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日本原子力学会では、２０１１年３月１１日の事故後、速やかに事故調査委員会

を立ち上げ、事故の原因分析と反省をとりまとめ、事故調査報告書を発刊した。

報告書では独自の事故の要因を分析し、関係各組織が改めるべき提言を行った。

学会では、事故報告書に基づき体制を整え、長期に取り組む観点から２０１４年

に「福島第一原子力発電所廃炉検討委員会(略称:廃炉委)」を理事会直結の組織

として設置した。

廃炉委では、学会内の各部門の支援と他の学協会の協力を得て、協働し課題

の解決に向き合い、福島第一の廃炉作業に役立つ検討を進め、その結果を学会

の年会、大会で報告するとともに、各検討部門の報告書を公開し、さらには社会

の理解活動の一環として公開の廃炉委のシンポジウムを開催して、公表してきた。

廃炉委の主な目的は、このような福島第一の廃炉に向けての政府及び事業者

等の活動が、安全、かつ円滑に進められ、地元の復興に結びつくよう、課題の抽

出と対応策の検討など、広く「学」の知恵を集め、それぞれの専門性を生かした

活動を行い、廃炉作業に役立つものとして取りまとめ、関係組織に対して有用な

提言、提案を提示するとともに社会への説明責任を果たすことである。

原子力学会福島第一原子力発電所廃炉検討委員会の設置
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・学会事故調では、事故の直接要因、間接要因を分析し、教訓を取りまとめ

［（注）参照］、各ステークホールダが実施すべきことを提言した。

＊２０２１年に事故後１０年の節目を迎え、提言の実績をフォローする。

・日本原子力学会は、事故を真摯に反省し、長期に渡る廃炉の活動を支援すべく
２０１４年６月、「東京電力福島第一原子力発電所廃炉検討委員会」を設置し、
活動してきた。これからもこの活動を続ける。

・福島第一の廃炉に向けての活動

→  極めて長期に渡る、世界の原子力界でも初めての取り組みである。
（通常の廃止措置は、燃料取りだした後、解体に入るが、１Fでは燃料・燃料デブリと共に廃止措置を進める）

世界は深い関心を示すと同時に懸念もしている。

→  学会・学術界全体に、深いかかわりと多くの貢献が求められている。

→  学会は、定款を変更し組織をあげてそれを支える活動をしている。
学会の活動はボランタリーなものであるが、真に技術の視点に立った助言・
提言、苦言・支援を行うと同時に、社会への説明責任を果たしていかなければ
ならない。

福島第一原子力発電所の廃炉を支える支援と協力

（注）福島第一原子力発電所事故 その全貌と明日に向けた提言－学会事故調最終調査報告書－丸善出版
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１．原子力安全の基本的な事項
（１）原子力安全の目標の明確化と体系化への取組み
①安全目標の合意形成
②規制基準などの体系化
③核セキュリティの強化

（２）深層防護の理解の深化と適用の強化
①基本安全原則の明確化
②深層防護の明文化

２．直接要因に関する事項
（１）外的事象への対策の強化
①外的事象
②クリフエッジ対策
③人為的な事象対策

（２）過酷事故対策の強化
（３）緊急事態への準備と対応体制の強化
①事業者と地方自治体の連携スキームの確立
②関係者の役割分担の明文化
③演習の実施
④放射性物質の拡散解析
⑤一般災害との共通基盤の統合
⑥放射線防護への対処能力強化

（４）原子力安全評価技術の高度化
①確率論的リスク評価技術の活用
②最先端計算機性能を活用した数値計算技法の活用
③安全評価技術の課題や限界の正しい認識
④国際協力の積極的実施

５．今後の復興に関する事項
（１）今後の環境修復への取組み
①環境放射線モニタリング
②法規制とガイドライン
③除染対象区域の設定
④除染と除染技術
⑤除染廃棄物の保管・貯蔵

３．背後要因のうち
組織的なものに関する事項

（１）専門家集団としての学会・学術界の取組み
①学会が果たすべき責務の再認識
②学会における自由な議論
③安全研究の強化
④学際的取組みの強化
⑤安全規制の継続的改善への貢献

