。

・今後、更なる内部調査を行い、炉内状況の把握を進める。

総合的な炉内状況把握
（～2018年度）

1-①燃料デブリの
性状把握・分析技術
（～2019年度）

1-②原子炉格納容器
内部詳細調査技術
（～201９年度）

1-③原子炉圧力容器
内部調査技術
（～2019年度）

2-③燃料デブリ・炉内構
造物の取り出しに向けた
サンプリング技術
（～201９年度）
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燃料デブリの
性状把握・分析技術



（これまでの成果）燃料デブリの推定

(出所)燃料デブリの性状把握、IRID・JAEA、日本原子力学会2015秋の大会 9

注）図や写真は、TMI-2やSA研究の写真及び

東京電力による推定状況を暫定的に利
用したものであり、実際の１Fの状況とは
異なる可能性があります。
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（参考）ＴＭＩ－２と異なる１Ｆ特有の反応

○TMI‐2と異なる１F特有な反応
（１）海水塩との高温反応
（２）制御棒材料（炭化ホウ素）との高温反応
（３）コンクリートとの高温反応（MCCI）

○把握すべきデブリ特性
・機械特性 ・熱特性
・急冷時の影響 ・Pu含有の影響 等

ＴＭＩ－２デブリの概要

(出所)下記を元に経産省作成
燃料デブリの性状把握、IRID・JAEA、日本原子力学会2015秋の大会
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（これまでの成果）取り出し機器の性能に影響を与える物性値

(出所)燃料デブリの性状把握、IRID・JAEA、日本原子力学会2015秋の大会
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（これまでの成果）デブリの収納保管に影響を与える物性値

(出所)燃料デブリの性状把握、IRID・JAEA、日本原子力学会2015秋の大会
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（これまでの成果）デブリ特性リストの作成（１）

(出所)燃料デブリの性状把握、IRID・JAEA、日本原子力学会2015秋の大会



（これまでの成果）デブリ特性リストの作成（２）

(出所)燃料デブリの性状把握、IRID・JAEA、日本原子力学会2015秋の大会

14
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（本年度の方向性）燃料デブリの性状把握

・燃料デブリ特性リストの拡充・更新
（乾燥処理時の挙動特性把握など）

・実サンプルの分析に向けた準備

・気中・水中におけるα核種の挙動把握

・経年変化特性の把握



16

・格納容器内部調査
・圧力容器内部調査
・サンプリング技術の開発



１～３号機における主な調査の実施状況について

2015年 2016年 2017年 2018年

１号機

２号機

３号機

▲4月
ロボットによる調査
ペデスタル外側1階を撮影

▲2月～5月
ミュオンによる調査
圧力容器炉心部を透視

▲3月～7月
ミュオンによる調査
圧力容器内を透視

▲5月～9月
ミュオンによる調査
圧力容器内を透視

▲3月
ロボットによる調査
ペデスタル外側1階から地下階を撮影

▲1月～2月
ロボットとガイドパイプによる調査
ペデスタル内１階を撮影

▲7月
ロボットによる調査
ペデスタル内１階・地下階を撮影

▲1月
ガイドパイプによる調査
ペデスタル内１階・地下階
を撮影

▲10月
カメラ等による調査
ペデスタル外側１階を撮影



格納容器から燃料デブリを安全に取り出す：現在の状況把握

格納容器

圧力容器

炉心

底部

底部

設備交換用
レール

１号機 ２号機 ３号機

 圧力容器の炉心部には燃
料なし（推定）

 圧力容器の底部に燃料あり（推
定）

 設備機器類の大きな損傷は確
認されず

 線量を計測
 底部で堆積物、落下物を確認

 格納容器内部の状況を確認

 圧力容器の炉心部には燃料デブリの
大きな塊はない（推定）

 格納容器内の損傷を確認

 燃料デブリの可能性があるもの
（溶融物等）を確認

堆積物

バルブ

鋼材

配管エルボ

ペデスタル内

ペデスタル
中央付近下部 グレーチング

燃料を取り扱う
ハンドルと

思われる落下物

 燃料デブリと思われる堆積物を確認

○燃料デブリの分布状況
・どの号機についても、原子炉格納容器底部に一定程度のデブリが存在していると推定。
・３号機にて燃料デブリの可能性がある融解物、２号機にて燃料デブリと思われる堆積物を格納容器底部にて確認。
○原子炉格納容器底部の燃料デブリへのアクセスルート
・内部調査時の現地作業から、原子炉建屋内において建屋入口から格納容器までの道筋を確認。
・内部の映像から、燃料デブリ取り出しに向けた装置を格納容器内へ搬入するアクセスルートを含めたスペースを確認。
○燃料デブリの取り出し工事の安全性の判断に資するための情報
・炉内構造物の損傷状況に係る画像や、炉内の線量、温度等のデータが得られており、炉内構造物の一定程度の健全性に
ついても維持できていると推定。

