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福島第一原発、放射能汚染水がホースか伝漏えい・港湾内の放射性物質濃度l土過去最高を更新 MarkelN側 'sline201517128 

遡marketmwi間一

ホ日ム 二1ース 企業情報 マ~ケットりマリー 株式ラ〉キシグ 外国為脅

j， Quotes 

More on 
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福島第一僚籍、放射飽汚染水がiI¥ースか包漏えい・港湾内の放射投物

資話器密i計昌宏銭高を箆新 ー ' 

Pub帥明日田:49 フ包0

東京電力〈皇五旦1>は29目、福島第一原子

力発電所由明申書に敷設されτいる耐圧ホ

スに空いた穴から放射能汚染柏漏洩

したことを発表した.

東京電力 9501

》ザマリー
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沙子ク二カルチャート
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KjJ~水路排水口の放埋計宝物庇濃度は、通常

は8~12Bq/Lで推移しているが、この漏

えいの影響により、 29日午前7時には お送ホースか~j([)謂えい白羽間島;:1:1
1，400Bq/LIζ、そして5月 29日午後2時に ;!'01!'j1下町::.I29[j) (勘鈴鹿供京京自力)

は6，600Bq/しにまで上昇した.

東京電力では現在、耐圧ホスから漏えいした水が附わJく路を通じて港湾外へ抗

出することを防止菅るため、ポンプ在使うごとによりK排水路力、らC排水路へi&Jt
kげ作業を実施している.

Recent Quotes 

9501東京電力

また、仁排水路がら港湾内への流出量在抑制するため、 K排水路出口付近がらパキ

ューム車による液み上げも同時に実施している。

その上で東京電力では、今回、漏れ出た汚染，)くの環境への影響については、 円高

島第一港湾中央においては過去最高値在更新しておりますが、港湾口連続モニタ

の値!ζ有害な変動はないこと伊ら‘現時点では外洋への影響はないちのと考えて

おりますjと述べτいるa

ユぷ之上宣車室i主主、 i翠'Î'.JI世主ムJ己主包翠2主、よとjC.C>"工rlH~盗史ζ車昆益ζi

News Headlines 

-東京Z引〕、!富島第一原発2号唱格納容器内(/)ロポット盟置を延期遮商ブ口ツクの撤去作業
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に時間が 13日前

• IAE凡さ3省団、抽崎刈羽原発6/7号揖由安全性.r価調査を時了 14日前 suf白h 了hunderbolt2対

・東京'1¥1.力福島第原発2号機白京子'"悼拍務署号 (PCV)配首で鐙ス1197ミリシベルト 応の舛イIけドライブを弼

の放射組畠 27日間 表最人容量1~8即日

・福島地裁 原発遊覧liζ伴うストレスによる自誌で京地に対して2700万円σ員配儲命令判決

27臼前

・ 聞西電力‘ KDDIとの提1軒目道でコメント I冥幾濯と由議務官肢は幅広く楠討中J UJ円前

・福島第原発、放射能汚包鞄ドがホースか6漏えい港湾内の放射性物質桜震は函去最局在

更新 1カ月舘

-東京需力、放射能汚染水の低減処理を一週り完ア 2カ月前

• TOKAI HD、歯力事業への多入で東京堪カと業描出車交渉入り 2カ月前

・三菱商事と車亨.，tJ、カタールで火力発電出受注輯事業質的3000-s謀円 Z力月前

・致事協力、福島第係当老事故州問Tコた2号挫のベツl寸法失敗した苛白骨lj:2.ヵ月初

P開 S9Releases 

-原子力損害賠告書鹿F等支抵機構からの揖金の交付にコいて4目的

・ 支直前朱主等に間安否事項について 1ヵ月前

・ {訂正) r平成27'日月期決算短信j町一部訂正につい工 l1j月前

-平成之6年度報告書 l1J月初

• 2015年定時株主持主開催ご通知 2力月前

・会社分割によるホールディシグカンパニー制帰行及び商号:ll'il!1こ関するお知。ぜ 2ヵ月前

・平成27年3月期決算垣佑 3カ月前

・特別事業計画的変史的認定にコいて 3力月前

・ 「株式会社JERAJ白誼立に二)いτ 3カ月前

・ コーポレート刀パゴンスに間移苔報告書(内菌検労)2015/04/02 3ヵ月前
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201日7128 大雨で排水路から汚染雨水流出福島第1原発司産経ニュース
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大雨で排水路から汚染雨水流出福島第1原発