（２）産業界の取組み
①事故の教訓を産業界全体で共有化
②継続的改善の実施
③トップによる原子力安全へのコミットメント

（３）安全規制機関の取組み
①国民の信頼回復
②継続的改善の実施
③リスク情報を活用した規制手法の導入
④ハード偏重からソフト重視の規制への転換
⑤事業者への自主的安全性向上姿勢の定着化指導
⑥広範囲の専門家知見のバランス良い活用

４．共通的な事項
（１）原子力安全研究基盤の充実強化
①安全性向上の駆動力
②人材の維持、育成に重要
③安全研究は産学官の義務
④確率論的リスク評価手法の適用範囲の拡大
⑤安全研究ロードマップの策定

（２）国際協力体制の強化
①国際的活動を国内へ反映させる体制の整備
②新規原子力導入国への貢献
③産業界の国際的活動への参画

（３）原子力人材の育成
①原子力安全を最優先する価値観
②資格制度の充実
③大学における原子力教育・研究の重要性
④小中高校における原子力・放射線教育

学会事故調からの提言
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主査：山本章夫
(名古屋大学)

（注）FDR： International Workshop on Fukushima Decommissioning Research

２０１７年５月 終了

委員長 ： 宮野 廣 （法政大学）
副委員長： 関村直人 （東京大学）

岡本孝司 （東京大学）

事故課題
フォロー分科会

主査：山本章夫
(名古屋大学) 主査：吉見 卓

(芝浦工業大学)

建屋の構造性能
検討分科会

主査：瀧口克己
(東京工業大学)

リスク評価
分科会

主査： 山口 彰
(東京大学)

福島特別プロジェクト

主査：越塚誠一
（東京大学)

運営タスクチーム

事故進展に関する未解明事
項フォローWG

主査：柳原 敏
(福井大学)

福島復興・廃炉推進に貢献する
学協会連絡会 (2016年5月発足)

廃炉検討委員会

理事会

ロボット
分科会

廃棄物
検討分科会

主査：小島史男
(神戸大学)

ロボット分科会WG

２０１８年５月 終了

２０１８年５月 終了
廃炉リスク
評価分科会

(2014年6月発足）

ワークショップ

国際会議 FDR2021

（2019年5月26日＠J ビレッジで開催
次回は、2022年に予定 ）

２０１8年12月 終了

強度基準
検討分科会

主査：鈴木俊一
(東京大学)

(2018年6月より活動）

主査：越塚誠一 (東京大学)
事故調提言フォローWG

活動中の分科会

（日本機械学会との共催）

学会員:約7000名
日本原子力学会

専門家集団

約60名

23名20名

22名

約40名19名２０20年9月 終了

(2020年6月より活動）

（新規）

活動の体制 原子力学会福島第一原子力発電所事故に関連して
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「福島第一原子力発電所廃炉」の現状及び廃炉委の活動

・ 原子力学会は、原子力分野の専門集団として積極的な貢献を行うため、分科会の設置
及び専門家による自由な議論を行う非公開でのワークショップの開催などを進めてきた。
学術には様々な意見があるはずであり、率直な意見を集めて適切な提言を行わなけれ
ばならないと考える。

分科会の活動 （公開）

特定テーマでは分科会を設置して、議論を重ね、評価書や提案書としてまとめている。

ワークショップの活動 （非公開）

１､２､３号機、各炉の廃炉はいよいよ未知の作業に取り掛かろうとしている。

学会の役割の一つとして、将来に禍根を残さないように、学の総力を挙げてこれらの課題に向き合い、

積極的に対応策を導き出して提案して行く責務がある。

深い議論を行うことを目的としている。

①リスク評価分科会・・・廃炉過程でのリスク要因の分析や評価法の確立のための手法を検討した。
②廃炉リスク評価分科会・・・廃炉の過程でのリスクの分析方法や工法への反映を検討した。
③建屋の構造性能検討分科会・・・事故に会った建屋の健全性を確認した。経年による劣化を考慮した
健全性を検討する。