18（出所）東京電力資料を元に経済産業省作成
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（参考）宇宙線ミュオンによる原子炉内部の「透視」調査

炉心部に燃料デブリは確認されず

（測定限界（１ｍ）を超えるような大きな燃
料の塊は確認されなかった）

※測定装置の位置の都合上、 圧力容器の底部
は観測できず

 燃料デブリ取り出しに向け、原子炉内部の状況把握を、解析、内視鏡、調査ロボット、宇宙線ミュオンを用いて実施。
 宇宙線ミュオンによる原子炉内部の「透視」調査では、大まかな燃料デブリの分布を把握し、解析結果と比較検証。
・１号機（平成２７年２月～５月に測定） → 圧力容器の炉心部に１ｍを超える大きさの燃料は確認されず。
・２号機（平成２８年３月～７月に測定） → 圧力容器の底部に燃料デブリが存在すると推定。
・３号機（平成２９年５月～９月に測定） → 圧力容器の底部に一部の燃料デブリが存在する可能性あり。

北 南

水平距離（ｍ）

高
さ

O
P（

ｍ
）

本調査からは、燃料デブリの大部分が圧力容器底部に存在すると推定

２号機測定結果（平成２８年７月公表）

デブリ推定分布

２０～５０
トン

16０
トン

解析結果 事故前

175
トン

35
トン

※重量には制御棒等の構造物を含む
※系統誤差が数十トン存在

180～210
トン

210
トン

計

１号機測定結果（平成２７年５月公表） ３号機測定結果（平成２９年９月公表）

・炉心域には燃料デブリの大きな塊は存在していない

・原子炉圧力容器の底部には、不確かさはあるものの、一
部の燃料デブリが残っている可能性がある。

・

（出所）東京電力資料を元に経済産業省作成



（参考） 1号機における格納容器内部調査（2017年3月）

○調査期間：平成29年３月18日～22日（５日間）
○調査方法：１階部分（格子状の足場）から線量計と水中カメラをつり下げて、内部状況を調査。
○調査結果：計１０地点で調査を実施。その結果、調査範囲には構造物の大きな損傷は見られなかった。また、格納容

器底部では一定の厚さの堆積物を確認し、その表層の主線源を測定によりセシウムと推定した。

調査時に撮影された写真

堆積物表層面線源

堆積物

20

調査ロボット装置投入時 走行時

線量計＆カメラ

バルブ

鋼材

配管エルボ

（出所）東京電力資料を元に経済産業省作成 20



調査用パイプ
（先端にカメラ）

ロボット経路

◇格納容器の内部状況を把握するため、1/26から2/16にかけて遠隔操作によりカメラやロボットを原子炉圧力容器の近くまで投入。
◇原子炉圧力容器の下にある足場の脱落や堆積物の状況等を初めて直接確認し、多くの画像を取得。放射線量、温度データも実測で
き、廃炉に向けて着実に前進。

◇一連の調査結果を今後分析し、本年中の燃料デブリ取り出し方針の決定に向けた検討を進めていく。

調査用ロボット

カメラ調査(1/26, 1/30)

※事故前の状態

ロボット調査(2/16)

圧力容器下部の設備機器
（手前側）に大規模な損傷なし

上から見た図
圧力容器下部レール

この付近
まで走行

堆積物の
ある範囲

約2m約2m 約1m

※ロボット走行ルートを上から見た図

圧力容器の下の状態を初めて確認

格子状の足場
が脱落

元々ある開口部
（脱落ではない）

堆積物あり

拡大図

放射線量：毎時約70シーベルト
※コンクリートで遮へいされた格納容器内の線量で
あり、格納容器の外側では数万分の一（毎時約
５～６ミリシーベルト）。構外への影響もない。

温度 ：約16.5度
※常時監視している温度計の値（18.7度）と同程
度であり、冷却状態に異常なし。

放射線量・温度を実測

（参考） ２号機における格納容器内部調査（2017年1~2月）

21（出所）東京電力資料を元に経済産業省作成 21



◇2018年1月19日、２号機格納容器内の更に詳細な情報を得るため、先端にカメラや線量計等を搭載した棒状の装置を挿入し、
前回（2017年1~2月）確認ができなかった圧力容器直下の格子状の足場の下（格納容器底部）の様子を確認。

◇下記手順で、格納容器内部の状況を調査。
１．配管貫通部（X-6ペネ）から全長が約１３ｍの棒状の調査装置を炉内に挿入する。
２．調査装置先端からセンサ（カメラなど）をつりおろし、格子状の足場（グレーチング）下部の映像・線量などを取得する。

