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原発処理汚染水を海洋に放出するな！
ー代替案「大深度地中貯留」の紹介ー
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福島ALPS処理汚染⽔の現状
2021.4.13 海洋放出決定（2年後から放流開始）
それまでの⼯事︓海底トンネル、放流のための施設建設

問題点
➡濃度は「基準」以下にするというが、総量(現在125万㌧で増加中)には⾔及なし
➡ALPS処理⽔︓トリチウム以外の放射性元素が含まれている
（セシウムやストロンチウムの混在は認めたが、濃度を基準以下にして放出と説明）
➡⾵評被害︓確実に⽣ずる「国内外の消費者の懸念」と「沿岸漁⺠と⽔産業の被る
経済的損害」、未だ確証できていない「⿂介類における濃縮蓄積の有無」

⼀刻も早い、海洋放出に代わる代替案の提案が必要
＜代替案の要件＞

①早急に対応できること
②実証された技術であること
③低めに⾒積もられた海洋放出のコストにも対抗できるリーズナブルなコスト

上記3点をカバーする現実的な提案が必要︕

今、海洋放出の代替案として求められているもの
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ＡＬＰＳ処理汚染⽔１２５万㌧の処分には、⽯油⽣産の技術が役に⽴つ︕

⽯油技術協会HPより(⽯油資源開発㈱提供)

皆さんは、⽯油がどのように地下に溜まっていて、どの様に地上に持ってくるか、知っていますか︖

700m以上

貯留岩

帽岩

➡地下深部に何⼗万年も前から溜まっている⽯油や天然ガスを、
地上から掘削した直径20cmのパイプを通じて⽣産します。何年
もかけて⽣産を続けることが出来るので、その容量の⼤きさが分か
ります。この原理を逆に使って液化CO2を地上から押し込むことも
できます(CCS)。
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ＡＬＰＳ処理汚染水１２５万㌧ の処分には

大深度地中貯留が最適

* 速い︓３年で全タンクを空にできる
sp（海洋放出では２０年）

* 確実︓３０万㌧貯留の実績がある
sp（経産省主導CSSプロジェクト）

*   ⾵評被害の懸念少ない
sp（１０００年以上漏れず安全）

* 凍⼟壁コストの約1/5のコスト

本スライドの内容は、「文芸思潮」第80号に掲載された中山一夫の報告「大深度
地中貯留」を栗原春樹（JCFU事務局）が要約したものです。
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（注）2021年4月1日現在のタンク貯蔵量は約125万㌧、約780兆ベクレル
この値は2021年4月27日TEPCO報告「多核種除去設備等処理⽔の定義⾒直
し・・・」に拠る。

（脚注）



「大深度地中貯留」法とは
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要するに⽯油掘削の技術を使って、汚染⽔を1000㍍以上の深い地中に貯蔵する⽅法。

【CO2の地中貯留は⽯油技術の応⽤】
環境有害物・不要物の⼤量処理への応⽤も国家プロジェクトで実証済み。
海底下の地中深く⼆酸化炭素（CO2）を圧⼊して貯留、
2019年11⽉に累計30万トン達成（注）。

（注） 資源エネルギー庁のホームぺージ
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ccs_tomakomai.html
経済産業省、国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、⽇本CCS調査株式会社(JCCS)

【⽯油業界では1000m以深は当たり前】
1000㍍以上の深い世界は、地下⽔からも⽣物界からも隔離されている。
リニア新幹線⼯事で知られる⼤深度法の対象でも、たかだか100㍍の深さ。
⾼レベル放射性廃棄物の永久貯蔵をめざす地層処分も、たかだか400㍍程度の深さ。
しかし、⽯油関係者の間では1000㍍以深は既知の世界であり、掘削も既知の技術。
以前から⽯油増産回収法や随伴⽔などの圧⼊にも使われている。

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ccs_tomakomai.html
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⽯油井の掘削と⽣産

セメント
ケーシング

ビット

セメント
ケーシング

ビット
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貯留層

深度約1200m

⽔平距離約1000m

（画像出典）東京電力ホールディングス HPより

⽔平堀り（⽯油掘削の新技術）

遮蔽層
直径はたった
の20cm︕
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＜1200m下の圧⼒状況＞
静 ⽔ 圧 ︓12MPa
岩⽯破壊圧 ︓19MPa
地層の圧縮率 : 0.1％/MPa