/It {~':~'，_~i'~~~J{~~] がすすめ (~J Ig+1l'j 

東京電力は 16日、大雨0)影選 E、福島第 1原発の rIく排.JJ<.路j と呼ばれる排水路か

ら放射性物質を含む雨水力旬十j芋(浩湾外)へ流出したと発表した。流出量は分かコτぃ

-;d~い。

東電によると 16日午前日時 25分ごろ、巡回中の作業員jiK排水路から、海側1;あ

るせきを鰻えて雨水力、外洋iこ流出しているのを見つけた。 K排水路はほjJ'(!コ排水路ctじ

へ煎射性物舗の濃度が高く、 14日の採水ではストロンチウム90などのベータ線を出

手放射生物質の濃度は1リットル当たり 39ベクレル(法定基準30ペクレル)だコ

た。

東電は4月から、ポンプを使コて K排水路の汚染雨ノjくを別の排水路に移送しているの

福島第 1原発構内では 16 日午前 3~， 1日時までに 50ミリ以上の降雨があり、降水量

がポンプの排水能力を越えたとみられるω

関連二コース

悪路I~強い!サソリ型j 鵠査ロポ、東芝などが開発し公開

福島第 1原発江格納容器I~投入幅

「福島第1の廃炉支援を強化J 白井原理の村松新社長愈

力小売り自由化にらみ収益力強化棒

福島第1原発2号機ロボ調査、 9月以降!ζ 遮蔽ブロックの

撤去に難航東京電力

指定廃棄物処分場の設置進まず横島第1原発事故 自治件

。コ反発強〈 静
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淡水化装置で汚築水漏えい第一原発l県内ニュースl福島民報

6'，，12時
50 '1ら 中潜りや 6'''12引き

50% 
浜滋り
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記事デタペース!事業刀イド l出版泊イド II~ふくしま気になるお底 i ユナイデツドFC I English I各種お問い合わせ
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i倣 4包装置で汚染水iE語えい

/I母

".-一、
汐イートヨ2i 

第一原発

(.，~l 市 eGFhed !醤

東京電力は 17目、汚染水の塩分在取り除く福島第原発の淡水化装置から汚染水が溺えい

したと発表した。漏えいした水はせき内にとどまっており、外部への書饗はないという。

向日午前3時半ごろ、漏えい検元日器が作動した。社員tf'i在認したところ、高庄ポンプの配管

の1:1<続部から水が漏れていた。装置を停止し、約1時間後{こ漏えいが止まコた。漏れた水の般

射性物質濃度はセシウム 13 4が 1リット)1，当たり 80ペクレル、|司 137が 310ベクレル

だコた。漏えいE量は約 2. 5立方メト)~。

基礎部分tオむl，トが緩み、 I飾品部に大き1旬、j騒動が加わってひU，割れが生じたのが原因とみら

れる.，

( 2015/07/18 09:01 !カデゴリー・主要)

前の記事指葉町内から搬出開始

間験輸送

中間踊，T~施設への 次回記事引駆的也再生地IM')生に郡山で由主}背向

友会夏季セミナー 間七アピー)tA*択

の
福岡~，東京 鹿児島工会大阪
鴇安航設券結附発援京行 8丹の最安建 格安航2左右手鹿児路発大銀行 ll_8Q)志望E倍

￥7，45(j.v 出"く見る 辛苦，3110"";

込東京 議際会 5長:~
2面安飴空券食鵠発飛来守 8月"'最安倍 続安銑空券偏向鰐l!I京行局局'"最安銑

~n'. l.J見~ ￥7，450~ 

主襲

第原発的山{側凍土i車水壁 9月 7 日までに完了へ!t，~

廃棄物搬出始まる 中間貯蔵への試験輸送郡山の学校で初環境省臣官

1号機建屋カバー 28日解体開始

防潮堤工事初安全壱祈願締東の3地区で !日欝戒区域mの若手。

fジヌよ古らliJロケit回世りス fスイ スマホで案内廿ービス縫

の

とし〈見 J

三k<史/"