（参考） ２号機における格納容器内部調査概要（2018年1月）

【調査方法】カメラ撮影、線量・温度測定
【実施時期】2018年1月19日 

ＲＰＶ

今回使用した格納容器
貫通孔（X-6ペネ）

原子炉格納容器
(PCV)

制御棒駆動機構(CRD)交換用レール

ペデスタル開口部

ペデスタル

プラットホーム

制御棒駆動機構(CRD)
ハウジング

今回の調査範囲

作業員アクセス
開口部

約7.2m

地下階

今回の吊り下ろし箇所

線量計・温度計

カメラ

【調査装置全体】

【調査装置先端部】

約11m 約2m

（出所）東京電力資料を元に経済産業省作成 22



（参考） ２号機における格納容器内部調査結果（2018年1月）

◇1月１９日、福島第一原発２号機の格納容器内部調査を実施。調査の結果、映像の撮影に成功。
◇カメラの映像から、圧力容器直下の格子状の足場より下部を確認した。格納容器底部に燃料集合体の一部が落下していること、
その周辺に燃料デブリと思われる堆積物を確認した。また、線量については、ペデスタル外よりペデスタル内の方が低い傾向であった。

燃料デブリと思われる堆積物 CRDハウジングサポート 作業員アクセス開口部方向

（参考）燃料集合体の構造

燃料集合体のハンドル
と思われる落下物

作業員アクセス
開口部付近（推定）

小石状の堆積物
（燃料デブリと推定）

約13cm

（出所）東京電力資料を元に経済産業省作成 23



拡大

グレーチング脱落部の真上

ケーブル類

（参考）２号機における格納容器内部調査結果拡大写真（１）

（出所）東京電力資料を元に経済産業省作成 24



（参考）２号機における格納容器内部調査結果拡大写真（２）

（出所）東京電力資料を元に経済産業省作成

水たまり

ＣＲＤ交換機
の昇降台車 ケーブルトレイの

切欠き

水たまり

水たまり

作業員アクセス開口部

25



○調査期間：平成29年7月19日～22日
○調査方法：遠隔操作で水中遊泳するロボットで格納容器内部をカメラ撮影。
○調査結果：原子炉圧力容器の直下の足場（プラットホーム）の損傷やCRDハウジング支持金具の一部脱落等を確認。

また、燃料デブリの可能性があるもの（溶融物等）を確認した。

（参考） ３号機における格納容器内部調査（2017年7月）

小型水中ロボット（通称：ミニマンボウ）

 

CRD

PCV

プラットホーム

CRDレール

ペデスタル
開口部

X-53ペネ 小型水中ロボット

X-6ペネ

CRDスロット

【調査方法】カメラ撮影
【実施時期】2017年7月19日～22日

ペデスタル

（配管貫通部）

（制御棒駆動機構）

ペデスタル壁付近

ペデスタル壁面
に固形物が付着

ペデスタル内

グレーチング

ペデスタル中央付近下部

CRDハウジング下部

（出所）東京電力資料を元に経済産業省作成
26



（参考） ３号機における格納容器内部調査（画像分析により得られた結果）

27

○本来は、原子炉圧力容器内下部にある「ＣＲ案内管（ガイドチューブ）」を、原子炉格納容器底部に確認。
○そのため、圧力容器底部に直径数十センチ大の穴が空いている可能性あり。

（出所）東京電力資料を元に経済産業省作成 27



構造物の状況 堆積物の状況

（参考） ３号機における格納容器内部調査（ペデスタル底部の構造物、堆積物の状況）

（出所）東京電力資料を元に経済産業省作成 28
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（本年度の方向性）原子炉格納容器・原子炉圧力容器内部調査

・更なる炉内状況の把握

１号機：堆積物の状況把握、ペデスタル内

２号機：ペデスタル外、燃料デブリの分布

３号機：ペデスタル外、内部構造物の堆積状況
燃料デブリの分布

・圧力容器内部の把握



30

（参考）
総合的な炉内状況把握



31
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33



燃料デブリ取り出しに向けた取組の全体像

燃料デブリを格納容器内から取り出し、安定的に保管する。

炉内の燃料デブリの安定状態を維持する。

格納容器から燃料デブリを安全に取り出す。

取り出した燃料デブリを移送し、安定的に保管する。

廃棄物を処理・処分する。（将来的な課題：燃料デブリの処理・処分）

・冷却 ・閉じ込め ・臨界管理 ・設備の維持、信頼性向上

・燃料デブリの性状把握 ・炉内状況把握（実機調査、解析による推定）現在の状況把握

燃料デブリ取り出し作業時の環境構築

燃料デブリ取り出し技術の確立

・作業手順の構築

・燃料デブリ取り出し機器・装置の開発

・収納缶の設計

・除染

・移送システムの構築 ・保管システムの構築

・廃棄物の性状把握 ・合理的な処分方法の確立

・閉じ込め機能確保

・ 「燃料デブリ取り出し装置の設計・開発」、「気中・水中の放射性物質の閉
じ込め技術」、 「作業時の放射線被ばく量の計算」といった、燃料デブリ取
り出しの作業工程立案のために必要な要素について研究開発を実施。