★地層が割れるか︖
➡19MPa(190気圧)以上でなければ、地層破壊(ひびが⼊る)は起きない︕
☆圧⼊⽔はどこへ⾏く︖
➡12MPaの地層⽔に+2MPaを加圧して注⼊した時に起こること
・注⼊⽔は、上下の泥岩層には漏れていかない（浸透性は泥岩＜＜砂岩）
・注⼊⽔は、横⽅向に広がろうとするが、もし、貯留層が5Km2(約2.2kmｘ2.2km)の広がりを持ってい
れば、125万トンを吸収する。(地層の厚さ100ｍ、圧縮率 : 0.1％/MPaを仮定)

圧⼊⽔はどうなるの︖

細い(泥岩）＝浸透性、⼩

粗い(砂岩）＝浸透性、⼤

遮蔽層(泥岩）

遮蔽層(泥岩）

貯留層
(粗粒砂岩）

周辺貯留層(細粒砂岩）

X圧⼊圧︓13-14MPa

約1200m

貯留層

遮蔽層

遮蔽層
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1964︓最初のCO2を使った⽯油増産テスト
1972︓最初の商業化に成功 ＠アメリカ

1996︓最初のCCS（100万トン/年）
＠北海（ノルウェー）

2000︓⼤規模50坑によるCO2圧⼊による⽯油増産
（300万トン/年）＠カナダ

CO2圧⼊による⽯油増産（CO2-EOR）と
CO2地中貯留の歴史（CCS*）

*CCS=CO2 capture and Storage
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苫⼩牧沖CCS実証試験

METI,RITE,JCCS報告書(2020.5月)より

海底下は、
環境基準が厳しい︕



いま溜まっている125万㌧を３年で処分できる
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⼤深度地中貯留ならば

放出を22兆Bq/年に制限
➡780兆/22兆=35年︕
トリチウムの半減期を考慮すると19年︕



「地上へ漏れない」から風評被害は極小
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＊（⼤深度地下貯留法を⽤いて）適切な地層と適正な管理によれば、CO2を
1000年にわたって貯留層に閉じ込めることが可能」と IPCC（国連気候変動
に関する政府間パネル）報告は述べている（注） 。

＊ 2018年9⽉に発⽣した北海道胆振東部地震においては震度5弱程度の
揺れを観測したが、地上設備に異常はなく、CO2の漏洩を⽰すデータも確認さ
れなかった（注） 。

（注）いずれも、前ページに紹介の資源エネルギー庁のホームぺージより抜粋引用

＊1000年以上閉じ込める設計

＊ 震度５地震でも漏れなかった実績



2018年9⽉6⽇ マグニチュード6.7
CO2圧⼊サイトから 震央まで30km、震源まで47km

平⾯図 断⾯図
Copyright 2020 Japan CCS Co.Ltd.

胆振東部地震の影響
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地中貯留時のモニタリングシステム

貯留層は、分布が分かっていて、
圧⼊⽔の動きは地層内に限ら
れているので、
シミュレーションの精度も⾼い



海洋放出案では、いつまでも貯留タンクは増え続ける
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放出量よりも毎日１４０㌧発生する汚染水量の方が多いので、タンク貯留量は減らない。こ
の問題の解決のためには現政府案よりも放出量を増やすことになる懸念が大きい。

放出を22兆Bq/年に制限
➡徐々に増やさなければ、タンクは減らない︕



大深度地中貯留に対する国側評価に対する我々の反論
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（注）2019年12月23日 多核種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会事務局発行の参考資料
「処分方法に関するこれまでの議論の紹介」１及び３頁の表より作成。ただし項目Ｅは栗原が追加

青字は国側評価、赤字はそれへの反論
（国側評価には地下深部に関する石油関係技術・科学の専門家がおられなかったようで、それゆえの誤解や予見があると考えられます）



海洋放出に対する国側評価に対する我々の反論
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（注）2019年12月23日 多核種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会事務局発行の参考資料
「処分方法に関するこれまでの議論の紹介」１及び３頁の表より作成。ただし項目Ｅは栗原が追加