、'.:;-..--1l吾

(07/2809:18) 

(07/2809: 17) 

(07/2809: 16) 

(07/2809:15) 
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2日1日712B 地下水放出いわき市漁協の対応焦点地域読売新聞(YOMIURIONUNE)

l 二1ース 出|湯河

一…一 一一
<<描社会臨済スポ-'Y闇閉めち?科学 IT

地域
リ ス代が月々 3，500円から!i耐告で'a叶出みなら今すぐご栴談在。

。。
j主闘記事

一一一キーワードをλ)J

Rec()mmond陪11by 01.1出rall1

元教え子と飲酒、わいゼつな行為臨時講師免職 (2015年07月四

日)

銃突きつけられてち 女性行員、両手広げ客守る (20"15削 7月26

日)

「近江県j

BI 

f琵琶湖県jにノ-7..滋賀県民諏査 (2015抑 γ月27 縞葉町営野球場 命名権売却先が決定 (201昨 07月四日)

トν:;f

地域 福島 二ユス

地下水蹴出 いわき市漁協の対応焦点 戸川玖j

20'15年07月初日 扇子山主 1 ，'~+1 ){? 

φきょう拡大理事会

受け入れる環境がほぼ整う。

東京電力福島第一日原発の汚染水発生抑制策

の力ギを握る計画iJ'、ようやく動き出す可能

性が出亡きた。相馬双葉〉魚協の容認を受け、

原子炉建屋近くの井戸「サブドレンjからく

み上げた地下水を処理して海に流す東電の計

画が実現するかどうかは、いわき市漁協の対

応に左右されるととになった。

いわき市漁協は 28日午後1時から、 J広大
理事会を開いて計画を容認するかどうか協議

昔る。岡市治協ち容認司れば、県漁連とし工

I'aJ原発の廃炉を進め否{こは、増え続ける汚染水をコントロールすることが不可欠だ.

流入する地下水が事故で溶け落ちた核燃料で汚染されて汚染水は増え続けており、東議

はこつの対策の実現を急いでいる。その一つがザブドレンからのくみ上げ計画だ。

ちう一つは[凍土壁Jだ。原子炉建屋の周囲約 1' 5キロの地下の土を凍らぜて壁を

造り、地下水が建屋内に流入するのを抑え、汚染水発生を減らす犯いがある。

いわき市で 2 7日聞かれた廃炉に関する政府会議では、東電が建m{山側の「凍土壁j

工事について、 9月7日に完了するとの見通しを発表。 1264本の穴の掘削や凍結管

の設置などがほぼ終わり、残るIま冷まIJ液在入れる作業などだという。

本絡的な凍結開始1;::は原子力規制委員会の認可が必要だが、規制委は、ザブドレンか

らのくみ仁げで建屋周辺の地下水位を誠撃できることなどが「大前提Jだと指摘してし、

官 a

凍土壁を先lこ完成させて周辺の地下水位が変わり、建屋内の汚染水の水位の方が高く

なると、汚染水が建屋の外lζ漏れ出すおそれ力て高まるためだ。;東土壁が本格実施される

かどうかち、サブドレンからのくみ上げなどが実現するかにかかコといるのが実態だロ

2015年07月28日 Copyr回ht由 TheYomiuri Sl1imbun 

YOMIURI ONLlNEホムヘ

htlp泊剛w.yomiuri.co.j凶ocal/fuk回 himc印 刷S担0150727-0YTNT50152.html の

退職金を失う枝、大暴落0)前
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凍土i惑水監査 年度内完了図難lζ