2-①燃料デブリ・炉内構
造物の取り出し工法・シス
テム（～2019年度） Ｃ

2-④原子炉格納容器
内水循環システム構築
技術の開発
（～2020年度）

原子炉建屋内の
遠隔除染技術の開発
（～2015年度）

原子炉格納容器
漏えい箇所の補修技術開発

（～2017年度）

34

2-②燃料デブリ・炉内
構造物の取り出し基盤
技術（～2019年度）



35

・燃料デブリ・炉内構造物の
取り出し工法・システム

・原子炉格納容器内水循環
システム構築技術



格納容器から燃料デブリを安全に取り出す：燃料デブリ取り出し作業時の環境構築

36(出所)燃料デブリ取り出し工法の検討状況、IRID、日本原子力学会2017秋の大会
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1. 冷却
2. 閉じ込め（負圧，トーラス室水位制御）
3. 不活性化（火災・爆発防護）
4. 未臨界

建屋間止水
P

窒素供給系
（RPV不活性化）

洗浄塔
PCVガス管理系
負圧管理、水素掃気、
管理放出

原子炉建屋ｶﾞｽ管理系
平常時放出放射能緩和
管理放出

P

P

ホウ酸濃度
調整設備

水処理
設備

循環冷却系
デブリ冷却・
放射能濃度の低減

トーラス室排水系
地下水位との逆転防止・
放射能濃度の低減・
臨界防止（ホウ酸濃度）

セル
地下水

建屋・セル排気系
（負圧管理・ 管理放出）

建屋給気系
（作業環境維持）

P

②窒素供給・排ガス処理設備

必要な安全機能

①循環冷却・臨界管理設備

③建屋・セル換気設備

補助建屋内：２次バウンダリ（液体）

：１次バウンダリ

：２次バウンダリ（気体）

燃料デブリ取り出し作業時の環境構築：検討中のシステム構成

(出所)燃料デブリの取り出し、IRID、IRIDシンポジウム2017 in いわき



格納容器から燃料デブリを安全に取り出す：燃料デブリ取り出し技術の確立

38

 ペデスタル「内」デブリ⇒X-6ペネからアクセスレールをペデスタル内に挿入させ、ロ
ボットアームを使って回収。

 ペデスタル「外」デブリ⇒機器ハッチからロボットアームを使って回収。

セルアダプタ

CRD交換用
ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ開口

気密用セル

ロボットアーム
(ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ内ﾃﾞﾌﾞﾘ)

燃料デブリペデスタル

RPV
PCV

アクセスレール

機器ハッチ

気密用セル

マニプレータ 注）赤字は新設機器

X-6ペネ
ロボットアーム

(ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ外ﾃﾞﾌﾞﾘ)