④ロボット分科会・・・高放射線場であり、かつ手探りの狭隘部での構造物の分解取出しおよび燃料
デブリ取り出しの工法に適用するロボット技術を検討する。

⑤事故提言・課題フォロー分科会・・・燃料の破損過程などの未解決の技術課題の研究に結び付ける
ための解明事項をまとめた。今後の取り出し時の調査に役立てる。
⑥廃棄物検討分科会・・・福島第一サイトの「目指すサイトの姿」をいくつか想定し、そのための廃炉
の過程で排出される多量の放射性廃棄物の量と処分法の検討を行う。

⑦強度基準検討分科会・・・事故炉の構造物の構造強度の基準の在り方を検討する。

5



廃炉委の各活動の状況

公開の成果

2016年「学会事故調最終報告書における提言への取り組み状況（第1回調査報告書）」
2018年「福島第一原子力発電所事故－未解明事項の調査と評価」
2018年「廃炉の過程におけるリスクの評価とマネジメント－リスク評価分科会報告」
2018年「福島第一原子力発電所の廃炉作業に関わる管理目標の考え方について」
2019年「廃炉リスク評価分科会報告書（燃料デブリの現状及びその取り出しにおける定量的リスク評価手法の検討）」
2020年「燃料取り出し開始までを対象とした原子炉建屋の耐震安全性について－建屋構造性能検討分科会報告」
2020年「国際標準からみた廃棄物管理－廃棄物関東分科会中間報告」

公開報告書

一般公開シンポジウム （毎年開催へ）
2016年「東電福島第一原子力発電所廃炉への取り組み―過去・現在・未来―」
2170年「東電福島第一原子力発電所の廃炉について―廃炉の状況と課題、その対応策―」
2018年「東電福島第一原子力発電所の廃炉について―廃炉の論点と展望―」
2019年「確実な廃炉のために今すべきこと」
2020年「原子力を見る－社会の目」 （新型コロナウイルス感染症蔓延対応のため中止とした）

廃炉委の活動と成果

廃炉委で以下のテーマで「ワークショップ」を開催し、深い議論を行い課題への対応の提案に反映した。
第１回 １F廃炉－廃炉の論点と対応
第２回 廃止措置（１F は“廃炉”という）と管理目標
第３回 廃炉での“廃棄物の取り扱い”について
第４回 事故炉の廃炉における放射性廃棄物・放射線の閉じ込めのためのバウンダリの考え方について
第５回 廃炉での“廃棄物の取り扱い”について（その２）
第６回 外部ハザードにどこまで対応すべきか
第７回 ロボットの信頼性をどのように考えるか
第８回 IAEAの活動と汚染処理水対応
第９回 燃料デブリに関連する保障措置
第10 回 クリアランスレベルの考え方 （予定）

原子力学会廃炉委員会 HPに公開 （ https://www.aesj.net/aesj_fukushima/fukushima-decommissioning）
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〇 ２０２１年の10年目原子力学会提言のフォローからの新たなスタート
＠2021年3月11日 Webシンポジウムを開催
「シンポジウム 「VISION2050 – 事故を振り返り未来を見据える」（仮）

－東京電力福島第一原子力発電所事故から10年を迎えて－

○ 分科会の活動
・「建屋の構造性能検討分科会」 廃炉の構造評価法の提案
・「ロボット分科会」 信頼性確保の提言
・「構造基準検討分科会」 廃炉の基準の考え方を策定
・「廃棄物検討分科会」 “目指す姿”達成の議論を推進

○ 課題解決型のWSの開催の継続
・トリチウム水への対応 (風評被害への対応）
・デブリの計量管理と弁別の考え方
・クリアランスの評価法
・強度基準の考え方 など

○ 市民との交流－市民目線のシンポジウムの開催

福島第一の廃炉への貢献－今後の活動

7



今後とも、活動へのご理解とご協力をお願いいたします。

日本原子力学会 福島第一原子力発電所廃炉検討委員会

原子力学会廃炉委員会 HP https://www.aesj.net/aesj_fukushima/fukushima-decommissioning
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