青字は国側評価、赤字はそれへの反論
（国側評価には地下深部に関する石油関係技術・科学の専門家がおられなかったようで、それゆえの誤解や予見があると考えられます）



ご清聴ありがとうございました
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まとめ
ここで提案するのは、
現在地表のタンクで保存されているトリチウム汚染⽔、それにこれから増え続けるであ
ろうトリチウム汚染⽔を地下にある⾃然の広⼤な貯留層内に⼀時的に閉じ込める⽅
法です。

・海洋放出では、タンクは減らない。したがって何の解決にもならない。
・地中貯留は、⽯油鉱業における既知の技術であり、
漏れないという安全性は近年のCCS実証試験で確認されている。
そして、なんと云っても
・環境に拡散させないので、漁業、農業、林業への影響は極⼩に抑えられる。
・国内で処理が完結するので、海外を含めて⾵評被害が起こらない。
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Ｑ1．トンネルと呼ばずに坑井と呼ぶのは︖
溜まった堀くずはどこに捨てるの︖

⽯油井において掘削される「坑」の直径は⾼々50〜20㎝です。⽯油は液
体(汚染⽔も液体︕)なので、その程度の⼝径の⽳をあければいいわけで、
⼈が⼊れる「坑道」のイメージがないので、「坑井」と呼ばれています。
したがって、堀くずもそれほど多くないし、循環させている泥⽔とともに地上で
回収するので、連続的に掘削できます。堀くずはそれほど多くありません。

セメント

ケーシング

ビット

掘削後の坑井
順次鋼管径は⼩さくなり、周囲が地層
と接している部分だけセメントされます。

Ｑ＆Ａ 海洋放⽔で作られるトンネルに⽐べコスト安‼

掘削時の泥⽔循環
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Ｑ2．地下⽔とは半永久的に隔離されますか︖

ここで対象とする地下1000㍍以深にある「貯
留層」は、砂岩や凝灰岩のように⼩さな空隙の多
い堆積岩から成る地層で、多くの⽔を蓄えること
ができ、多孔質のスポンジに例えることができます。
この地層は、何百万年前に海底で堆積したもの
で、かつての海⽔がこの空隙を満たしています。こ
のように貯留層に原始の海⽔が残っているのは、
上位を何層もの泥岩によって遮蔽された状況で、
地上で利⽤している地下⽔とは隔離された状況
です。したがって、貯留層の⽔と地下浅部で循環
している地下⽔との出⼊りはほとんどありません。

Ｑ＆Ａ

結論として、1000㍍より深い地下にある貯留層は空間も時間も「地下⽔」とは隔絶した⾃然タ
ンクと⾔えます。この⾃然タンクの中に汚染⽔を圧⼊すれば、汚染⽔もまた、⼈の⽣活圏から半永
久的に隔絶されます。

海といのちを守る福島ネットワーク主催の2021.12.4オンライン学習会
「汚染⽔を増やさない抜本的対策」より



Ｑ＆Ａ
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Ｑ3．農林業への⾵評被害の懸念は︖海への汚染⽔の放出が海産物への⾵
評被害を引き起こすように、深い地下と⾔っても陸での「注⼊」ですから農業・林
業への⾵評被害が⽣じるのではないですか︖

福島原発敷地内から圧⼊する汚染⽔の真上には農地も住宅地もないから⾵評被害の起こりよう
がありません。このように⾔えるのは、汚染⽔を貯えるのに適切な地層が福島原発の敷地の真下にあ
ることが判っており、貯留層内では、既存⽔を押し出す形で坑井を中⼼に滞留します。
⽬的の砂層内に滞留していた既存⽔は、押されて横⽅向にはゆっくりと移動しますが、上下の不透
⽔層である泥岩層を通過するのはそれよりさらに2桁遅いので泥岩層を横切って垂直⽅向への移動
はほとんどありません。圧⼊を終了し平衡に達した時点で動きは⽌まります。静⽌した⽔中を放射性
物質が拡散により移動する速度を考えても地表に達するには数万年オーダーの時間を要します。
講演で述べたように⽯油鉱業では随伴⽔の圧⼊は⽇常⾏われており、CCS関連でも漏洩は報告
されていません。もちろん、事前に地域の地質状況を精査することはこの⼯法の前提条件です。
それでも⼼配ならば、原発敷地内から海底に向かっての坑井を掘ればよい。いずれにせよ、⼈々