2/3号機のイメージ※

※１号機はX-6ペネ位置が２/３号機とは異なる

○燃料デブリ取り出し方法のイメージ：アクセスレール方式

(出所)燃料デブリの取り出し、IRID、IRIDシンポジウム2017 in いわき



（参考）小規模取り出し時のイメージ

39(出所)原子力規制庁特定原子力施設・監視評価検討会（第56回）、東京電力提出資料（資料５）



格納容器から燃料デブリを安全に取り出す：燃料デブリ取り出し技術の確立

40

○燃料デブリ取り出し方法のイメージ：アクセストンネル方式
デブリの搬出（イメージ） ペデスタル内外デブリの回収（イメージ）

搬出

機器搬入

チゼル バスケット

先端ツールの例

機器を搬入、
組立、設定

ポンプ

ペデスタル外

ペデスタル内

ジェットデフ

クレーン支柱設置

グレーチング切断治具

切断片の把持
グレーチング切断状況

クレーン支柱

(出所)燃料デブリの取り出し、IRID、IRIDシンポジウム2017 in いわき



格納容器から燃料デブリを安全に取り出す：燃料デブリ取り出し技術の確立

41

○燃料デブリ取り出し方法のイメージ：上アクセス方式

シールドプラグ
PCVヘッド

RPVヘッド

蒸気乾燥器
気水分離器

燃料デブリ

RPV内面
シール

装置下部
シール

アクセス装置

加工装置・
作業用アーム

旋回装置

開口部
上下

燃料デブリ

RPV内アクセス装置（イメージ）

ダスト飛散防止用フィルム開閉式遮へいポート

カバーセル

(出所)燃料デブリの取り出し、IRID、IRIDシンポジウム2017 in いわき



燃料デブリ取り出し作業時の環境構築：技術的成立性の確認

42

・実規模試験体（モックアップ）を活用して
原子炉格納容器下部補修技術を開発。

・Ｓ／Ｃ内部の止水技術や、下部の補強技術
について、成立性を確認。

(出所)ＩＲＩＤ ＨＰを元に
経済産業省作成

JAEA 楢葉遠隔技術開発センターを活用し実規模試験を実施

・取り出しシステムを成立させるための
臨界評価、臨界管理に関わる技術を開発。
例：Krを利用した臨界検知技術

臨界防止用中性子吸収剤の評価 等

(出所)ＩＲＩＤ ＨＰを元に経済産業省作成

京都大学臨界集合実験装置を利用した臨界近接監視手法の開発

・取り出しシステムを成立させるための閉じ
込め技術（負圧・遠隔溶接技術等）を開発。

(出所)ＩＲＩＤ Progress report 2018から抜粋・加工

燃料デブリを切り出す際、発生す
るダストを原子炉格納容器・原子
炉建屋内等に閉じ込めるための
換気システムを検討する必要が
あります。類似のシステムを持つ
米国の研究関連設備を視察し、
技術者と協議することによって、
今後のシステム設計に反映します。
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（本年度の方向性）取り出し工法システム・内水循環 システム構築

・気相・液相での閉じ込め機能や臨界管理、
作業員の被曝線量、取り出し装置の
成立性を踏まえ、燃料デブリ・炉内構造物の
取り出しに向けたシステムを引き続き検討。

・本実施内容について、東京電力の実施する
予備エンジニアリングの検討に、随時反映を
いただくよう、密に意見交換を行う。



44

燃料デブリ・炉内構造物の
取り出し基盤技術



＜ロボットアーム仕様＞
①先端負荷：2,000kg
（径60mm程度のコアボーリングﾞを想定）

②アーム長：7,100mm
（RPV底部からペデスタル底面下1.5mまでの
アクセスを想定）

③多軸：6軸（先端ツール位置決めより選定）

ロボットアーム アクセスレール

図

寸法
重量

幅700×アーム長7,100
×高さ920mm

質量 ：約3.5ton

幅1,900×長さ8,000（縮時）
×高さ2,500mm

長さ17,000（伸時）
質量 ：約14.5ton

＜アクセスレール機能＞
①ロボットアームのペデスタル内案内
（ペデスタル中央までの案内を想定）

②ユニット缶の、セル⇔ペデスタル内移動

カメラ設置予定位置

（参考）アクセスレール方式向けに検討中のロボットアーム

45
(出所)燃料デブリの取り出し、IRID、IRIDシンポジウム2017 in いわき
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（参考） 柔構造アーム（通称：筋肉ロボット）

試作機 タイプⅢ
寸法：全長1635mm

幅430mm
高さ185ｍｍ（胴部）

重量：約64ｋｇ

試作機 タイプⅠ
寸法：全長1800mm

幅630mm
高さ1000ｍｍ

重量：約690ｋｇ

試作機 タイプⅡ
寸法：全長2750mm

幅590mm
高さ350ｍｍ（胴部）

重量：約220ｋｇ

コンクリート破砕試験階段走行試験 把持動作 模擬バルブ開閉

(出所)燃料デブリの取り出し、IRID、IRIDシンポジウム2017 in いわき
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 上アクセス方式におけるRPV内アクセス装置のRPV内面のシール性を
実規模大（1/1スケール）試験設備を使って確認。

RPV内面シールイメージ

RPV内面シール部

加工用アーム

加工機

板バネ

1/1試験模擬設備共通装置（試験タンク吊り下ろし）

フライス刃

共通装置（全景）

個別装置（加工機）

試験タンク

共通装置

共通装置（下面）

（参考）上アクセス方式向けに検討中のロボット開発状況

(出所)燃料デブリの取り出し、IRID、IRIDシンポジウム2017 in いわきの資料を基に経済産業省作成
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（参考）その他の基盤的技術

レーザガウジング加工コアボーリング加工 ウォータージェット加工

燃料デブリ・炉内構造物の取り出しに向けた先端治具の開発

レーザ切削装置

撮像管 プロトカメラ

小型中性子検出器の開発

ＣＭＯＳ型
コロナカウンター及び多層核分離
電離箱技術の組み合わせ型高耐放射線性を持つカメラの開発
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（本年度の方向性）燃料デブリ・炉内構造物の取り出し基盤技術

・燃料デブリの回収システム、燃料デブリの
切削・集塵システム、燃料デブリの拡散防止工法の
開発、高耐放射性を持つカメラや小型の中性子
検出器など、必要な要素技術開発を進める。
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燃料デブリ取り出しに向けた取組の全体像