東京電力街島第原発の汚染水対策の柱となる凍

;土(岱担11)遊水盛は、自襟と事る今年度末の本格凍

結の完了が困難な状況となった" 4月末iこ始めた試

験i繍高で‘ i血中の温度在十分に低下できない妓術的

な同長野Jr~t!.::.、工程iこ遅れが生じている。さらに、

原子力規制委員会がJ!1i水壁湾周の条件とする訟原周

辺の井戸「サブドlノ>Jからの取水などのめどが立

コていなし"本格凍結の遅れは今後の汚染水対策全

体に影響在与える可能性がある。

留惣定外

東電は4月末か臼凍土遊水壁(全体で凍結管15 

51本)のうち約4怖に当主岳部分 (58本)で試

験，勝吉を実施している。

V 吋ナト，61 山 eck itl~ 

地中の温i度在調べる計測器在京絡管近くの18力所に設霞して観測している。今月 1日まで

の 2カ月樹の平均地中温度は、1.2カ所で氷点1'1こならなかった。地点によコて 10・1度か

らマイナス20・9度茸で約30度の温度差ちあった。

さらに1号機建屋周辺では、凍結後r;.:.:地下ノIの水位が惣定外の変動を見ぜたm

東電の担当者は fどの平副主地中IJ可東結してい苔かは目標できない。現在はまだデータを集め

ている状況jと説明。今徒、原因究明や対策など主主進めるとしている。試喰凍結{品数週間で完

了する計制だったが、 f終了時期の見通し[;)::;立たないjという。

協サブドレシ難航

規制委の倹討会i立1[1、サブドレンからの取水などb'できない限り、遊水量その運用在留めな

い方針を示した。サブドレンが機能しないと、建庭内の汚染Jj(のi官tHを抑えている地1'1[((0水

位を調整できなくなる恐れがあるためだd

これを受け、規制委事務局応規制庁l手、サブドレンで壬み上げた水を浄イLi珪に海洋放出でき

ない場合、試験凍結の次の工程となる本格凍結の作業を認めない考え。東樹立地元の漁協関係

者らに海洋放出宥ー認めるよう求め亡いるが、汚染雨水の流出などのトラブル力吋目次ぎ、理解を

得られてい怠い。

東電[正七ブドレン在穂働しなくてち、;制二遮水壁在安全に遥用τ日きると"る試算結果在公表

しているが、規制T'fは f試験凍結で既に予総できない事態が生じτおり、 111Jの試算では認め

附川w.ml叩.jpJ，問ws肱 lall/20150
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られないjとの姿勢在見ぜる"

援廃炉工程1ζ影響

遮水壁I~閲覧 320億円を投じ、 E知すが「汚染~JJく問題の抜本的対策J I乙位器付けている。汚

染水を減ら"工存在示した政府の中長期口ードマップぜは、今年度内1;:全体の凍結在完了、 2

8年度内n立18約 3日日トンの汚豹jく発生最が3分の1Iζ減少すると見込んでいる白

規~M姿検討会(ζ参加している高坂潔県凪子力専門員は f年度内の凍結完了l<t難しい。このま

までは廃炉工程lζ影鰐が出る可能性があるjと指摘。経済産業省資源エネルギー庁の担当者ち

[前例のない取り絡みでどれだけの期間で凍結が完了できるかぽ分からない。規制庁の認可ち

必要になるので年度内iこ終了するかは不透明」との見解を示したω

県原子力安全対策課は I汚染水の発生量をj叩えられない状況が続くと、将来的iこタンク容量

が逼迫(ひっぱく)す者ζ とちJilj6まれる。早急1;:対策在諮じてほししリとしている陶

:ユ背崇

陸側遮水壁はi邑 Fノjくの流れを遮断苦る罰的 r凍土方式による，勝吉工法を用いる。1.'~4号機

の建屋閥mの約 1500メートルに 1551本の皐結管を設置し、冷却した冷奴(ブライン)

を移送管で送り、地中に配還した，東絡管の中を循環させ周辺の地盤を凍結合ゼる。今年4月米

力、白試験凍結を開始している白
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第原発的山観Yil県土遮水壁 9月7日までに完了へお (07/2809:1.8) 

廃棄物搬出始まる 中間ft'T焼への試総輸送郡山の学校で初環境省。 (07/2809:.17)

1号機F宝展カバー 28日解体{秒台 (0刀2809:1.6)

紡潮堤工事の安全在祈願綱案の3地区で 旧驚戒区域初の着手正当 (07/2809:1.5) 

|ラヌよさらばJ日ケ地巡りスイスイ スマホで案内サービス訟 (07/2809:06) 
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