の⽣活圏に流してしまう海洋放出とは異なり、⾵評被害を確実に抑えこめます。
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Ｑ4．⼤地震があっても⼤丈夫︖CCSプロジェクトでは、震度５に実際に耐えま
したが、もっと⼤きい場合は︖また、地層に⽣じた⻲裂、活断層のズレ、注⼊⽤の
坑井の破損、などを通じて汚染⽔が漏れたり噴出したりしませんか。

Ｑ＆Ａ

① 地層の⻲裂︓堆積岩(特に泥岩)は、花崗岩などと⽐べて流動性が⾼く、地震などにもちぎれに
くい性質があります。泥岩にサンドイッチされた構造には容易に⻲裂が⼊りません。
② 活断層のズレ︓福島原発の地下にある基盤層には北東－南⻄に⾛る断層がありますが、上位
の地層はずれていません。数百万年間⼀度も動かなかった断層です。今回の提案では、この断層を
避けて汚染⽔を圧⼊します。また万が⼀に断層がずれたとしても、付近の細粒の泥岩は流れ込んで
断層⾯をふさぐ作⽤が顕著ですから、汚染⽔が断層を伝って地表へは漏れることはまずないと⾔って
いいでしょう。

③ 坑井の破損︓「地震の際は地上よりも地下が安全」と⾔われるように地下の構造物は地震では
壊れにくい。もし、壊れたとしても貯留層の汚染⽔の圧⼒はさほど⾼くないので、噴き出すこともないし、
坑井を伝っての漏れは⼤きくない。



Ｑ＆Ａ
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Ｑ5．苫⼩牧のCCSプロジェクトで実績を積んだといっても、圧⼊した炭酸ガス
量は30万㌧に過ぎません。⼀⽅、今溜まっている125万㌧の汚染⽔は放出の際
に希釈すると、およそ1300万㌧となります。こんなに⼤量の⽔を圧⼊できる適当
な貯留層はあるのでしょうか︖

⽯油の⽣産量を⾒てもわかるように、⼀般に地下の貯留層は⼤容量で、福島原発付近の貯留層
も⼗分に⼤きい。また、⽯油鉱業では、随伴⽔を⽇量50トン程度圧⼊している実績があります。
⼆酸化炭素地中貯留(CCS)の実証実験＠苫⼩牧でも、30万トンが限界なのではなく、実験をそ
の時点で終了しただけです。砂層の孔隙に圧⼊しますが、砂岩の圧縮率(0.001/Mpa)から計算す
ると125万トンの⽔は、層厚100mを仮定すると5km2の広がりがあれば吸収できますし、希釈してそ
の10倍になったとしても、7km四⽅の範囲で吸収できます。
世界を⾒渡すと、もっと⼤きな規模のCCSプロジェクトが⾏われていますし、世界的には、⽯油⽣産
におけるでは随伴⽔も含めて、もっと⼤量に圧⼊している例があります。
⼀般に貯留層は広範に分布していて、その容積は巨⼤な⽯油タンクも⽐較にならないくらい⼤きい
のです。



Ｑ＆Ａ
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Ｑ6．トリチウム⽔とALPS 処理⽔の違いは︖

これまでトリチウム⽔と呼んでいたタンク内の汚染⽔ですが、海洋放出が決定されると、ALPS処理
⽔と改められました。これは、タンク内のトリチウム⽔とされた⽔の中に、トリチウム以外の放射性核種
が安全基準以上に含まれていることが判明しています。これを受けて、海洋放出の際には、再度
ALPS処理を⾏なって充分希釈してすべての放射性核種を規定値以下にするとして、この放出⽔を
「ALPS処理⽔」と呼ぶことにしました。つまり、ALPS処理⽔には、トリチウム以外のも放射性物質が
含まれているということです。
私たちの提案では、貯留する汚染⽔は「ALPS処理済み汚染⽔」に限定しています。つまり、トリチ
ウム以外の放射性核種は「規定値以下」であることが前提です。

「これ以外の汚染⽔を対象とすることはあってはならない」ことを、政府・東電との交渉において明
⽰することが肝要と考えています。



ご清聴ありがとうございました
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