燃料デブリを格納容器内から取り出し、安定的に保管する。

炉内の燃料デブリの安定状態を維持する。

格納容器から燃料デブリを安全に取り出す。

取り出した燃料デブリを移送し、安定的に保管する。

廃棄物を処理・処分する。（将来的な課題：燃料デブリの処理・処分）

・冷却 ・閉じ込め ・臨界管理 ・設備の維持、信頼性向上

・燃料デブリの性状把握 ・炉内状況把握（実機調査、解析による推定）現在の状況把握

燃料デブリ取り出し作業時の環境構築

燃料デブリ取り出し技術の確立

・作業手順の構築

・燃料デブリ取り出し機器・装置の開発

・収納缶の設計

・除染

・移送システムの構築 ・保管システムの構築

・廃棄物の性状把握 ・合理的な処分方法の確立

・閉じ込め機能確保

・燃料デブリ収納・移送・保管技術について、燃料デブリの性状把握・分析
技術などで得られた知見を活用し、燃料デブリ取り出しにつながる具体的
な概念検討を実施をする。

・その上で、２０１９年度から収納缶の試作等を実施する。

2-⑤燃料デブリ収納・
移送・保管技術
（～2019年度）
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燃料デブリの
収納・移送・保管技術
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格納容器から燃料デブリを安全に取り出す：収納缶・移送システム（案）

収納缶の設計
 燃焼度と濃縮度が高い→反応度高
 コンクリートとの溶融生成物→コンクリート中の水分の放射線分解による水素発生
 海水注入、計装ケーブル他との溶融→塩分の影響、不純物の混入

移送方法（気中-横アクセス工法の場合：例）

搬出入口
(増設)

デブリ取出し 収納缶に収納

原子炉建屋

燃料デブリ
取出し収納セル

収納缶の
洗浄等

収納缶を
移送容器に収納 移送容器搬出

収納缶取扱セル

搬出セル 燃料デブリ搬出建屋

保管施設

保守
セル

収納缶ユニット
キャン 搬送台車 移送容器 トレーラー

⇒1F固有の課題に対処

(出所)燃料デブリの取り出し、IRID、IRIDシンポジウム2017 in いわき
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（本年度の方向性）燃料デブリの収納・移送・保管技術

・燃料デブリの性状把握・分析技術などで得られた
知見を活用し、燃料デブリ取り出しにつながる
具体的な概念検討を２０１８年度中までに実施。

・その上で、２０１９年度から収納缶の試作等を実施。
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燃料デブリ取り出しに向けた取組の全体像

燃料デブリを格納容器内から取り出し、安定的に保管する。

炉内の燃料デブリの安定状態を維持する。

格納容器から燃料デブリを安全に取り出す。

取り出した燃料デブリを移送し、安定的に保管する。

廃棄物を処理・処分する。（将来的な課題：燃料デブリの処理・処分）

・冷却 ・閉じ込め ・臨界管理 ・設備の維持、信頼性向上

・燃料デブリの性状把握 ・炉内状況把握（実機調査、解析による推定）現在の状況把握

燃料デブリ取り出し作業時の環境構築

燃料デブリ取り出し技術の確立

・作業手順の構築

・燃料デブリ取り出し機器・装置の開発

・収納缶の設計

・除染

・移送システムの構築 ・保管システムの構築

・廃棄物の性状把握 ・合理的な処分方法の確立

・閉じ込め機能確保

・これまで、２０２１年度頃までを目処に、処理・処分方策とその安全性に関
する技術的見通しを得ることを目標として、固体廃棄物の性状把握を効
率的に行うとともに、それらを踏まえた処理技術、処分概念及びその安全
評価手法の提示に向けた調査・検討を実施。

・これに加えて、先行的処理方法を選定するため、通常の原子炉施設の運
転廃棄物等に実績のある処理技術を対象に、処分への適合性も念頭に
固体廃棄物の実規模の処理に適用できる見通しを評価する。

3 固体廃棄物の処
理・処分の研究開発
（～2021年度）
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固体廃棄物の
処理・処分の研究開発
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廃棄物の処理・処分

東京電力福島第一原子力発電所の事故により発生した事故廃棄物は、
１．破損した燃料に 由来した 放射性核種を含んでいること
２．津波や事故直後の炉心冷却に起因する 海水成分を含む可能性があること
３．高線量であり、汚染のレベルが多岐にわたりその物量も大きいこと 等

