
• トーラス室水位上部で最大線
量920mSv/h(2013/2/20)。

• 建屋壁やS/C壁、もしくはS/C内
滞留水が高汚染と推定。

• １号機はオペフロで水素爆発が発生しており、また、瓦礫
の上からも100mSv/h超の高線量が測定されている。した
がって、FPは主に格納容器→格納容器トップヘッドフランジ
→原子炉ウェル→シールドプラグ→オペフロに至る経路を
通り放出されたものと推定。さらに、FP移行経路上に、FPが
偏在しているものと推定。

数10mSv/h以下

数10Sv/h以上

• PCVベントに使用した不活性
ガス系配管近傍が高汚染の
ため、S/C内壁は高汚染と推
定。

【色塗りの根拠】
①RPV内：DW内の線量の実測値と比較して、より高い線量であると推定。

圧力容器下部の注水がかかる箇所は比較的線量が低い可能性あり。
②原子炉ウェル：FPの移行経路を考え、DW内の線量の実測値と比較して

同等あるいはそれ以上の線量と推定
③D/W：線量の実測値に基づき推定。予想されるFP移行経路の下流側

（D/W上部側）の線量がより高いと推定。水中は水の循環により
FPが希釈されており、線量は低いものと推定。

④ペデスタル：燃料デブリが格納容器に移行しており、DW内の線量の
実測値と比較して、より高い線量であると推定

⑤S/C：滞留水中にトラップされたFPが存在すると推定。気相部の壁面は
ベント時に付着したFPにより、水中よりも高線量と推定。

⑥トーラス：実測値に基づき推定

• D/W内の水が低い位置で流出し
ており、水が循環しているため、
水中の線量は低いと推定。

瓦礫

• 上述のFP移行経路の推定から、シールドプラグの隙間は高
線量であると推定。移行経路上、オペフロからみて上流に
あたる原子炉ウェル全体も高汚染と推定。

• 1階グレーチング上4.7Sv/h～9.7Sv/h(2015/4/10)

１号機 線量分布の推定図
※現在の線量分布を推定

• 圧力容器内は構造物や壁面にFP付着があると考えられ、線量
は高いものと推定

（ 2017.1.27 ）



原子炉建屋 地下１階

・X-5G近傍の周辺配管は他のエリ

アより高線量(キャットウォーク上で

の測定)[16]。

・X-5Eの真空管破壊ラインの伸

縮継手保護カバーからの漏え

いを確認[16]。

トーラス室空間線量率

（建屋一階北西部床面の

穿孔から線量計を挿入）

[30]



原子炉建屋 １階

・ RCW 系のドライウェル除

湿系の汚染に起因した高線

量と推定[29]。

・ X-49ペネの表面で高線

(7mSv/h)以外、空間線量が低い

ため、このエリアで継続的なリー

クは発生していないと推定。

・水面近傍の高線量はトーラス

室滞留水が支配的因子でないと

推定[25]。建屋壁やS/C壁のCs濃

度が高い、もしくは、S/C内滞留

水のCs濃度が高い可能性[25]。

・ X-31～33ペネ近傍で

高線量。床面にはチリ

やほこり等があり、遊

離性汚染となっている

可能性[5]。

・床面5cmよりも床面150cmの線量率が高く

、床面以外の汚染が線量率寄与に大きく影

響していると推定[6]。

・事故時のPCVベントに使用した不活性ガス

系配管に近いほど線量が高い傾向 [6] 。

・ X-53 ペネ(HPCI蒸気管)の

ベローズ部近傍で高線量

(2.1Sv/h)[15]。

・MSIV室の高線量はHVH上部ダクトが線源と推定[15]。

格納容器内空間線量率[1]

単位：mSv/h



原子炉建屋 ２階

・ RCW 系のMG セットオイルクーラー

(A)の汚染に起因した高線量と推定

[29]。

・ RCW 熱交換機の汚染に起因し

た高線量と推定[29]。

単位：mSv/h



原子炉建屋 ３階

・ RCW 系のMG セットオイルクー

ラー(B)の汚染に起因した高線量

と推定[29]。

単位：mSv/h



原子炉建屋 ４階

・空間線量は十分に低く、この

エリアにあるPCV貫通配管（IC

配管）は健全であると推定。

・RCW 系統内の保有水量を調整する

サージタンクが設置されており、その

周囲で高線量を観測[29]。

単位：mSv/h



原子炉建屋 ５階

・トップヘッドフランジから大規模

リークが発生しているものと推測。

・フロア上2～2.5mの測定点で

60mSv/h（2011)[4]。

・フロア上1mの測定点で最大

121mSv/h（2015)[19]。シールド

プラグ上の北西、南東で高線量。

・SFP廻りで高線量。フロア上1mの

測定点で最大68mSv/h（2015)[19]。

・空気中の放射性物質濃度は警報

設定値（5.0×E-03Bq/cm3）に対し、

2桁程度低い値で推移[19]。

・ダストの粒径は数μm～数十μm。

主成分はステンレス鋼、コンクリート

、アルミニウム、石膏[19]。

・ガレキサンプル(崩落屋根下)の放

射能は、8.9E+05～1.1E+07[Bq/g][19]

。



単位：mSv/h

タービン建屋 地下１階



単位：mSv/h

タービン建屋 １階



単位：mSv/h

タービン建屋 ２階

・非常用ガス処理系トレイン室で高

線量(5Sv/h)[7]。
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