従来の原子力発電所で発生する放射性廃棄物と異なる特徴がある。
安全な処理・処分には、従来と異なる性状把握と研究開発が必要。

必要性

（１）廃棄物の性状把握
・廃棄物の物量が多く、核種組成も多様であることから、分析試料数の増加に対応し、適切に性状把握
を進めることが重要。
・そこで、現在、性状把握の効率化に係る研究開発を実施。継続して分析を実施し分析データを蓄積す
るとともに、分析データとモデルに基づく手法を組み合わせた固体廃棄物の性状把握方法の構築、分析
試料数の最適化及び分析方法の開発を進めている。

（２）流動性が高い廃棄物（※）の先行的処理の方法
・流動性の高い固体廃棄物をより安全に保管・管理するため、処分の技術的要件の決定に先駆けて、
安定化・固定化するための処理（先行的処理）の方法を合理的に選定することが必要。
・その選定に向け、先行処理手法のための研究開発を進めている。

検討の方向性

（※）多核種除去設備等で発生したスラリーや除去装置から発生した廃スラッジ等
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性状把握に関する研究開発

 福島第一原子力発電所の廃棄物は、炉心燃料を起源とした核種の気中へ飛散・拡散により汚染されたガレキ等と、水中に溶けた主に燃
料デブリを起源とする核種を取り除く過程で生じたものであり、核種組成や濃度も多様であると推定。安全な処理・処分には、従来と異なる
性状把握と研究開発が必要。

処理・処分の検討を進めるためには、廃棄物の性状(核種組成、放射能濃度)や発生量を把握することが必要であるが、性状を明らかにす
るための分析データは十分ではなく（現状で300点程度）、継続的な分析や、今後のデブリ取り出し作業、汚染水対策、その他の廃炉作
業の進捗状況及び計画の明確化により、順次明らかとなる。

性状把握は、福島県大熊町に建設中の「大熊分析・研究センター」も活用して分析等を進める予定。
分析データとモデルに基づく手法を組み合わせた性状を把握する方法の構築等を進める。

廃棄物の汚染源と経路の概要

水処理二次廃棄物

瓦礫／伐採木等

土壌伐採木瓦礫
汚染水処理
二次廃棄物

交換配管・
貯槽等

汚染水

燃料デブリ取出しにより
発生する廃棄物等

飛散・拡散

原子炉建屋の周辺・一時保管場所

• 1、3及び4号機周辺に散乱した瓦礫、
覆土保管の瓦礫を分析した。 (25点)

原子炉建屋

タービン建屋

タービン建屋地下

• 1号機地下1階の砂とスラッジ
を分析した。 (5点)

• 1号機の地下滞留水中から採

取されたスラッジと滞留水を
分析した。 (8点)

原子炉建屋地下

• 実績なし。

原子炉建屋内

• 1号機及び2号機の1階と5階、3号機1階の瓦礫
とボーリングコアを分析した。 (47点)

格納容器内

• 2号機及び3号機の滞留水
を採取して分析した。(4点)

圧力容器内

• 実績なし。

使用済燃料プール

• 4号機の砂礫を分析した。
(2点)

性状把握のための試料採取・分析状況

伐採木、土壌等 139
汚染水、処理水等 71
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先行的処理について

 通常、廃棄物の処理を行う場合は、処分の技術的要件（廃棄体の最大放射能濃度や強度など）が決まった後で、その要件に基づき行
うとされている。

 一方で、海外（英国、仏国）では廃棄物のより安全かつ合理的な保管・管理を行うために、処分の技術的要件が決まる前に安定化、
固定化のための処理（先行的処理）を行っている。

 こうした事例を参考に、福島第一原子力発電所の廃棄物のうち、流動性が高い水処理二次廃棄物について、処分の技術的要件が決
定される前に、安定化・固定化するための処理の方法を合理的に選定する手法を構築し、処理方法を選定する。

処分場決定

性状把握

廃棄体

廃棄物

通常 処分の技術的要件が決まる前に
安定化・固定化する場合

処理方法の検討

廃棄体化処理

（処分）

廃棄体

廃棄物

（保管）

英国の事例

評価手法の確立が
研究課題

 

先行的処理

スラッジ

廃棄体

（処分）

処分場決定

性状把握

処理方法の選定

廃棄体化処理

［先行的処理］

［安定的に
保管される］

処理方法の検討
廃棄体強度
廃棄体健全性

処分概念の検討
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（参考）廃棄物の保管管理

計画（～2028年度末）現状

東京電力HDは、2016年3月に廃棄物の保管方法や今後10年程度の発生量予測を示した保管管理計画を公表。2017年6月、発
生量予測の見直し等を行い、同計画を改訂。

ガレキ等の発生量は今後１０年程度で、約３５万㎥（2017.3）から約７５万㎥ （2029.3）に増加する見込み。減容処理施
設・焼却炉及び廃棄物貯蔵庫を整備し、可能な限り減容した上で、2028年度を目処に屋外の一時保管エリアを解消していく計画。

また、水処理二次廃棄物についても、大型廃棄物保管庫（吸着塔類等の大型で重量の大きい廃棄物を保管）を設置し、建屋内への
保管を進める計画。

（出所）東京電力ホールディングス株式会社、福島第一原子力発電所 廃炉・汚染水対策に関する取り

組みについて、廃炉・汚染水対策福島評議会（第15回）配布資料4
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福島第一原発の廃炉に関する
技術基盤の確立



広野町

伊達市

いわき市

楢葉町
福島第二
原子力発電
所

川俣町

福島第一
原子力発電所

避難指示区域の概念図

田村市

葛尾村

川内村

飯舘村

南相馬市

20km

大熊町

富岡町

凡例
帰還困難区域
居住制限区域
避難指示解除準備区域
旧避難指示区域

双葉町

浪江町

試験棟 研究管理棟

遠隔操作機器
実証試験エリア

PCV下部補修
実証試験エリア

格納容器下部の実寸大模型を設
置し、漏えい箇所の補修・止水技
術の実証試験を実施。

原子炉建屋内を模擬した
障害物等を設置し、調査、
除染等に必要な遠隔操作
ロボットの実証試験や操作
者の訓練等を実施。

VRシステムを用いた作業者訓練
等を実施。

①楢葉遠隔技術開発センター
（遠隔操作機器・装置の開発実証施設）

ＪＡＥＡ楢葉遠隔技術開発センター、大熊分析・研究センターの整備

葛尾村

（大川原地区）

福島第一原子力発電所の廃炉に関する技術基盤を確立するため、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
（ＪＡＥＡ） が、①楢葉遠隔技術開発センター、②大熊分析・研究センターを整備。
①楢葉遠隔技術開発センター（遠隔操作機器・装置の開発実証施設）:平成27年度から楢葉町楢葉南工業団地で運用開始。
②大熊分析・研究センター（放射性物質分析・研究施設）:平成30年3月から発電所の隣接地（大熊町）で一部運用を開始。
引き続き、第1棟、第2棟の整備を進めるとともに、今後は大河原地区にてｻﾃﾗｲﾄ･ｵﾌｨｽ（研修・支援棟）を整備予定。
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施設管理棟 第１棟

第２棟

主に低線量のガレキ類、
焼却灰、水処理二次廃棄物

主に高線量の燃料デブリ、
ガレキ類、水処理二次廃棄物

②大熊分析・研究センター
（放射性物質分析・研究施設）

研修・支援棟
（大川原地区）



楢葉遠隔技術開発センターについて

◇楢葉遠隔技術開発センターでは、実寸大の試験体や模擬環境とバーチャルリアリティ等を活用したシミュレーションの組
み合わせにより、遠隔操作機器の効果的な開発・実証が可能。

【試験棟】【研究管理棟】

建屋内の作業環境を実物大で再現
要素試験エリア

ロボット試験用水槽モックアップ階段 モーションキャプチャ

実証試験

事前検証・事前訓練

現場作業

ＶＲシステム

フィードバック 確実な作業
の実施

バーチャルリアリティシステム

安全・確実
効率的な作業実施

実物大の寸法の機器を1/8 切り出した試験体

※IRID（国際廃炉研究開発機構）による開発プロジェクト
20×18×18m

止水試験エリア
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大熊分析・研究センター

施設管理棟（2018年3月運用開始）：事務所

第１棟（建設中）：主に低，中線量のガレキ類，焼却灰，
水処理二次廃棄物等の分析を実施

第2棟（建設中）：主に燃料デブリ，高線量のガレキ類，
水処理二次廃棄物等の分析を実施

N

第2棟

施設管理棟
第1棟

提供：日本スペースイメージング（株），(C)DigitalGlobe

※施設の一部は大熊町復興拠点（大川原地区）に設置予定

大熊分析・研究センターについて（概要）

※2020年度
運用開始予定

※燃料デブリ取り出しに適したタイミングで運用開始予定
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工事の実績：
○2016年9月：建築工事開始（起工式）
〇2018年2月：工事終了
〇2018年3月：運用開始

■建築概要
延床面積：4,786m2

階数等：地上4階建
主要設備：ワークショップ、居室
主要構造：鉄筋コンクリート造、杭基礎
用途：分析作業員居室、事務室等

居室

ミーティング
スペース

ワークショップ

機械室

施設管理棟開所式（2018年3月15日）

大熊分析・研究センターについて（施設管理棟）
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様々な学協会との連携



66（出所）http://www.anfurd.jp/index.html



更なる連携を求めて

67

・情報工学・通信分野との接点が希薄では？
・プロジェクトマネジメント学会なども連携の候補？

（出所）https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit.html

（出所）http://www.spm-hq.jp/
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